トランペット・ユーフォ・チューバ(ピストン）2021
品名

税込価格

品名

税込価格

ポリシングガーゼS
ポリシングガーゼL
ポリシングクロス S
ポリシングクロス M
ポリシングクロス L
ポリシングクロス LL
ポリシングクロス DXM
ポリシングクロス DXL
シルバークロス M
シルバークロス L
シルバークロス スリム
メタルクロス M
メタルクロス L
メタルクロス スリム
ラッカークロス
トーンホールクリーナー
シルバーポリッシュ
シルバープロテクター
メタルポリッシュ
ラッカーポリッシュ
ブラスソープ
オイルグリスクリーナー
スライドグリス Ｓ / H
スライドグリス ジェル

¥550 バルブオイル
¥770
¥792 (Sライト・ライト・レギュラー・ビンテージ)
¥429 チューニングスライドオイル
¥913
¥539 バックバルブオイル
¥770
¥891 アルキャス・ファストオイル
¥968
¥1,529 フレキシブルクリーナー S
¥1,639
¥759 フレキシブルクリーナー L
¥1,760
¥1,045 フレキシブルクリーナー スーパーS
¥2,057
¥1,034 フレキシブルクリーナー スーパーL
¥2,178
¥1,518 クリーニングロッド S , MS
¥363
¥792 クリーニングロッド M
¥429
¥1,034 クリーニングロッド 金属
¥572
¥1,518 マウスピースブラシ S , L
¥649
¥792 トランペットスライドストッパーM , L
¥561
¥1,034 マウスピースクリーナー
¥1,045
¥473 クリーニングスワブ TP,HR
¥1,210
¥924 クリーニングスワブ TB/EP ¥1,331
¥1,210 クリーニングスワブ BB
¥1,936
¥847 マウスピーススワブS TP
¥1,089
¥847 マウスピーススワブM TB、Euph細管
¥1,155
¥792 マウスピーススワブL TB、Euph太管、Tub
¥1,210
¥1,155 マウスピース TP BACH
¥7,040
¥605 マウスピース TB,Euph 細管BACH
¥8,800
¥715 マウスピース TB,Euph 太管BACH
¥9,130
スライドグリス ウルトラハード
¥605 マウスピース Tub BACH
¥11,330
お手入れセット TP 特価 ¥3,190 マウスピース Tub ペラントッチ ¥16,500
お手入れセット Euph 特価 ¥3,476 デオドラント S
¥649
お手入れセット Tub(ピストン) 特価
¥3,575 デオドラント M
¥913
※赤文字は特別価格です。

共通備品
ﾁｭｰﾅｰ・ﾒﾄﾛﾉｰﾑ・譜面台
ヤマハメトロノーム(BK、BL、PK、IV)
ヤマハ電子メトロノーム ME-55(BK、BE、PK、VT)
ヤマハチューナーTD-19(BK , WH)
ヤマハクリップチューナーTD-38S
ヤマハクリップチューナーTD-38L
ヤマハメトロチューナー TDM-700(ゴールド,ピンク)
ヤマハメトロチューナー TDM-700GM(マイクTM30BK付)

ヤマハチューナーマイク(BK,PK,WH)
ヤマハ譜面台MS-303IR
ヤマハ譜面台MS-303IRC
ヤマハ譜面台MS-250ALS
K&M譜面台 101
ウイットナー譜面台961d

税込特価

¥3,850
¥2,200
¥2,420
¥3,630
¥3,630
¥3,025
¥4,400
¥1,540
¥4,840
¥5,830
¥4,620
¥3,080
¥2,750

★修理参考金額★

ハンダ付け(1カ所)
バルブ調整(1カ所)
ウォーターコルク交換

¥2,750〜
¥2,750〜
¥550

※赤文字は特別価格です。

ホルン・チューバ(ロータリー)2021
品名

税込価格

品名

税込価格

ポリシングガーゼS

¥550 スライドグリス Ｓ / H

¥605

ポリシングガーゼL

¥792 スライドグリス ジェル

¥715

ポリシングクロス S

¥429 スライドグリス ウルトラハード

¥605

ポリシングクロス M

¥539 フレキシブルクリーナーS (HR)

¥1,639

ポリシングクロス L

¥891 フレキシブルクリーナースーパーS

(HR)

¥2,057

¥1,529 フレキシブルクリーナーL (Tub)

¥1,760

ポリシングクロス LL
ポリシングクロス DXM

¥759 フレキシブルクリーナースーパーL

(Tub)

¥2,178

ポリシングクロス DXL

¥1,045 クリーニングロッド S MS

¥363

ラッカークロス

¥1,034 クリーニングロッド M

¥429

トーンホールクリーナー

¥473 クリーニングスワブ TPHR

¥1,210

ラッカーポリッシュ

¥847 クリーニングスワブ HR2

¥1,331

ブラスソープ

¥792 クリーニングスワブ BB

¥1,936

ローターオイル

¥1,023 マウスピースブラシS HR用

¥649

ロータースピンドルオイル

¥847 マウスピースブラシL Tub用

¥649

レバーオイル

¥847 マウスピーススワブS HR用

¥1,089

オイルグリスクリーナー

¥1,155 マウスピーススワブL Tub用

¥1,210

お手入れセット HR 特価

¥3,674 マウスピースクリーナー

¥1,045

お手入れセット Tub(ロータリー付)特価

¥3,674 デオドラント M

¥913
※赤文字は特別価格です。

共通備品
ﾁｭｰﾅｰ・ﾒﾄﾛﾉｰﾑ・譜面台

税込特価

ヤマハメトロノーム(BK、BL、PK、IV)

¥3,850

ヤマハ電子メトロノーム ME-55(BK、BE、PK、VT)

¥2,200

ヤマハチューナーTD-19(BK , WH)

¥2,420

ヤマハクリップチューナーTD-38S

¥3,630

ヤマハクリップチューナーTD-38L

¥3,630

ヤマハメトロチューナー TDM-700(ゴールド,ピンク)

¥3,025

ヤマハメトロチューナー TDM-700GM(マイクTM30BK付)

¥4,400

ヤマハチューナーマイクTM-30(BK,PK,WH)

¥1,540

ヤマハ譜面台MS-303IR

¥4,840

ヤマハ譜面台MS-303IRC

¥5,830

ヤマハ譜面台MS-250ALS

¥4,620

K&M譜面台 101

¥3,080

ウイットナー譜面台961d

¥2,750

★修理参考金額★
ハンダ付け(1カ所)

¥2,750〜

ロータリー調整

¥3,300〜
※赤文字は特別価格です。

