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はじめて弦楽器を手にする方の為に、本体、弓とアクセサリーをセレクトしました。
国内工房で一本ずつ丁寧な調整が施されたGLOBAL OUTFIT SERIESが、安心の品質であなたの演奏をサポートします。

ビオラ アウトフィット A110
バイオリンセット同様、ヨーロッパ手工製品でパッケージしたビオラセットです。
ドミナント弦、ウィットナー社製フルアジャスターテールピースが標準装備されて
います。

特別セット価格　￥130,000（税抜）
本　体 “J. キュンストラー”  THA24（ドイツ製） ¥100,000

弓 “At. サルド”  21A（チェコ製） ¥25,000

ケース “ギャラックス”  SPVS-A ¥25,000

松　脂 “ロイヤルオーク”  ロジニオ  ¥700

クロス “東レ トレシー”  ハイソフト ¥800

※基準サイズ 39.5cm・40.5cm があります

特別セット価格　￥210,000（税抜）
本　体 “At. シオン”  ASC-1（中国製） ¥180,000

弓 “At. サルド”  31C（チェコ製）  ¥30,000

ケース “ギャラックス”  ソフトケース ¥23,000

松　脂 “ロイヤルオーク”  ロジニオ  ¥700

クロス “東レ トレシー”  ハイソフト ¥800

セロ アウトフィット C190
グローバル監修工房で製作している、
単板削り出しの本格派セロセットです。
弦はクラウン、スピロコア、テールピースは
ウィットナー社製フルアジャスタータイプが
標準装備されています。
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MACH ONE 肩当て　M-07(Violin 4/4・3/4 兼用 )

楽器を知り尽くしたヴァイオリンメーカー 
Peter Mach氏によって設計された肩当て
MACH ONEシリーズから、プラスチック製
の新しいモデルがリリースされました。
埋め込み式特殊ラバーの採用により、パッド
劣化のリスクを軽減。
約53gと超軽量で、楽器の振動を妨げるこ
となくご使用いただけます。

税抜価格　¥3,500

ギャラックス バイオリンオブロングケース VO-20

GALAX VOシリーズの新製品VO-20は、
グローバル社完全監修のもと、ストラップ
をまとめるブリーフジョイントシステムやダイ
ヤル式ファスナーロックシステムといった新
しい機能を備えつつ、軽量化(約1.6kg 
ストラップ除く)と高いコストパフォーマンス
を実現しました。

税抜価格　　¥20,000

バイオリン アウトフィット GOF

特別セット価格　￥98,000（税抜）
本　体 “R. フィドラー”  GOF（ルーマニア製） OPEN

弓 “At. サルド”  11V（チェコ製）  ¥20,000

ケース “ギャラックス”  SPVS-N ¥18,000

松　脂 “ロイヤルオーク”  ロジニオ  ¥700

クロス “東レ トレシー”  ハイソフト ¥800

本場ヨーロッパ手工製品をパッケージした、ワンランク上のスターターセットです。
リーズナブルでありながら、ドミナント弦、ガルネリモデルのあご当て(フルサイズのみ)を
使用するなど、ディテールにもこだわっています。また、ウィットナー社製のフルアジャスター
テールピースを標準装備することにより、初心者には困難な調弦もスムーズに行うこと
ができます。

※サイズ展開 ： 4/4、3/4、1/2、1/4、1/8、1/16
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ハインリッヒ・ギル（ドイツ）

Heinrich Gill

数々の弦楽器工房が立ち並ぶ町“ブーベンロイト”。
ハインリッヒ・ギル社の工房はそんな伝統息づく町にあります。
1952年の開業以来、たゆまぬ研究を重ねて常に高品質の
楽器を世に送り出しています。その品質の高さは、2004年
ドイツ国際見本市で内閣総理大臣賞を受賞するほどです。
材料には長時間自然乾燥されたヨーロピアン・スプルース材
と厳選したボスニアン・メイプル材とを使用し、塗装には
最高の音を作り出すイタリアンレシピのニスを使用しています。
更に、上位機種には格調高いアンティーク・フィニッシュを
施してあります。

モデル CDM-R CDM-2 CDM-1

税抜価格 OPEN OPEN OPEN

フェレンツ・ベラ・バーツィは数多くの芸術家を生み
出しているハンガリーのブタペストに工房を持ち、
少数精鋭ながらも、より品質の高い作品を製作
しています。熟練した職人たちにより高品質の
材料を選び出し、完全なハンドメイドで製作され
ています。
すべてのモデルが味わい深いアンティーク・
フィニッシュで仕上げられています。

フェレンツ・ベラ・バーツィ（ハンガリー）

Ferenc Béla Váci

マローン氏は1964年生まれで、16歳のころからバイオリン
製作マイスター、ヨハネス・ラブナーの工房で修行を始め
ました。その後、ドイツ各地のマイスターのもとで製作、
修理の技術を研鑽した後、1988年に自らもマイスターの
資格を得てグライツに工房を構えました。幼少よりバイオリンを
弾き始め、演奏者の立場からも妥協を許さないクオリティの
高い作品を製作しています。

ゲルド・マローン（ドイツ）

Gerd Mallon

230 240 245 250 260

¥495,000 ¥600,000 ¥730,000 ¥850,000 ¥1,100,000

モデル

税抜価格

ゲルベト氏は1971年生まれで、マルクノイキルヘンの楽器
製作学校で学び、1996年にディプロマを取得、1998年に
自らの工房を開業しました。
細部まで丁寧に作りこまれた作品は、彼の真面目な性格を
よく現しています。色彩あふれる仕上がりをしており、美しく
豊かな音質を持っています。

スヴェン・ゲルベト（ドイツ）

Sven Gerbeth

SG-3V SG-4V

¥700,000 ¥850,000

モデル SG-1V SG-2V

税抜価格 ¥500,000 ¥600,000

モデル 88 92 96

税抜価格 ¥1,350,000 ¥1,700,000 ¥2,200,000

ベルント・ディンバート氏は、ミッテンバルトの名門バイオリン
製作学校で学びました。現在ギル社の社長を務めている
優れたバイオリン製作家です。
ストラディバリやガルネリなど数々の名器を研究し、
製作方法・ニスの調合法などを自身の作品に活かして
います。その極上の音色・品質は、ヨーロッパをはじめ
世界中の一流プレーヤーからも賞賛を受けています。

ベルント・ディンバート（ドイツ）

Bernd Dimbath
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CDM-1

SG-4V

モデル 52 54 56

税抜価格 ¥180,000 ¥230,000 ¥280,000

モデル 64 66 68

税抜価格 ¥600,000 ¥800,000 ¥1,100,000

モデル 58 60 62

税抜価格 ¥340,000 ¥400,000 ¥500,000

64

96

5858

250

52
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ヨハネス・キュンストラーは、厳選されたヨーロッパ材を使用し、ドイツの伝統を受け継いだ最新鋭の工房で製作されています。

ヨハネス・キュンストラー（ドイツ）

Johannes Künstler

モデル THN14

税抜価格 ¥100,000

ニコラ・ダビドフ（ブルガリア）

Nicola Davidov

ニコラ・ダビドフは、ブルガリア・カザンラクに1924年より工房を
構える弦楽器メーカーです。
自国で採れる上質なバルカン材を使用し、フルハンドメイドに
よる精度の高い楽器製作を行っています。イタリアンレシピを
用いた美しいニス、柔らかく甘美な音色、豊かな音量を備えて
います。

※MV-EXは、裏板1枚板を使用しています。
※Cremoneseは、Antonio Stradivari,1715“Cremonese”
  　モデルです。
※Sunriseは、Antonio Stradivari,1677“Sunrise”モデル
　の装飾楽器です。

モデル SV FV RV MV

税抜価格 ¥90,000 ¥130,000 ¥160,000 ¥220,000

モデル MV-EX Cremonese Sunrise

税抜価格 ¥280,000 OPEN OPEN

MV
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CremoneseCremonese

グ ロ ー バ ル で は 、 イ タ リ ア 製 作 家 の 新 作 楽 器 、
ヨ ー ロ ッ パ 各 地 の 高 品 質 の オ ー ル ド 楽 器 ・ 楽 弓 を
多 数 取 り 扱 っ て お り ま す 。

作 品 と 演 奏 者 が 出 会 い 、
す べ て の 楽 器 が 愛 さ れ 続 け る た め に
グ ロ ー バ ル の 取 り 扱 い 楽 器 は
一 本 一 本 真 心 を 込 め て セ ッ ト ア ッ プ 、
調 整 し て い ま す 。

※製作本数を限定した特別モデルも取り扱っております。詳しくはお問い合わせください。
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Nicola Davidov
ニコラ・ダビドフ（ブルガリア）

モデル RA MA

税抜価格 ¥200,000 ¥270,000

モデル SA FA

税抜価格 ¥110,000 ¥150,000

MA

ハインリッヒ・ギル（ドイツ）

Heinrich Gill

モデル 62 66 68

税抜価格 ¥600,000 ¥950,000 ¥1,450,000

モデル 52 54 58

税抜価格 ¥230,000 ¥280,000 ¥420,000

ニコラ・ダビドフは、ブルガリア・カザンラクに1924年
より工房を構える弦楽器メーカーです。
自国で採れる上質なバルカン材を使用し、フルハンド
メイドによる精度の高い楽器製作を行っています。
イタリアンレシピを用いた美しいニス、柔らかく甘美な
音色、豊かな音量を備えています。

※各モデルとも、基準サイズ 39.5 ｃｍ・40.5 ｃｍがあります。モデルによっては、入荷が少ない場合があります。

Johannes Künstler

モデル THA24 THA27

税抜価格 ¥100,000 ¥250,000

ヨハネス・キュンストラー（ドイツ）
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フェレンツ・ベラ・バーツィ（ハンガリー）

Ferenc Béla Váci

モデル CDM-R/A CS-A CDM-A

税抜価格 OPEN OPEN OPEN

フェレンツ・ベラ・バーツィは数多くの芸術家を生み
出しているハンガリーのブタペストに工房を持ち、
少数精鋭ながらも、より品質の高い作品を製作
しています。熟練した職人たちにより高品質の
材料を選び出し、完全なハンドメイドで製作されて
います。
すべてのモデルが味わい深いアンティーク・フィニッシュ
で仕上げられています。

ディンバート氏はギル社の社長を務めている優れた
弦楽器製作者です。
数々の名器を研究し、製作方法、ニスの調合法
などを自身の作品に活かしています。

ベルント・ディンバート（ドイツ）

Bernd Dimbath

モデル 88 92 96

税抜価格 ¥1,650,000 ¥2,200,000 ¥2,700,000

モデル 245 250

税抜価格 ¥880,000 ¥1,100,000

モデル 230 240

税抜価格 ¥590,000 ¥720,000

ゲルド・マローン（ドイツ）

Gerd Mallon

マローン氏はヨハネス･ラブナーをはじめドイツ各地の
マイスターのもとで制作･修理の技術を研鑽した
後、グライツに自身の工房を構えて制作を行って
います。演奏者の立場からも妥協を許さない
クオリティの高い作品を制作しています。

数々の弦楽器工房が立ち並ぶ町“ブーベンロイト”。
ハインリッヒ・ギル社の工房はそんな伝統息づく町にあります。
1952年の開業以来、たゆまぬ研究を重ねて常に高品質の
楽器を世に送り出しています。その品質の高さは、2004年
ドイツ国際見本市で内閣総理大臣賞を受賞するほどです。
材料には長時間自然乾燥されたヨーロピアン・スプルース材
と厳選したボスニアン・メイプル材とを使用し、塗装には
最高の音を作り出すイタリアンレシピのニスを使用しています。
更に、上位機種には格調高いアンティーク・フィニッシュを
施してあります。

58

CDM-A 240

88 



5※グローバルでは、他にも多数のマイスター作品を取り扱っております。

ハインリッヒ・ギル（ドイツ）

Heinrich Gill

モデル 302 304 314

税抜価格 ¥470,000 ¥560,000 ¥700,000

モデル 334 364 384

税抜価格 ¥900,000 ¥1,200,000 ¥1,600,000

ギル社のセロは、柔らかく深みのある音色と
ヨーロピアン・テイストあふれる美しい仕上がり
が世界中で高い評価を受けています。

アトリエ・シオン（中国）

Atelier Shion

中国製のセロの中でも最高峰の品質を誇る
アトリエ・シオンのセロは、グローバル技術部完全
監修の元で、北京の工房にて製作されています。
低価格でありながらも単板削りだしの製法を
用い、黒檀指板を使用するなど、ストラディバリ
の時代からの変わらぬ伝統手法で、一本一本
丁寧に仕上げられています。

モデル ASC-1 ASC-1AL

税抜価格 ¥180,000 ¥230,000

モデル ASC-2AL ASC-3AL

税抜価格 ¥330,000 ¥390,000

ニコラ・ダビドフ（ブルガリア）

Nicola Davidov

モデル SC FC

税抜価格 ¥360,000 ¥520,000

ニコラ・ダビドフは、自国ブルガリア産の上質な木材を
用いてフルハンドメイドによる精度の高い楽器製作を行って
います。柔らかく甘美な音色と豊かな音量を備えています。

モデル THC31

税抜価格 ¥250,000

ヨハネス・キュンストラー（ドイツ）

Johannes Künstler

ヨハネス・キュンストラーは、ドイツ有数の楽器の町
マルクノイキルヘンに工房があります。
厳選されたヨーロッパ材を使用し、ドイツの伝統を
受け継いだ最新鋭の工房で製作されています。

フェレンツ・ベラ・バーツィ（ハンガリー）

モデル CDM-R/C CS-C CDM-C

税抜価格 OPEN OPEN OPEN

Ferenc Béla Váci

フェレンツ・ベラ・バーツィは数多くの芸術家を
生み出しているハンガリーのブタペストに工房
を持ち、少数精鋭ながらも、より品質の高い
作品を製作しています。熟練した職人たちに
より高品質の材料を選び出し、完全なハンド
メイドで製作されています。
すべてのモデルが味わい深いアンティーク・
フィニッシュで仕上げられています。

CELLO
 −

セ
ロ

−

CS-C

444

ベルント・ディンバート（ドイツ）

Bernd Dimbath

モデル 444 464

税抜価格 ¥2,400,000 ¥3,000,000 

モデル X5 X7

税抜価格 ¥1,300,000 ¥1,600,000 

ディンバート氏はハインリッヒ・ギル社の社長を
務めている優れた弦楽器製作者です。
数々 の名器を研究して製作方法、ニスの調合法
などを自身の作品に活かしており、クラドニ法を
用いた独自の技法によって製作された新モデル
もラインアップに加わりました。

ギル社のセロは、柔らかく深みのある音色と
ヨーロピアン・テイストあふれる美しい仕上がり

ASC-1

SC

THC31

364

384

FC



6

Oriente

HO-58

オリエンテ（日本）

モデル 表　板 裏・側板 指板 税抜価格

HO-20 スプルース単板 合　板 塗り ¥200,000

HO-25 スプルース単板 合　板 塗り ¥250,000

HO-30 スプルース単板 メイプル 縞黒 ¥300,000

HO-38 スプルース単板 メイプル単板 縞黒 ¥380,000

HO-50 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥500,000

HO-58 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥580,000

HO-80 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥800,000

HO-120 スプルース削り出し 極上メイプル削り出し エボニー ¥1,200,000

BS-70 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥700,000

BS-180 スプルース削り出し 極上メイプル削り出し エボニー ¥1,800,000

FO-62 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥620,000

FO-130 スプルース削り出し 極上メイプル削り出し エボニー ¥1,300,000

●HOシリーズは、3/4サイズ、レディースサイズもあります。

●HO-80とFO-62は、フラットバック仕様です。

●BSシリーズはオリジナルのブセットスタイルです。

●BS-70はBS-180よりも小型（HOシリーズとほぼ同じ）になっています。

●FOシリーズは、クレモナスタイルのバイオリンシェイプです。

モデル 表　板 裏・側板 指板 税抜価格

5HO-40 スプルース単板 メイプル単板 縞黒 ¥400,000

5HO-58 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥580,000

5HO-120 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥1,200,000

5BS-180 スプルース削り出し 極上メイプル削り出し エボニー ¥1,800,000

〈５弦コントラバス〉

モデル 表　板 裏・側板 指板 税抜価格

MB-33 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥330,000

MB-38 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥380,000

●MB-38は、ピックアップが標準装備になります。

●MBシリーズ専用ケース（税抜価格￥28,000）もございます。

〈ミニコントラバス〉

〜バイオリンの表板のはなし〜
同じ製作者のバイオリンでも価格の差があるのは、使用されている材木のランクの違いによります。そしてその材木の中でも
特に表板材の品質は、バイオリンの性能を左右する重要なものです。
バイオリンの表板にはスプルース(トウヒ)が使用されていますが、アマティやストラディバリ、ガルネリなどのクレモナの銘器にも
使用されているイタリア北部のドロミテ地方の産が有名です。しかしいかにドロミテ産のスプルースでも、伐採されたばかりの
生木ではとてもバイオリンの材料として使用することはできません。
材木は、自分が生まれた土地で、育ってきた時間と同じ歳月をかけながらゆっくりと水分の放出と吸収を繰り返し、木材としての
強度を強めながらくるいのない安定した材質へと完成していきます。短くて10年、長いものでは100年以上自然乾燥された材木の
中でも、バイオリンの表板に使用できるのは細かく木目が揃った節の無い部分に限られます。これは大変な貴重品です。
こうして仕上がった材木は代々続く楽器専門の材木業者によって厳密にランク分けされた後、ようやくバイオリン製作者へと
渡っていきます。
材木としてのスプルースの寿命は大変長く、1000年以上といわれています。300年前のストラディバリウスがいまだに現役なのも
頷ける話です。

CO
N

TR
A 

BA
SS

 −
コ

ン
ト

ラ
バ

ス
−

完全な手工品で、風格のあるボディです。
重厚な低音を醸し出し、使いやすく人気があります。
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❷ ギャラックスVO-38各種

 

CASE
 −

ケ
ー

ス
−

❹ イーストマン各種

❸ スーパーライト各種

❺ プリュームファイバースリム各種

 ❶ギャラックスSPVS-N ❶ギャラックスSPVS-N

ビオラケース
シェイプ（ひょうたん）型・ストレート（三角）型 税抜価格

ギャラックス
・SPVS-A シェイプ型　重量：約1.6kg　色：ブラック ¥25,000

東洋
・UL シェル R

シェイプ型　重量：約1.8kg
色：ブラック、ネイビー、ブラウン、レッド ¥32,000

スーパーライト
ストレート型　重量：約1.7kg
色：ブラック、ブルー、ブラウン、バーガンディ  

¥40,000

オブロング（四角）型

東洋
・UL オブロング

重量：約2.7kg
色：ブラック、ネイビー、ブラウン、レッド、グレー、ダークピンク ¥52,000

スーパーライト 重量：約2.2kg　色：ブラック、ブルー、ブラウン、バーガンディ ¥50,000

   その他・ケース付属品

ギャラックス　温湿度計　HD-120（米美術館に採用されていて小型・高性能） ¥2,200

レインカバー　バイオリン用　半透明ビニール製　シェイプ型 / オブロング型 各 ¥1,500

レインカバー　ビオラ用　半透明ビニール製　シェイプ型 / オブロング型 各 ¥2,000

ケース・ストラップ DX　長さ：70cm ～ 120cm　エアークッションパッド付（可動式） ¥2,800

ケース・ストラップ用エアークッションパッド DX（可動式） ¥1,500

ガット弦パイプ　バイオリン・ビオラケース用 ¥500

税抜価格

オブロング（四角）型

ギャラックス
・VO-38❷

サイズ：4/4　重量：約2.1kg
色：スーパーブラック、プレミアムブラウン、スカイブルー、
　 ネイビーブルー、スパークリンググレー、ディープレッド、
　 ロイヤルレッド、ブリリアントオレンジ、モスグリーン、
　 赤×紺チェック、緑×紺チェック、サドルブラウン、
　 パウダーブルー、ミスティーローズ

¥38,000

ギャラックス
・VO-20

サイズ：4/4　重量：約1.6kg
色：ブラック、ワインレッド、ネイビー ¥20,000

東洋
・UL オブロング

サイズ：4/4　重量：約2.0kg
色：ブラック、ネイビー、ブラウン、レッド、スプラッシュ、グレー ¥38,000

スーパーライト ❸ サイズ：4/4　重量：約1.9kg
色：ブラック、ブルー、ブラウン、バーガンディ ¥40,000

バイオリンケース
税抜価格シェイプ（ひょうたん）型・ストレート（三角）型

ギャラックス
・SPVS-N❶

シェイプ型　サイズ：4/4～1/16　重量：約1.2kg（4/4）
色：ブラック ¥18,000

東洋
・スーパーシェルⅡ

シェイプ型　サイズ：4/4　重量：約1.2kg
色：チョコレート、ブルー

シェイプ型　サイズ：3/4、1/2　重量：約1.1kg
色：チョコレート、ブルー

　　¥20,000

　　¥19,000

東洋
・ULシェルR

シェイプ型　サイズ：4/4　重量：約1.3kg
色：ブラック、ネイビー、ブラウン、レッド ¥25,000

東洋
・プリュームファイバーヴィオⅡ

シェイプ型　サイズ：4/4　重量：約1.7kg
色：プラチナブラウン、プラチナブラック、プラチナワイン、
　  プラチナネイビー、Newピンク、Newパープル

シェイプ型　サイズ：4/4　重量：約1.7kg
色：スーパーホワイト

シェイプ型　サイズ：4/4　重量：約1.8kg
色：メビウスブラック、マホガニー

スーパーライト ❸ ストレート型　サイズ：4/4　重量：約1.5kg
色：ブラック、ブルー、ブラウン、バーガンディ ¥30,000

イーストマン
・スタンダード

ストレート型　サイズ：4/4　重量：約2.0kg
色：ホワイト、ブラック、シルバー、ゴールド、イエロー、レモン、レッド、
　 オレンジ、ピンク、パープル、ラベンダー、ブルー、ライトブルー、
　 グリーン、ライム、パステルグリーン、パステルイエロー、
　 パステルピンク、 チェリーレッド、パステルブルー

¥33,000

¥60,000

¥70,000

¥58,000

税抜価格ソフトケース

セロケース

ギャラックス ファスナー前開　色：ブラック、ネイビー、ブラウン ¥23,000

ハードケース

イーストマン
スタンダード❹

グラスファイバー製　重量：約4.7kg
色：ブラック、ブルー、ホワイト、グレー、レッド、イエロー、グリーン、
シルバー、オレンジ、ピンク 

イーストマン
ハイブリッド❹

カーボン＆グラスファイバー製　重量：約3.8kg
色：サンドベージュ、ブラウン、チェリーレッド、ガーネット、
　 ウィステリア、パステルグリーン、パステルイエロー 

¥100,000

東洋 ❺
・プリュームファイバースリム

グラスファイバー製　重量：約4.0kg　色：ホワイト、Newレッド ¥98,000

東洋
・プリュームファイバースリムⅡ

グラスファイバー製　重量：約4.0kg　色：プラチナブラウン、
プラチナネイビー、プラチナブラック、プラチナワイン 

グラスファイバー製　重量：約4.0kg
色：パールベージュ、パールグレー

¥100,000

¥110,000

¥70,000

税抜価格

コントラバスケース

ソフトケース

ハードケース

イーストマン
4弦用　グラスファイバー製　重量：約16kg
色：ホワイト、グレー　移動用キャスター付

¥198,000

ギャラックス
４弦用　色：ブラック、ネイビー、ブラウン

５弦用　色：ブラック

¥35,000

¥38,000
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Atelier La Bolg
アトリエ・ラボルグ（中国）

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

LB511V 高級ブラジルウッド 洋銀 黒檀・シングルアイ ¥16,000

LB512V 高級ブラジルウッド 洋銀 黒檀・パリジャンアイ ¥23,000

LB611V 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ ¥32,000

LB711V 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ ¥52,000

LB711V

蘇州の弓専門メーカーによって製作されているラボルグ弓は、グローバル技術者に
よる企画・設計のもと、本場フランスの名弓をモデルとして開発されました。
低価格ながらも高い演奏性能と安定した品質を持ち、初心者から上級者まで十分に
対応してくれます。

Atelier Saldo
アトリエ・サルド（チェコ）
アトリエ・サルド社は弦楽器用弓の専門メーカーで、プラハ郊外にアトリエがあります。
バイオリン・ビオラ・セロ・コントラバスをはじめ、あらゆるモデルとすべての分数弓もライン
アップされています。
長時間の自然乾燥をした材料を使用しており、すべての弓のラッピングは１本ずつ
丁寧にスターリングシルバーの銀線で仕上げています。

※4/4～1/8サイズ（14Vは4/4サイズのみ）

規格 材質 金具 フロッグ材質他 形状 税抜価格

11V 高級ブラジルウッド 洋銀 黒檀・シングルアイ 丸 ¥20,000

11KV 高級ブラジルウッド 洋銀 黒檀・シングルアイ 角 ¥25,000

12V 厳選ブラジルウッド 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 丸 ¥30,000

13V 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 丸 ¥55,000

14V 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 丸 ¥70,000

Alexander Langolf
アレクサンダー・ランゴルフ（ドイツ）
世界有数の弦楽器の街、ドイツ・エアランゲンに工房を構えるアレクサンダー・ランゴルフは、
大量に備蓄された高品質のヘルナンブコを用い、徹底した品質管理のもと楽弓製作を
行っています。ドイツの長年にわたる伝統と、熟練の技術力から生み出される楽弓は、
あらゆるプレイヤーの要求に応えることができる究極のツールとなるでしょう。

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

AL-104 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　　¥80,000   

AL-106 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥110,000

AL-110 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥150,000

AL-130 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥200,000

AL-150 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥260,000

AL-170 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥370,000

AL-190 /GOLD 古材ヘルナンブコ 金 黒檀・ビッグシングルアイ 　　  OPEN  

14V

Ary France
アリー・フランス（フランス）
アリー・フランスは、1974年創業のフランスの名門メーカーで、20人以上の優秀な職人が
年間20トン以上ものヘルナンブコ材からおよそ7000本の弓を生産しています。
それらは世界の28カ国に輸出されており、その品質の高さと、本場フランス製の
弓としては考えられないコストパフォーマンスの高さは、世界中で高く評価されています。

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

VPI 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ ¥55,000 　

VPI 3/4 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥50,000 　

VPI 1/2 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥45,000 　

VPI 1/4 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥45,000 　

VPI 1/8 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥45,000 　

VPI 1/16 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥45,000 　

VPS 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ ¥70,000 　  

VPRE 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥160,000

VPPF 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥220,000

VOR 厳選ヘルナンブコ 金 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥320,000

※VPI1/4～1/16は、国内在庫をもって終了となります。

VPPF

AL-190/GOLD
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Lubos Odlas
ルボス・オドラス（チェコ）
ルボス・オドラスは1963年バイオリン製作者であり演奏家でもあった父と、バイオリン
製作者である母のもとに生まれました。この恵まれた環境の中で早くから音楽に目
覚め地元の音楽学校を卒業したのち、楽器製作関係の職場で腕を磨き、父の設
立したアトリエ・サルドの後継者となりました。高名な楽弓製作者であるルドルフ・ノイ
ドルファー氏や笹野光明氏らの影響を受けた彼は、サルトリーモデルと自身のオリ
ジナルモデルの弓を製作しており、2014年秋には国際製作コンクールに於いてゴー
ルドメダルを受賞し、最優秀製作者として表彰されました。

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

15SV 厳選ヘルナンブコ 洋銀 黒檀 　 ¥100,000

15V 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥140,000

10Z 古材ヘルナンブコ 銀 水牛・パリジャンアイ 　 ¥170,000

10ZG 古材ヘルナンブコ 銀 水牛・ビッグアイ 　 ¥270,000

100 古材ヘルナンブコ 金 黒檀・ゴールドパリジャンアイ 　 ¥600,000

15V

Jens Paulus
イエンス・パウルス（ドイツ）
1923年創業のパウルス社は名工の誉れ高いギュンターの息子で後継者である
イエンスで5代目となります。バランスがよく、弾きやすい「パウルス」は、
ドイツの高級弓として世界中で高い人気を誇ります。

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

PV200 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥145,000

PV300 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥240,000

PV310 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥285,000

PV320 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パールアイ 　 ¥330,000

PV330 古材ヘルナンブコ 銀 水牛・パリジャンアイ 　 ¥400,000

PV400 古材ヘルナンブコ 金 黒檀・ゴールドパリジャンアイ 　 ¥610,000

PV410 古材ヘルナンブコ 金 水牛・ゴールドパリジャンアイ 　 ¥680,000

PV320

Maison Bernard
メゾン・ベルナール（ベルギー）ピエール・ギヨーム／J.P.ベルナール／ベルナール
ピエール・ギヨームは、現代屈指の楽弓製作者として、又、オールド弓の鑑定家として、
世界中の専門家や演奏家から絶大な信頼を得ています。J.P.Bernardはギヨームが
プロデュースする工房製の楽弓です。
フランス伝統の製作法に忠実な弓として、世界中で高い評価を受けています。
Bernardは、ヘルナンブコの原産国ブラジルでギヨームの完全監修の下、製作されている
フレンチスタイルの優れた楽弓です。

規格 ブランド 材質・仕様 税抜価格

BB103N Bernard（ブラジル） 洋銀・厳選ヘルナンブコ（4/4～1/2）　　  OPEN

JP103N J.P.Bernard（ベルギー） 洋銀・古材ヘルナンブコ 　　  OPEN

JP103S J.P.Bernard（ベルギー） 銀・古材ヘルナンブコ 　　  OPEN

Pierre Guillaume（ギヨーム自作） 仕様はお問い合せください 　　  OPEN

Pierre Guillaume／ J.P.Bernard／ Bernard 

JP103S

～オールド弓と新作弓～
オールドの弓は、単純に古いだけではなく、多くの場合、優れた弓という意味合いが込められています。フランス製の古いものがオール
ド弓の代表格ですが、一部ドイツやイギリスの高級品もオールド弓として流通しています。オールド弓には良いヘルナンブコ材がたくさ
んあった時期に製作されたという大きなメリットがあります。トルテの弓に使用されたヘルナンブコは宝石のように美しいものですし、
その後のフランスの名工たちの弓にも、今では到底入手困難な極上のヘルナンブコが使用されています。それらの名弓は代々多くの
演奏家に愛用されたことでしょうが、使用されることによって徐々に傷んでくるのも事実です。オールド弓を選ぶ場合には、そういうデ
メリットも忘れてはなりません。プロの演奏家の中には、同じクラスのオールド弓を何本も持って代わる代わる使われる方も多いです。
新作の弓は文字通り新しい弓で、誰も使用していません。とても健康で値段もはっきり決まっています。しっかりしたメーカーのもので
あれば、材料も吟味してあります。オールド弓ほどの材質や貫禄は無理でしょうが、現代の演奏様式にマッチした性能を持っています。
フランス、ドイツ等の本場に加え、ベルギーやチェコ、中国などバラエティがあります。材質のトラブルなどは、出荷の段階で厳しくチェッ
クされますから、故障の心配も少ないです。新作の弓であれば、自分の好みと予算に合わせて自由に選んで問題ないでしょう。



10

BO
W

 －
ビ
オ
ラ
弓
－

ビオラ弓

Ary France
アリー・フランス（フランス）

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

API 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　　¥60,000

APS 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 　　¥75,000

APPF 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥230,000

AOR 厳選ヘルナンブコ 金 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥330,000

アリー・フランスは、1974年創業のフランスの名門メーカーで、20人以上の優秀な職人が
年間20トン以上ものヘルナンブコ材からおよそ7000本の弓を生産しています。
それらは世界の28カ国に輸出されており、その品質の高さと、本場フランス製の
弓としては考えられないコストパフォーマンスの高さは、世界中で高く評価されています。

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

AL-204 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　   ¥90,000

AL-206 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥120,000

AL-210 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥160,000

AL-230 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥220,000

AL-250 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥280,000

AL-270 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥400,000

AL-290/GOLD 古材ヘルナンブコ 金 黒檀・ビッグシングルアイ 　　  OPEN

AL-270

Alexander Langolf
アレクサンダー・ランゴルフ（ドイツ）
世界有数の弦楽器の街、ドイツ・エアランゲンに工房を構えるアレクサンダー・ランゴルフは、
大量に備蓄された高品質のヘルナンブコを用い、徹底した品質管理のもと楽弓製作を
行っています。ドイツの長年にわたる伝統と、熟練の技術力から生み出される楽弓は、
あらゆるプレイヤーの要求に応えることができる究極のツールとなるでしょう。

Atelier Saldo
アトリエ・サルド（チェコ）

規格 材質 金具 フロッグ材質他 形状 税抜価格

21A 高級ブラジルウッド 洋銀 黒檀・シングルアイ 丸 　 ¥25,000

21KA 高級ブラジルウッド 洋銀 黒檀・シングルアイ 角 　 ¥27,000

22A 厳選ブラジルウッド 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 丸 　 ¥35,000

23A 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 丸 　 ¥60,000

24A 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 丸 　 ¥80,000

アトリエ・サルド社は弦楽器用弓の専門メーカーで、プラハ郊外にアトリエがあります。
バイオリン・ビオラ・セロ・コントラバスをはじめ、あらゆるモデルとすべての分数弓もライン
アップされています。
長時間の自然乾燥をした材料を使用しており、すべての弓のラッピングは１本ずつ
丁寧にスターリングシルバーの銀線で仕上げています。

Atelier La Bolg
アトリエ・ラボルグ（中国）

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

LB611A 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ ¥40,000

LB711A 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ ¥60,000

蘇州の弓専門メーカーによって製作されているラボルグ弓は、グローバル技術者に
よる企画・設計のもと、本場フランスの名弓をモデルとして開発されました。
低価格ながらも高い演奏性能と安定した品質を持ち、初心者から上級者まで十分に
対応してくれます。

Lubos Odlas
ルボス・オドラス（チェコ）
ルボス・オドラスは音楽学校を卒業したのち楽器製作の職場で腕を磨き、父の設立した
アトリエ・サルドの後継者となりました。高名な楽弓製作者であるルドルフ・ノイドルファー氏や
笹野光明氏らの影響を受けた彼は、サルトリーモデルと自身のオリジナルモデルで
優れた弓を製作しています。ヴァーツラフ・フデチェック氏を始めとしたチェコ内外の
ソリストやオーケストラ奏者の高い評価を受けた彼の弓は、ヨーロッパ、アメリカ、日本の
数多くの演奏家に愛用されています。

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

25A 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥150,000

25aA 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・ユリ模様 　 ¥160,000

20Z 古材ヘルナンブコ 銀 水牛・パリジャンアイ 　 ¥190,000

24A

API

25aA



※LB811Cは、国内在庫をもって終了となります。

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

LB611C 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ ¥50,000

LB711C 厳選ヘルナンブコ 銀 水牛・パールアイ ¥70,000

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

LB811C ヘルナンブコ（インナーカーボン） 銀 黒檀・パリジャンアイ 　¥100,000

〈カーボンインサイドボウ〉

Atelier La Bolg
アトリエ・ラボルグ（中国）
蘇州の弓専門メーカーによって製作されているラボルグ弓は、グローバル技術者に
よる企画・設計のもと、本場フランスの名弓をモデルとして開発されました。
低価格ながらも高い演奏性能と安定した品質を持ち、初心者から上級者まで十分に
対応してくれます。

LB711C
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Jens Paulus
イエンス・パウルス（ドイツ）
1923年創業のパウルス社は名工の誉れ高いギュンターの息子で後継者である
イエンスで5代目となります。バランスがよく、弾きやすい「パウルス」は、
ドイツの高級弓として世界中で高い人気を誇ります。

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

PA200 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥170,000

PA300 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥285,000

PA310 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥340,000

PA320 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パールアイ 　 ¥400,000

PA330 古材ヘルナンブコ 銀 水牛・パリジャンアイ 　 ¥450,000

PA400 古材ヘルナンブコ 金 黒檀・ゴールドパリジャンアイ 　 ¥720,000

PA410 古材ヘルナンブコ 金 水牛・ゴールドパリジャンアイ 　 ¥830,000

セロ弓

Maison Bernard
メゾン・ベルナール（ベルギー）

規格 ブランド 材質・仕様 税抜価格

BB203N Bernard（ブラジル） 洋銀・厳選ヘルナンブコ 　　  OPEN

JP203N J.P.Bernard（ベルギー） 洋銀・古材ヘルナンブコ 　　  OPEN

JP203S J.P.Bernard（ベルギー） 銀・古材ヘルナンブコ 　　  OPEN

Pierre Guillaume（ギヨーム自作） 仕様はお問い合せください 　　  OPEN

ピエール・ギヨームは、現代屈指の楽弓製作者として、又、オールド弓の鑑定家として、
世界中の専門家や演奏家から絶大な信頼を得ています。J.P.Bernardはギヨームが
プロデュースする工房製の楽弓です。フランス伝統の製作法に忠実な弓として、
世界中で高い評価を受けています。Bernardは、ヘルナンブコの原産国ブラジルで
ギヨームの完全監修の下、製作されているフレンチスタイルの優れた楽弓です。

Pierre Guillaume／ J.P.Bernard／ Bernard 

ピエール・ギヨーム／J.P.ベルナール／ベルナール

規格 材質 金具 フロッグ材質他 形状 税抜価格

31C 高級ブラジルウッド 洋銀 黒檀・シングルアイ 丸 　　¥30,000

32C 厳選ブラジルウッド 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 丸 　　¥50,000

33C 高級ヘルナンブコ　 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 丸 　　¥80,000

34C 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 丸 　 ¥100,000

Atelier Saldo
アトリエ・サルド（チェコ）
アトリエ・サルド社は弦楽器用弓の専門メーカーで、プラハ郊外にアトリエがあります。
バイオリン・ビオラ・セロ・コントラバスの弓を幅広くラインアップしています。
長時間自然乾燥させた材料を使用しており、すべての弓のラッピングは一本ずつ
丁寧にスターリングシルバーの銀線で仕上げています。

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

CPI 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　　¥65,000

CPS 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 　　¥85,000

CPRE 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥180,000

CPPF 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥240,000

COR 厳選ヘルナンブコ 金 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥340,000

Ary France
アリー・フランス（フランス）
アリー・フランスは、1974年創業のフランスの名門メーカーで、20人以上の優秀な職人が
年間20トン以上ものヘルナンブコ材からおよそ7000本の弓を生産しています。
それらは世界の28カ国に輸出されており、その品質の高さと、本場フランス製の
弓としては考えられないコストパフォーマンスの高さは、世界中で高く評価されています。

PA320

34C

COR
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Jens Paulus
イエンス・パウルス（ドイツ）

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

PC200 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥190,000

PC300 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥320,000

PC310 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥385,000

PC320 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パールアイ 　 ¥460,000

PC330 古材ヘルナンブコ 銀 水牛・パリジャンアイ 　 ¥510,000

PC400 古材ヘルナンブコ 金 黒檀・ゴールドパリジャンアイ 　 ¥830,000

PC410 古材ヘルナンブコ 金 水牛・ゴールドパリジャンアイ 　 ¥930,000

1923年創業のパウルス社は名工の誉れ高いギュンターの息子で後継者である
イエンスで5代目となります。バランスがよく、弾きやすい「パウルス」は、
ドイツの高級弓として世界中で高い人気を誇ります。

PC320

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

35C 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥160,000

30Z 古材ヘルナンブコ 銀 水牛・パリジャンアイ 　 ¥220,000

Lubos Odlas
ルボス・オドラス（チェコ）
ルボス・オドラスは音楽学校を卒業したのち楽器製作の職場で腕を磨き、父の設立した
アトリエ・サルドの後継者となりました。チェコ内外のソリストやオーケストラ奏者の高い
評価を受けた彼の弓は、ヨーロッパ、アメリカ、日本の数多くの演奏家に愛用されています。

30Z

規格 ブランド 材質・仕様 税抜価格

BB303N Bernard（ブラジル） 洋銀・厳選ヘルナンブコ 　　  OPEN

JP303N J.P.Bernard（ベルギー） 洋銀・古材ヘルナンブコ 　　  OPEN

JP303S J.P.Bernard（ベルギー） 銀・古材ヘルナンブコ 　　  OPEN

Pierre Guillaume（ギヨーム自作） 仕様はお問い合せください 　　  OPEN

ピエール・ギヨームは、現代屈指の楽弓製作者として、又、オールド弓の鑑定家として、
世界中の専門家や演奏家から絶大な信頼を得ています。J.P.Bernardはギヨームが
プロデュースする工房製の楽弓です。フランス伝統の製作法に忠実な弓として、
世界中で高い評価を受けています。Bernardは、ヘルナンブコの原産国ブラジルで
ギヨームの完全監修の下、製作されているフレンチスタイルの優れた楽弓です。

Maison Bernard
メゾン・ベルナール（ベルギー）ピエール・ギヨーム／J.P.ベルナール／ベルナール

Pierre Guillaume／ J.P.Bernard／ Bernard 

JP303N

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

AL-304 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥110,000
AL-306 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥150,000

AL-310 高級ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥200,000

AL-330 高級ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥260,000

AL-350 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥350,000

AL-370 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　 ¥460,000

AL-390/GOLD 古材ヘルナンブコ 銀 黒檀・パリジャンアイ 　　  OPEN

AL-390/GOLD

Alexander Langolf
アレクサンダー・ランゴルフ（ドイツ）
世界有数の弦楽器の街、ドイツ・エアランゲンに工房を構えるアレクサンダー・ランゴルフは、
大量に備蓄された高品質のヘルナンブコを用い、徹底した品質管理のもと楽弓製作を
行っています。ドイツの長年にわたる伝統と、熟練の技術力から生み出される楽弓は、
あらゆるプレイヤーの要求に応えることができる究極のツールとなるでしょう。
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弓ケース
チューカン VC-1❶ バイオリン用 レザー張　色：ブラック   ¥9,000
チューカン VI-10 ビオラ用 レザー張　色：ブラック   ¥9,000
チューカン CC-1 セロ用 レザー張　色：ブラック   ¥9,000
チューカン BC-1❷ コントラバス用 レザー張　色：ブラック  ¥10,000

チューカン BC-2❸ コントラバス用 カバー・ショルダーストラップ付  ¥13,000

アルファ

コントラバス用 カバー・ショルダーストラップ付
色：ブラック、ネイビー、ブラウン、エンジ  ¥13,000

バイオリン～セロ用
2本入/3本入  ¥12,000

3本入  ¥14,000

コントラバス用 2本入　カバー付  ¥18,000

アルコ（弓）ポケット　コントラバス用（テールピースに装着）❹   ¥5,000

税抜価格

規格 材質 金具 フロッグ材質他 形状 税抜価格

41B 高級ブラジルウッド 洋銀 黒檀 丸 　　¥42,000

41KB 高級ブラジルウッド 洋銀 黒檀 角 　　¥60,000

42B 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀 丸 　　¥80,000

43B 厳選ヘルナンブコ 洋銀 黒檀 丸 　 ¥100,000

Atelier Saldo
アトリエ・サルド（チェコ）
ルボス・オドラスは音楽学校を卒業したのち楽器製作の職場で腕を磨き、父の設立した
アトリエ・サルドの後継者となりました。高名な楽弓製作者であるルドルフ・ノイドルファー氏や
笹野光明氏らの影響を受けた彼は、サルトリーモデルと自身のオリジナルモデルで
優れた弓を製作しています。ヴァーツラフ・フデチェック氏を始めとしたチェコ内外の
ソリストやオーケストラ奏者の高い評価を受けた彼の弓は、ヨーロッパ、アメリカ、日本の
数多くの演奏家に愛用されています。

Jens Paulus
イエンス・パウルス（ドイツ）

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

PB474 高級ヘルナンブコ 銀 黒檀 　 ¥340,000

PB494 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀 　 ¥480,000

1923年創業のパウルス社は名工の誉れ高いギュンターの息子で後継者である
イエンスで5代目となります。バランスがよく、弾きやすい「パウルス」は、
ドイツの高級弓として世界中で高い人気を誇ります。

Book : The Great Italian Violin Making
モダン・イタリーの名工55名の作品を実寸した楽器図鑑「偉大
なるイタリアン・バイオリン・メーキング～84本のモダン・イタリーの
傑作集～」と題した楽器図鑑が入荷致しました。モダン・イタリー
の一流製作者であるプレッセンダ、ジュゼッペ・ロッカなどの、のべ
84本の作品の四方向からのスクロール、f字孔（エフホール）など
を実寸で紹介しています。また、写真は全てバイオリン撮影の第
一人者マッツォラリ氏によるもので、まるで実物を見ているかのよ
うなリアルさです。また、地域ごとに製作者を分類することで、流
派による作風の類似点・相違点などがわかりやすくなっています。
ラベルや焼き印の写真、各部の寸法を詳細に計測したメジャー
表もあり、役立つ資料となるでしょう。
264ページのブックケース付き、305×420mmの特大豪華版。

税抜価格　¥55,000

Books /書籍
Book : LIUTAI IN ITALIA ( G. Nicolini )

ほぼ20年ぶりに改訂出版されたGualtiero Nicolini著「LIUTAI 
IN ITALIA」では、19世紀初頭の巨匠から現代の新進若手まで、
イタリアの弦楽器製作者の経歴をポートレートや作品の写真と共
に紹介しています。今回イタリア語に加え、新たに英訳が付いた
2か国語版として、著者による長年の研究と経験に基づいた紹
介はイタリアで学んだ外国人製作者や弓製作者、古楽器、ハー
プシコード、ハープ、ギターの製作者にまで及んでいます。
現代イタリア弦楽器製作界の最新の良い資料となることでしょう。
英題は「VIOLINMAKERS IN ITALY」。
判型は175mm×246mm、1005ページ。

税抜価格　¥30,000

弓ケース

コントラバス弓

❸ BC-2

❷ BC-1

❶ VC-1

❹ アルコポケット

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

LB511B 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀 　　¥50,000

LB611B 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・パリジャンアイ 　　¥65,000

LB711B 厳選ヘルナンブコ 銀 黒檀・シングルアイ 　 ¥100,000

Atelier La Bolg
アトリエ・ラボルグ（中国）
蘇州の弓専門メーカーによって製作されているラボルグ弓は、グローバル技術者に
よる企画・設計のもと、本場フランスの名弓をモデルとして開発されました。
低価格ながらも高い演奏性能と安定した品質を持ち、初心者から上級者まで十分に
対応してくれます。

Ary France
アリー・フランス（フランス）

規格 材質 金具 フロッグ材質他 税抜価格

BPI（独式） 高級ヘルナンブコ 洋銀 黒檀・シングルアイ ¥130,000

アリー・フランスは、1974年創業のフランスの名門メーカーで、20人以上の優秀な職人が
年間20トン以上ものヘルナンブコ材からおよそ7000本の弓を生産しています。
それらは世界の28カ国に輸出されており、その品質の高さと、本場フランス製の
弓としては考えられないコストパフォーマンスの高さは、世界中で高く評価されています。

42B
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