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『音』と生きていく人たちへ

グローバルではカタログに掲載している
ラインナップの他、新作イタリアンや
オールド楽器、オールドフレンチ弓まで
価値ある逸品を多数取り扱っています。

グローバルで取り扱う楽器、楽弓は、
徹底した検品と個体の性能を最大限に
引き出す調整を全て自社工房で行い、
奏者の手に渡ります。
また、万全のアフターサービス体制で
楽器と奏者の歩みを長きに亘り
サポートします。
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楽器選びの基礎知識
1. 製作形態の違いについて
　 製作形態は大きく二つに分けることができる。
　 Ⅰ . 個人製作 ( マスターメイド )
　  一人の職人が材料選びから、最終調整までを一貫して行う。多くても１ヶ月に 2 本製作するのが限界と言われているため時間と手間がかかる。
　 そのため、細部まで作り込まれていることが多く、製作者の個性も反映されやすい。
　 Ⅱ . 分業製作 ( ファクトリーメイド )
　 パーツごとに担当者を分け製作し、最後に一つの楽器として組み上げる。個人製作に比べ生産効率が高いため、多くの楽器を製作することができ、
　 結果価格を抑えることができる。

2. 製作国の違いについて
　 現代は様々な国で製作が行われているため、国による優劣は少なくなってきていると言えるが、それぞれの特色を簡単にまとめてみた。
　 Ⅰ . イタリア
　 古くから今日に至るまで、常にヴァイオリン製作界のリード国であり、古いものには歴史的価値を持つものも多い。伝統的に個人製作しか行わないため高価である。
　 個人製作のため様々なバリエーションの楽器があり、一言で括ることは到底できないが、機能性、芸術性に優れたものが数多く存在する。
　 Ⅱ .ドイツ
　 古くからニーズに合わせて細かくグレードを分けて楽器を製作するスタイルを取っているため、ファクトリーメイドのものも品質が安定している。
　 マスターメイドの楽器も数多く存在し、イタリア製のものよりも比較的安価で手に入れることができる。
　 Ⅲ . ハンガリー / ブルガリア系
　 製作の歴史は長い国では無いが、イタリアやドイツで学んだ職人が、国に戻り工房を構えるケースが多くみられる。近年、弦楽器の製作がとても盛んで、
　 製作文化が完全に浸透しつつある国と言える。基本的にはファクトリーメイドが主流だが、ドイツ系の楽器と比較し、個性があり、
　 コストパフォーマンスに優れるものも多く存在する。
　 Ⅳ . チェコ / ルーマニア系
　 古くから量産に力を入れているため、比較的安価なものが多い。楽器のスタイルも、あまり人を選ばない簡単な楽器が多く、ヨーロッパ製の入門用としての人気が高い。
　 Ⅴ . 中国
　 現代においては世界最大の弦楽器製作国である。非常に安価なものから、マスターメイドの高額なものまで幅広く製作するが、
　 コストパフォーマンスに優れた比較的安価なグレードに人気が集中している。特にチェロについては、ヨーロッパ製の価格高騰が著しいため、人気が高い。

コラム
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弓選びの基礎知識
1. 弓の素材について
　・スティック…弓を形成する素材の中で、最も重要と言えるパーツ。どのようなスティック材を選択するかによって、
　　その弓の性能・キャラクターの 90％が決まると言ってよい。
　　Ⅰ . ヘルナンブコ
　　スティックの材木として、絶対的な存在である。非常に強度が高く、弾性に富む。今も昔もヘルナンブコを使用して弓の製作を行うということがスタンダードである。
　　Ⅱ . ブラジルウッド
　　ヘルナンブコの代用品。ヘルナンブコは素材として非常に高価なため、安価な弓は代用品であるブラジルウッドを使用することが多い。
　　Ⅲ . カーボン
　　ヘルナンブコの代用品として近年注目を集めている。木製のスティックでは到達できない強度を誇るが、音色の面で木製の弓とのキャラクターの違いがある。
　・パーツ素材（フロッグ・金具・巻き線 etc）の違い…どの素材を使用しても、音、操作性にほとんど影響はないと言える。弓は視覚的な違いが少ないので、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　パーツの素材で変化をつけ、視覚的に分かりやすく弓のグレードを分けているメーカーも多い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※例えば、ゴールドパーツを使用している弓であれば、そのメーカーの上位機種に該当することがほとんどで、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　ヨーロッパ系のメーカーであれば、性能は比較的保証されていると言える。
　・弓毛の違い…多種多様の毛種があるが、弓の価格には含まれていないものだと考えてよい。毛の値段の違いは、基本的には希少性の違いによるものがほとんどで、
　　　　　　　　評価は弾き手によって大きく変わってくる。

2. 製作国について
　 古くからフランスが弓製作界をリードしてきた。フレンチボウは一つのブランドと言える。しかしながら、手間と時間をかけて製作を行うために、非常に高価である。
　 次に、ドイツ。昔から多くの弓を製作する体制が整っているため、リーズナブルなものからハイクラスのものまで価格のレンジが広い。
　 グレード分けも的確にされており、価格＝性能のバランスがとても良い。その他、弓製作国では後発にあたるがブラジル、中国製の弓も数多く見られ、
　 コストパフォーマンスに優れているものも存在する。
　 ※沢山の国で弓製作は行われており、昔と違って国による優劣や特色は無くなってきていると言える。国に拘りなくフラットな目で弓の良し悪しを見た方が、
　　 良い弓に出会える可能性は高い。

コラム
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はじめてでも拘りたい方のための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単板削り出し製法を採用。指板、フィッティングにエボニーを使用、
ドミナント弦、ガルネリタイプのアゴ当てを標準装備し、サウンド、ディテールにも拘っています。
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採用するなど、初心者には難しいとされる調弦も
スムーズに行うことができるよう配慮しています。
弓にも妥協せず、チェコの弓専門メーカーで製作された弓をセットすることで、高いプレイアビリティを実現しています。

はじめて弦楽器を手にする方のために、本体、弓、ケース、アクセサリーをパッケージにしました。
エントリーモデルながら、長きに亘り演奏を楽しめる本格的な仕様となっており、
一本ずつ丁寧な調整が施された Global Outfit Series は、安心の品質と本物の音色で奏者の想いに
応えてくれるでしょう。

特別セット価格　￥132,000（税込）
・本体 ルドルフ・フィドラー GOF（ルーマニア） OPEN
・弓 アトリエ・サルド 11V（チェコ） ￥33,000
・ケース ギャラックス SPVS-N ￥22,000
・松脂 ロイヤルオーク ROSINIO ￥770
・クロス 東レ トレシー ハイソフト ￥880
※サイズ展開：4/4、3/4、1/2、1/4、1/8

ヴァイオリン アウトフィット　　　  Rudolf Fiedler/ ルドルフ・フィドラー GOF

Outfit －セット－
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本場ドイツ手工製品とチェコの弓専門メーカーの弓をパッケージした本格派ヴィオラセットです。
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を標準装備し、
初心者の方にも扱いやすい仕様となっています。

グローバル完全監修で製作されているアトリエ・シオンとアトリエ・ラボルグをパッケージした、
初級の方向けのチェロセットです。
本体は単板削り出しの完全手工品。弦はスピロコアとヤーガーを組み合わせ、
調弦のしやすい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　￥176,000（税込）
・本体 ヨハネス・キュンストラー THA24（ドイツ） ￥132,000

）コェチ（ A12 ドルサ・エリトア弓・ ￥38,500
・ケース ギャラックス SPVS-A ￥29,700
・松脂 ロイヤルオーク ROSINIO ￥770
・クロス 東レ トレシー ハイソフト ￥880
※ボディサイズ 39.5cm・40.5cmがあります。

特別セット価格　￥374,000（税込）
）国中（ LA1-CSA ンオシ・エリトア体本・ ￥330,000
）国中（ C115BL グルボラ・エリトア弓・ ￥33,000

・ケース ギャラックス ソフトケース ￥27,500
・松脂 ロイヤルオーク ROSINIO ￥770
・クロス 東レ トレシー ハイソフト ￥880

ヴィオラ アウトフィット　　　  Johannes Künstler/ヨハネス・キュンストラー A110

チェロ アウトフィット　　　  Atelier Shion/アトリエ・シオン 1ALS

Outfit －セット－
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数々の弦楽器工房が立ち並ぶ街ドイツ・ブー
ベンロイト。ハインリッヒ・ギルの工房は
そんな伝統息づく街にあります。1952 年
の開業以来、たゆまぬ研究を重ね常に高品
質の楽器を世に送り出し続け、その品質の
高さは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
乾燥させたヨーロピアン・スプルース材と
厳選したボスニアン・メイプル材を使用し、
最高の音色を作り出す独自配合のニスを用
いて製作されています。300 年を超えるド
イツヴァイオリン製作の歴史を現代に体現
するトップメーカーの一つであり、世界中
で高い評価を得ています。

ハインリッヒ・ギル / ドイツ

Violin 64 Cello 364
Instruments −本体−

規格 税込価格
302 ￥660,000
304 ￥770,000
314 ￥880,000
334 ￥1,100,000
364 OPEN

規格 税込価格
52 ￥308,000
54 ￥363,000
58 ￥506,000
62 ￥715,000
66 OPEN

規格 税込価格
52 ￥242,000
54 ￥297,000
56 ￥352,000
58 ￥440,000
60 ￥550,000
62 ￥660,000
64 ￥770,000
66 OPEN

※ボディサイズ 39.5㎝・40.5㎝があります。
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ニコラ・ダビドフは、ブルガ
リア・カザンラクに 1924 年
より工房を構えるヴァイオリ
ンメーカーです。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。イタリアンヴァイオリン
を彷彿とさせる美しいニス、
柔らかく甘美な音色、豊かな
音量を備えており、東欧製なら
ではのコストパフォーマンス
の高さも光ります。

ニコラ・ダビドフ / ブルガリア

Violin MV-EX Cello FC
Instruments −本体−

規格 税込価格
FV ￥242,000
RV ￥297,000
MV ￥352,000

MV-EX ￥407,000
Cremonese OPEN

Sunrise OPEN

規格 税込価格
FA ￥264,000
RA ￥330,000
MA ￥407,000

Medici OPEN

規格 税込価格
FC ￥880,000

※ Sunrise は、Antonio Stradivari,1677“Sunrise”
レプリカモデルの装飾楽器です。

※ボディサイズ 39.5㎝・40.5㎝があります。
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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
がらも高品質の楽器を製作し
ています。全てのグレードが
味わい深いアンティーク・フィ
ニッシュで仕上げられ、ライト
ウエイト設計やネックグリップ
に細身の形状を用いるなど、
プレイアビリティにも配慮し
た独自の拘りが随所に活かさ
れています。

フェレンツ・ベラ・バーツィ / ハンガリー

Violin CDM-1 Viola CS-A

規格 税込価格
CDM-R OPEN
CDM-2 OPEN
CDM-1 OPEN

規格 税込価格
CDM-R/C OPEN

CS-C OPEN
CDM-C OPEN

規格 税込価格
CDM-R/A OPEN

CS-A OPEN
CDM-A OPEN

Instruments −本体−

※ボディサイズ 39.5㎝・40.5㎝があります。
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2019 年、ハインリッヒ・ギル
社が監修・技術指導にマイス
ター、ギュンター・ヴァルダウ
を迎え、新たなラインナップと
して世界に展開しました。スタ
ンダードともいえる従来のライ
ンナップとは一線を画すギュン
ターの拘りが随所に込められて
おり、音響測定をはじめとした
最先端の技術を取り入れ製作
される作品は、まさにドイツ
ヴァイオリンのニュースタン
ダードと呼べるでしょう。

ギュンター・ヴァルダウ / ドイツ

Violin V7 Cello C5

規格 税込価格
V1 ￥286,000
V3 ￥418,000
V5 ￥550,000
V7 ￥660,000
V9 OPEN

規格 税込価格
C1 ￥825,000
C3 ￥1,012,000
C5 OPEN

Instruments −本体−
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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
だ工房で製作されてい
ます。ドイツ製ながら
リーズナブルな価格設
定となっており、特に
スターターが選ぶ 1 本
として、非常に高い人
気とコストパフォーマ
ンスを誇ります。

ヨハネス・キュンストラー / ドイツ

Violin THN18 Cello THC31

規格 税込価格
THN14 ￥121,000
THN16 ￥143,000
THN18 ￥176,000

THN210 ￥242,000
THN230 ￥352,000

規格 税込価格
THC31 ￥275,000

規格 税込価格
THA24 ￥132,000

THA02-E ￥264,000

Instruments −本体−

※ボディサイズ 39.5㎝・40.5㎝があります。



12

マローンは 1964 年生まれで、
16 歳のころからヴァイオリン
製作マイスター、ヨハネス・
ラブナーの工房で修業を始め
ました。その後、ドイツ各地
のマイスターの元で製作、修
理技術を磨いた後、1988 年自
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。
自身も幼少の頃よりヴァイオ
リン演奏を嗜んでいることか
ら、演奏者の目線からも妥協
を許さないクオリティの高い
作品を製作しています。

ゲルベトは 1971 年生まれで、
マルクノイキルヘンの製作学
校で学び、1996 年にディプロ
マを取得、1998 年に自らの工
房を構えました。細部まで精
密に作り込まれた作品はゲル
ベトの製作に込める拘りと情
熱が注がれており、ヴィジュ
アル、サウンド共にドイツを
代表するマイスターの一人と
して高い評価を得ています。

ゲルド・マローン / ドイツ スヴェン・ゲルベト / ドイツ

Violin 230 Violin SG-1V

規格 税込価格
230 ￥638,000
240 ￥748,000
245 ￥880,000
250 ￥990,000

規格 税込価格
SG-1V ￥660,000
SG-2V ￥770,000
SG-3V ￥880,000
SG-4V ￥1,045,000

規格 税込価格
230 ￥770,000
240 ￥858,000
245 ￥1,045,000
250 ￥1,320,000

規格 税込価格
SG-1A ￥825,000
SG-2A ￥968,000

Instruments −本体−

※ボディサイズ 39.5㎝・40.5㎝があります。

※ボディサイズ 39.5㎝・40.5㎝があります。
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中国製のチェロの中で
も最高峰の品質を誇る
アトリエ・シオンのチェ
ロは、グローバル弦楽
器技術部完全監修の下
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
削り出しの製法を用い、
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。

アトリエ・シオン / 中国

ASC-2AL ASC-3AL
Instruments −本体−

規格 税込価格
ASC-1AL ￥330,000
ASC-2AL ￥418,000
ASC-3AL ￥495,000
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オリエンテは 1979 年 10 月に京都府宇治市で設立し、四半世紀を
越え良質の弦楽器を提供している純国産メーカーです。全機種、全
工程を自社工房で行い、熟練の職人たちの手により拘りを持って仕
上げられています。

オリエンテ / 日本 〈スタンダードモデル〉
規格 表板 裏・側板 指板 税込価格

HB-25 スプルース単板 合板 塗り ¥275,000
HB-35 スプルース単板 メイプル 縞黒 ¥385,000
HB-45 スプルース単板 メイプル単板 縞黒 ¥495,000
HB-55 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥605,000
HB-65 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥715,000
HB-80 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥880,000

HB-130 スプルース削り出し 極上メイプル削り出し エボニー ¥1,430,000

〈ヴァイオリンシェイプ〉
規格 表板 裏・側板 指板 税込価格

SV-28 スプルース単板 合板 塗り ¥308,000
SV-38 スプルース単板 メイプル 縞黒 ¥418,000
SV-48 スプルース単板 メイプル単板 縞黒 ¥528,000
SV-60 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥660,000

〈ブセットモデル〉 オリジナルのブセットスタイルモデルです。

規格 表板 裏・側板 指板 税込価格
BS-70 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥770,000

BS-100 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥1,100,000

〈クレモナモデル〉 クレモナスタイルのヴァイオリンシェイプモデルです。

規格 表板 裏・側板 指板 税込価格
FO-70 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥770,000

FO-140 スプルース削り出し 極上メイプル削り出し エボニー ¥1,540,000

〈５弦コントラバス〉
規格 表板 裏・側板 指板 税込価格

5HB-45 スプルース単板 メイプル単板 縞黒 ¥495,000
5HB-65 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥715,000

5HB-130 スプルース単板 メイプル単板 エボニー ¥1,430,000

〈ミニコントラバス〉
規格 表 板 裏・側板 指板 税込価格

MB-30 スプルース単板 メイプル 縞黒 ¥330,000
MB-40 スプルース単板 メイプル エボニー ¥440,000

※ HB シリーズは 3/4 サイズ、レディース（7/8）サイズもございます。（受注生産）

MB シリーズ専用ケース（税込価格 ¥30,800）もございます。HB-55

HB-45

HB-130

BS-70

Instruments −本体−
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アトリエ・サルドは弓の専門メーカー
で、プラハの郊外に工房を構えてい
ます。ヴァイオリン、ヴィオラ、チェ
ロ、コントラバスをはじめ、あらゆる
モデルと分数弓もラインナップされて
います。ハイクラス弓の製作は、サル
ド社社長でもあるルボス・オドラス自
身が担当しており、国際コンペティ
ションでゴールドメダルを獲得した
実績に裏付けられた良質な弓を世に
送り出しています。

アトリエ・サルド & ルボス・オドラス / チェコ

※ 4/4 〜 1/8 サイズ（14V は 4/4 のみ）

※ 10Z、10ZG は水牛フロッグを使用。

※ 20Z は水牛フロッグを使用。 ※ 30Z は水牛フロッグを使用。

Bows −弓−

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
11V 高級ブラジルウッド / ニッケル ￥33,000
12V 厳選ブラジルウッド / ニッケル ￥44,000
13V 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥66,000
14V 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥99,000

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
15SV 厳選ヘルナンブコ / ニッケル ￥132,000
15V 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥198,000
10Z 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥242,000

10ZG 古材ヘルナンブコ / シルバー OPEN
100 古材ヘルナンブコ / ゴールド OPEN

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
35C 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥220,000
30Z 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥286,000

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
41B 高級ブラジルウッド / ニッケル ￥66,000

41KB 高級ブラジルウッド / ニッケル ￥88,000
42B 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥132,000
43B 厳選ヘルナンブコ / ニッケル ￥165,000

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
31C 高級ブラジルウッド / ニッケル ￥44,000
32C 厳選ブラジルウッド / ニッケル ￥60,500
33C 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥99,000
34C 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥132,000

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
21A 高級ブラジルウッド / ニッケル ￥38,500
22A 厳選ブラジルウッド / ニッケル ￥49,500
23A 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥82,500
24A 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥104,500

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
25A 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥209,000
20Z 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥264,000
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アリー・フランスは、弓製作の
本場であるフランスで 1947 年
に創業した弓専門メーカーです。
多数の優れた職人が、厳選され
たヘルナンブコ材から年間およ
そ 7000 本もの弓を製作してい
ます。アリー・フランスが持つ
軽やかさ、しなやかさ、コスト
パフォーマンスは唯一無二であ
り、多くの演奏家に愛され使用
されています。

アリー・フランス /フランス

Bows －弓－

規格 スティック材 /金具材 税込価格
ルケッニ/コブンナルヘ級高）式独（IPB ￥165,000

規格 スティック材 /金具材 税込価格
VPI 高級ヘルナンブコ /ニッケル ￥71,500
VPI 3/4 高級ヘルナンブコ /ニッケル ￥71,500
VPI 1/2 高級ヘルナンブコ /ニッケル ￥71,500
VPS 高級ヘルナンブコ /ニッケル ￥88,000
VPRE 厳選ヘルナンブコ /シルバー ￥187,000
VPPF 厳選ヘルナンブコ /シルバー ￥264,000
VOR 古材ヘルナンブコ /ゴールド ￥396,000

規格 スティック材 /金具材 税込価格
CPI 高級ヘルナンブコ /ニッケル ￥82,500
CPS 高級ヘルナンブコ /ニッケル ￥110,000
CPRE 厳選ヘルナンブコ /シルバー ￥209,000
CPPF 厳選ヘルナンブコ /シルバー ￥308,000
COR 古材ヘルナンブコ /ゴールド ￥440,000

規格 スティック材 /金具材 税込価格
API 高級ヘルナンブコ /ニッケル ￥77,000
APS 高級ヘルナンブコ /ニッケル ￥99,000
APRE 厳選ヘルナンブコ /シルバー ￥198,000
APPF 厳選ヘルナンブコ /シルバー ￥286,000
AOR 古材ヘルナンブコ /ゴールド ￥418,000

ルケッニ/コブンナルヘ級高 ￥165,000）式仏（CTBPT
※CTBPTは受注生産になります。
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世界有数の弦楽器製作の町、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材を
用い、徹底した品質管理のもと楽弓
製作を行っています。2014 年には
ミッテンバルドで開催された製作国
際コンクールに於いて 6 位入賞、同
部門のサウンド項目では最高得点を
獲得しました。

アレクサンダー・ランゴルフ / ドイツ

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
AL-404 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥187,000
AL-406 厳選ヘルナンブコ / ニッケル ￥275,000

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
AL-104 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥88,000
AL-106 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥121,000
AL-110 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥176,000
AL-130 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥242,000
AL-150 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥308,000
AL-170 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥418,000

AL-190/GOLD 古材ヘルナンブコ / ゴールド OPEN

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
AL-304 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥121,000
AL-306 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥165,000
AL-310 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥242,000
AL-330 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥308,000
AL-350 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥407,000
AL-370 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥528,000

AL-390/GOLD 古材ヘルナンブコ / ゴールド OPEN

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
AL-204 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥99,000
AL-206 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥132,000
AL-210 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥187,000
AL-230 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥264,000
AL-250 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥330,000
AL-270 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥462,000

AL-290/GOLD 古材ヘルナンブコ / ゴールド OPEN

Bows −弓−
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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、
グローバル技術部による企画・
設計のもと、本場フランスの
銘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、ファーストボウとしてはも
ちろんのこと、中級者まで十
分に対応するスペックを備え
ています。

アトリエ・ラボルグ / 中国

※ LB711C は水牛フロッグを使用。

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
LB311B 高級ブラジルウッド / ニッケル ￥38,500
LB611B 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥77,000
LB711B 高級ヘルナンブコ / シルバー ￥132,000

LBCB カーボン / ニッケル ￥44,000

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
LB511V 高級ブラジルウッド / ニッケル ￥19,800
LB512V 高級ブラジルウッド / ニッケル ￥27,500
LB611V 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥44,000

LBCV カーボン / ニッケル ￥27,500

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
LB511C 高級ブラジルウッド / ニッケル ￥33,000
LB611C 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥60,500

LBCC カーボン / ニッケル ￥38,500

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
LB511A 高級ブラジルウッド / ニッケル ￥22,000
LB611A 高級ヘルナンブコ / ニッケル ￥49,500

LBCA カーボン / ニッケル ￥30,800

Bows −弓−
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1923 年創業の弓専門メーカー
であるパウルスは、高名な作家
であった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。先祖代々受け継がれ
てきた材木と伝統的な製作技
法を用い製作される高品質の
弓は世界中で愛されており、
ドイツを代表する弓メーカー
として、今日も優れた弓を送
り出し続けています。

イエンス・パウルス / ドイツ

※ PV330 は水牛フロッグを使用。 ※ PA330 は水牛フロッグを使用。 ※ PC330 は水牛フロッグを使用。

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
PV200 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥176,000
PV300 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥275,000
PV310 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥330,000
PV320 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥396,000
PV330 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥462,000
PV400 古材ヘルナンブコ / ゴールド OPEN

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
PC200 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥220,000
PC300 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥374,000
PC310 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥440,000
PC320 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥528,000
PC330 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥594,000
PC400 古材ヘルナンブコ / ゴールド OPEN

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
PA200 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥198,000
PA300 厳選ヘルナンブコ / シルバー ￥330,000
PA310 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥385,000
PA320 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥462,000
PA330 古材ヘルナンブコ / シルバー ￥517,000
PA400 古材ヘルナンブコ / ゴールド OPEN

Bows −弓−
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ピエール・ギヨームは現代屈指の弓製
作家として、また、オールド弓の鑑定
家として、世界中の専門家や演奏家か
ら絶大な信頼を得るトップメーカーで
す。J.P.Bernard はベルギー・ブリュッ
セルの工房でギヨームのプロデュース
により製作されており、ギヨーム自作
弓のスタイルを忠実に落とし込んだモ
デルとなっています。Bernard は、ヘル
ナンブコの原産国ブラジルでギヨーム
完全監修のもと製作されているコスト
パフォーマンスに優れた楽弓です。

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（ギヨーム自作）は様々な仕様・グレードがござ
いますので、お問い合わせください。

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
BB103N 厳選ヘルナンブコ / ニッケル OPEN
JP103N 古材ヘルナンブコ / ニッケル OPEN
JP103S 古材ヘルナンブコ / シルバー OPEN

Pierre Guillaume （ギヨーム自作） OPEN

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
BB303N 厳選ヘルナンブコ / ニッケル OPEN
JP303N 古材ヘルナンブコ / ニッケル OPEN
JP303S 古材ヘルナンブコ / シルバー OPEN

Pierre Guillaume （ギヨーム自作） OPEN

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
BB203N 厳選ヘルナンブコ / ニッケル OPEN
JP203N 古材ヘルナンブコ / ニッケル OPEN
JP203S 古材ヘルナンブコ / シルバー OPEN

Pierre Guillaume （ギヨーム自作） OPEN

Bows −弓−
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「日本人が製作する世界に通用
する楽弓を、すべての音楽家
に向けて発信したい」そんな
コンセプトのもと、メゾン・
サフィールは誕生しました。
ラインナップの各モデルは、
積み重ねられた多くの演奏家
や 製 作 家 と の コ ミ ュ ニ ケ ー
ションの中から生まれました。
革新的なスタイルが、世界に
誇れる日本製弓として注目を
集めています。

メゾン・サフィール / 日本

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
MS-S 高級ヘルナンブコ / ニッケル ¥104,500
MS-H 厳選ヘルナンブコ / ニッケル ¥165,000
MS-F1 厳選ヘルナンブコ / ニッケル ¥220,000
MS-F2 古材ヘルナンブコ / シルバー ¥308,000
MS-SI2 古材ヘルナンブコ / シルバー OPEN

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
MS-HC 高級ヘルナンブコ / ニッケル ¥198,000
MS-FC2 古材ヘルナンブコ / シルバー ¥330,000

規格 スティック材 / 金具材 税込価格
MS-HA 高級ヘルナンブコ / ニッケル ¥176,000
MS-FA2 古材ヘルナンブコ / シルバー ¥319,000
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ケース

BENA（ベナ）ヴァイオリン
ケースは高級感あふれるデ
ザインで、オブロング（四角）
ケースとしては驚異の約
1.9㎏と軽量。譜面入れを
ケース背面にしたことで、
開閉時に蓋側に転倒するの
を防ぎます。大きい小物入
れが一つ、小さい小物入れ
が 2つと充実の収納に温

ヤルロック式でご自分の好
きな番号に設定できます。

BENA(ベナ) Galax(ギャラックス)VO-20・VO-20 KIDS

Galax(ギャラックス)SPVS-N・SPVS-A

BENA
●サイズ：4/4
●重量：約1.9kg　
●色：ブラック、レッド、ネイビー、グレー
￥33,000（税込）

SPVS-N（ヴァイオリン用）
●サイズ：4/4 ～ 1/8
●重量：約 1.2kg（4/4）
●色：ブラック
￥22,000（税込）

SPVS-A（ヴィオラ用）
●重量：約 1.6kg
●色：ブラック
￥29,700（税込）

ギャラックス チェロ ソフトケース
●前開きタイプ
●色：ブラック、ネイビー、ブラウン
※分数サイズはお問合せください。
￥27,500（税込）

ギャラックス コントラバス ソフトケース
●４弦用
●色：ブラック、ネイビー、ブラウン
￥50,600（税込）

●５弦用
●色：ブラック
￥55,000（税込）

VO-20
●サイズ：4/4 ●重量：約 1.8kg　
●色：ブラック、ワインレッド、ネイビー
￥26,400（税込）

VO-20 KIDS
●サイズ：3/4、1/2、1/4
●重量：約 1.3 ～ 1.7kg　
●色：ライトブルー、ピンク
￥26,400（税込）

Cases －ケース－

VO-20 ヴァイオリンケースは、
ストラップをまとめるブリーフ
ジョイント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
と高いコストパフォーマンスを
実現しました。

デュープレックス社とのコラボ
レーションで生まれた SPVSシ
リーズは、東洋 ULシェル ONE
をベースに開発されました。金具
や内装色の変更に留まらず、ネッ
ク止めや、楽器の保持方法など
随所にギャラックスのアイデアが
盛り込まれています。
※写真の楽器は付属しません。

デュープレックス社とのコラボレーションで生まれ
たギャラックス ソフトケースは、東洋ソフトケース
をベースに開発されました。肩パットにはエアー
クッションパッドを採用し、チェロ用はハードケー
スと同じフックを使用するなど、随所にギャラック
スのアイデアが盛り込まれています。

※写真の楽器は付属しません。

Galax(ギャラックス)ソフトケース
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肩当て

マッハワン メイプル マッハワン メイプル コンフォート マッハワン M-07

マッハワン /カナダ

Mach One　マッハワン 税込価格

メイプル ヴァイオリン 4/4　　  ￥14,300
ヴィオラ S/L ￥15,400

アッシュ ヴァイオリン 4/4 ￥15,400
ヴィオラS/L ￥16,500

メイプル
コンフォート

ヴァイオリン 4/4　　  ￥15,400
ヴィオラ S ￥16,500

プラスティック
M-07 ヴァイオリン4/4～3/4 ￥5,500

プラスティック ヴァイオリン1/2～1/4 ￥4,400
スペアパーツ
・脚（オリジナル）　※片側 1ヶ
・脚（ワイドタイプ）※片側 1ヶ
・スペアパッド（革）

￥1,650
￥1,650
￥1,650

ヴァイオリンメーカー、
ピーター・マッハ氏が設
計、製作しています。人
間工学から生まれた流れ
るような美しいフォルム
を持ち、肩当て部から足
受け部まで一体成型の
ため、クリアーな音色、
パワフルな音量が得られ
ます。

■メイプル（カエデ）
弦楽器製作にも使われている素材で、高い強度と優れた音
の伝達性能、美しい木目を持つ材質です。楽器の裏板と
同様の材木を使用することにより、楽器本来の響きをダイ
レクトに感じることができます。

■アッシュ（とねりこ）
メイプルと比較するとより強度が高く重量もあるため、音に
重厚感や "芯 " が出てくる傾向にあります。

肩に当たる部分の形状が後ろまで回り込むような形状をし
ています。この形状により、肩に引っ掛けるような装着感
が生まれます。
肩幅があまりない痩せ型の方や、女性に人気のモデルです。

マッハワンの形状はそのままに、本体部分の素材にプラス
チックを用いたコストパフォーマンスに優れたモデルです。

ヴィオラ対応サイズ（ロウワーバウツ幅）
S 215㎜～ 245㎜　　L 240㎜～ 265㎜

メイプル   プロ ヴァイオリン 4/4 ￥19,800
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松脂 クリーナー

座奏用サポートチェア

調湿脱臭剤 クリーニングクロス

温湿度計

チェロ エンドピンロッド
弦保護ケース

Royal Oak　ロイヤルオーク 税込価格

プロフィライン ヴァイオリン・ヴィオラ用 ￥2,640チェロ用

クラシック
ヴァイオリン・ヴィオラ用

￥2,200チェロ用
コントラバス用

ロジニオ ヴァイオリン・ヴィオラ用 ￥1,100チェロ用

アルフェ
チェロエンドピン
アンティーク

材　質 直径 税込価格
軸：鉄アルミ特殊合金「ALFE」 
リング :ブラス

8mm ￥28,600
9.8mm OPEN

ギャラックス　ミュージックサポートチェア 税込価格
）KB-CSMG（ クッラブ ￥9,900）GL-CSMG（ ーレグトイラ

charcotte　チャコット　CHS-1 税込価格

内容量 3個(全6色よりランダム3色を封入) ￥3,300

ギャラックス　クリーナー 税込価格
弦楽器用 クリーナー＆ポリッシュ
クリーニング・艶出し効果のある弦楽器ボディ
用のクリーナーです。

￥1,760

弦・指板用 クリーナー
松脂等を強力に落とす弦・指板専用のクリー
ナーです。

￥1,760

東レ　トレシー 税込価格
ハイソフト　Mサイズ（30cm×30cm）
　　　　　　   Lサイズ（49cm×49cm）
色：ブルー、ピンク、グレー、チャコールグレー

￥880
￥1,980

税込価格
ギャラックス　HD-120 ￥3,080

税込価格
インターセプトテクノロジー
変色防止布内蔵 弦保護ケース
130mm×130mm色:ブラック、ブルー、レッド

￥3,080

トレシー・ハイソフト

ギャラックス 温湿度計

インターセプトテクノロジー
弦保護ケース

樫脂を使用し作られる松脂です。
塗りやすさと発音の良さに重点を置き開発されました。

国産の檜炭を使用した調湿脱臭剤です。
個包装袋には鮮やかな美しい和紙、出雲民芸紙を採用しま
した。

① 座るだけで簡単に美しい姿勢をサポート。
② 身体全体の安定性が高まり、演奏をサポート。
③ 長時間の練習による、腰・背骨への負担を軽減。
④ 体幹を感じながら演奏が可能。

超極細繊維に起毛加工を施したソフトな風合いのクロ
スです。

英国美術館でも採用される、高品質、コンパクトな
温湿度計です。

変色、劣化を防ぐことができます。

振幅の少ない領域で高い制振性を発揮し、クリアで方向性のある音を生み出します。
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Violin Price Chart  − ヴァイオリン 価格分布表 −

※掲載外の商品も多数ございますのでお問合せ下さい。

Heinrich
Gill

Nicola 
Davidov

Ferenc Béla 
Váci

Günter 
Waldau

Johannes 
Künstler

Gerd
Mallon

Sven
Gerbeth

Violin  プライスチャート

￥1,000,000

￥800,000

￥600,000

￥500,000

￥400,000

￥300,000

￥200,000

￥100,000

￥OPEN66

￥770,00064

￥660,00062

￥550,00060

￥440,00058

￥352,00056

￥297,00054

￥242,00052

￥OPENSunrise 

￥OPENCremonese

￥407,000MV-EX

￥352,000MV

￥297,000RV

￥242,000FV

￥OPENCDM-1

￥OPENCDM-2

￥OPENCDM-R

￥OPENV9

￥660,000V7

￥550,000V5

￥418,000V3

￥286,000V1

￥352,000THN230

￥242,000THN210

￥176,000THN18

￥143,000THN16

￥121,000THN14

￥990,000250

￥880,000245

￥748,000240

￥638,000230

￥1,045,000SG-4V

￥880,000SG-3V

￥770,000SG-2V

￥660,000SG-1V
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Violin Bow Price Chart  − ヴァイオリン弓 価格分布表 −

※掲載外の商品も多数ございますのでお問合せ下さい。

Atelier
Saldo

Lubos
Odlas

ARY
FRANCE

Alexander 
Langolf

Atelier
La Bolg

Jens
Paulus

Maison 
Bernard

Maison 
Saphir

Violin 弓  プライスチャート

￥600,000

￥400,000

￥300,000

￥200,000

￥150,000

￥70,000

￥10,000

￥99,00014V

￥66,00013V

￥44,00012V

￥33,00011V

￥OPEN100 

￥OPEN10ZG

￥242,00010Z

￥198,00015V

￥132,00015SV

￥352,000VOR

￥242,000VPPF

￥176,000VPRE

￥77,000VPS

￥60,500VPI

￥OPENAL-190/GOLD

￥418,000AL-170

￥308,000AL-150

￥242,000AL-130

￥176,000AL-110

￥121,000AL-106

￥88,000AL-104

￥44,000LB611V
￥27,500LBCV
￥27,500LB512V
￥19,800LB511V

￥462,000PV330

￥OPENPV400

￥396,000PV320

￥330,000PV310

￥275,000PV300

￥176,000PV200

￥OPENJP103S

￥OPENBB103N

￥OPENJP103N

￥220,000MS-F1

￥308,000MS-F2

￥OPENMS-SI2

￥104,500MS-S

￥165,000MS-H
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Viola Price Chart  − ヴィオラ 価格分布表 −

Heinrich
Gill

Nicola 
Davidov

Ferenc Béla 
Váci

Johannes 
Künstler

Gerd
Mallon

Sven
Gerbeth

※掲載外の商品も多数ございますのでお問合せ下さい。Viola  プライスチャート

￥1,000,000

￥800,000

￥600,000

￥400,000

￥300,000

￥200,000

￥100,000

￥OPEN66

￥715,00062

￥506,00058

￥363,00054

￥308,00052

￥OPENMedici

￥407,000MA

￥330,000RA

￥264,000FA

￥OPENCDM-A

￥OPENCS-A

￥OPENCDM-R/A

￥264,000THA02-E

￥132,000THA24

￥1,320,000250

￥1,045,000245

￥858,000240

￥770,000230

￥968,000SG-2A

￥825,000SG-1A
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Viola Bow Price Chart  − ヴィオラ弓 価格分布表 −

※掲載外の商品も多数ございますのでお問合せ下さい。 Viola 弓  プライスチャート

Atelier
Saldo

Lubos
Odlas

ARY
FRANCE

Alexander 
Langolf

Atelier
La Bolg

Jens
Paulus

Maison 
Bernard

Maison 
Saphir

￥500,000

￥400,000

￥300,000

￥200,000

￥100,000

￥70,000

￥10,000

￥OPENBB203N

￥OPENJP203S

￥OPENJP203N

￥176,000MS-HA

￥319,000MS-FA2

￥OPENPA400

￥517,000PA330

￥462,000PV320

￥385,000PA310

￥330,000PA300

￥198,000PA200

￥104,50024A

￥82,50023A

￥49,50022A

￥38,50021A

￥264,00020Z 

￥209,00025A

￥363,000AOR

￥253,000APPF 

￥187,000APRE

￥82,500APS

￥66,000API

￥OPENAL-290/GOLD

￥462,000AL-270

￥330,000AL-250

￥264,000AL-230

￥187,000AL-210

￥132,000AL-206

￥99,000AL-204

￥49,500LB611A

￥30,800LBCA

￥22,000LB511A
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Cello Price Chart  − チェロ 価格分布表 −

Heinrich
Gill

Nicola 
Davidov

Ferenc Béla 
Váci

Günter 
Waldau

Johannes 
Künstler

Atelier
Shion

※掲載外の商品も多数ございますのでお問合せ下さい。Cello  プライスチャート

￥1,000,000

￥700,000

￥500,000

￥300,000

￥200,000

￥OPEN364

￥1,100,000334

￥880,000314

￥770,000304

￥660,000302

￥880,000FC

￥OPENCDM-C

￥OPENCS-C

￥OPENCDM-R/C

￥OPENC5

￥1,012,000C3

￥825,000 C1

￥275,000THC31

￥495,000ASC-3AL

￥418,000ASC-2AL

￥330,000ASC-1AL
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Cello Bow Price Chart  − チェロ弓 価格分布表 −

※掲載外の商品も多数ございますのでお問合せ下さい。 Cello 弓  プライスチャート

Atelier
Saldo

Lubos
Odlas

ARY
FRANCE

Alexander 
Langolf

Atelier
La Bolg

Jens
Paulus

Maison 
Bernard

Maison 
Saphir

￥700,000

￥400,000

￥200,000

￥100,000

￥50,000

￥20,000

￥OPENBB303N

￥OPENJP303S

￥OPENJP303N

￥198,000MS-HC

￥330,000MS-FC2

￥OPENPC400

￥594,000PC330

￥528,000PC320

￥440,000PC310

￥374,000PC300

￥220,000PC200

￥132,00034C

￥99,00033C

￥60,50032C

￥44,00031C

￥286,00030Z

￥220,00035C

￥374,000COR

￥264,000CPPF

￥198,000CPRE

￥93,500CPS

￥71,500CPI 

￥OPENAL-390/GOLD

￥528,000AL-370

￥308,000AL-330

￥407,000AL-350

￥242,000AL-310

￥165,000AL-306

￥121,000AL-304

￥60,500LB611C

￥38,500LBCC

￥33,000LB511C



 最新の価格情報はこちらの QR コードよりご確認ください。
掲載商品の仕様および価格は予告なく変更される場合があります。
楽器本体のカラー等、印刷条件により実際の色と異なって見えることがあります。
価格は 2022 年 10 月現在のものです。

〒169-0073　東京都新宿区百人町 2-17-7
TEL. 03-5389-5111  FAX. 03-3367-4810
http://www.global-inst.co.jp発売元

Global String Selection
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