
金管 楽器お手入れ用品 , 備品注文書

  

 

 

 
 

 
 

ヤマハチューナー  TD-19黒 / 白

  

3,080円 →2,420円 
12 平均律 , 純正長短 3度 GM
発音機能有り ( 測定 A0～Ｃ8)

  

ﾔﾏﾊﾒﾄﾛﾉｰﾑ 

4,950円→3,850円
アイボリー　ピンク 　ブルー    ブラック

ﾔﾏﾊﾒﾄﾛﾉｰﾑ ME-55 　
2,750円→2,200円 
大音量、クリップ式 , 時計 , テンポ 30～250
ブラック　ピンク　ブルー　ヴァイオレット

  

トランペット　コルネット　ユーフォニアム　　チューバ ( ピストン )　
・ポリシングガーゼ    S-660円    L-990円       
・ポリシングクロス    M-660円    L-1,100円      LL-1,870円      
・ポリシングクロスDX     M-935円     L-1,320円　　・ ラッカークロス　M-1,320円       

     
    
    

                         
                   
                        

                             

    
    

     
     

      
      
      

     

  
　      
             
     

　　  

   

・ポリシングガーゼ    S-660円       L-990円       
・ポリシングクロス     M-660円    L-1,100円      LL-1,870円      
・ポリシングクロスDX    M-935円     L-1,320円　　・ ラッカークロス　M-1,320円       

     
    
    

                                 
                                 

                                       
                              

         
                                     

      
     

      
      

    
    
      

     

        

1,045

1,045
フレキシブ ルクリーナー 円      ｽー ﾊ゚  ー  L    2,640円 2,090-LS
オイルグリスクリーナー 1,452円プッラトスドンハ・ 1,430円 

円1,210ルイオーターロ・円880プーソスラブ
ロータースピンドルオイル 円1,045ルイオーバレ・円 

円
円1,045ュシッリポーカッラ・円 ュシッリポルタメ

トーンホールクリーナー 円1,100ュシッリポーバルシ・473

マウスピースクリーナー     1,265円     シルバープロテクター  1,430円          

トロンボーンマウスピース ベストブラス 28,600円　 バック 細管 10,230円   太管 10,560円 

・シルバークロス    M-1,320円     L-1,870円     ｽﾘﾑ- 990円  
・メタルクロス    M-1,034円     L-1,518円     ｽﾘﾑ- 792円  
・
・
・
・
・
・
・スライドクリーム     (ｸﾘｰﾑ) 880円     (ｽﾗｲﾄﾞｵｲﾙ)990円     (O-MIX) 2,200円
・ウォータースプレー     S-814円    L-946円 ・マウスピースブラシ   L-759円  
・クリーニングロッド     (S)440円    (MS)440円    (M)550円     ( 金属 )880円  
・クリーニングスワブ     TB( 抜差管 ) 1,408円　　  TB2(ｽﾗｲﾄﾞ) 1,749円  
・スライドグリス     S-660円     H-660円    ｳﾙﾄﾗH-660円　ｼﾞｪﾙ-770円  
・マウスピーススワブ     細管M-1,320円　　　太管 L-1,408円  
・
・デオドラント     S-649円  M-913円    

・
・お手入れセット 特価 (ﾃﾅｰ)Tｂ-3,784円 　Tｂ( ロータリー付 )-3,960円
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・ポリシングクロスDX    M-935円     L-1,320円　　・ ラッカークロス　M-1,320円     
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・

・

・ 円473
円1,045ュシッリポタメ・
円880プーソブ・

・ 円1,045
・ 　 1,430円

円1,100シッリポーバルシ・
円1,045ュシッリポーカッラ・
円1,210ルイオーターロ・
円1,045ルイオーバレ・

お手入れセット
チューバマウスピース

     1,265円     シルバープロテクター  1,430円       

・シルバークロス    M-1,320円     L-1,870円     ｽﾘﾑ- 990円  
・メタルクロス    M-1,034円    L-1,518円     ｽﾘﾑ- 792円 
トーンホールクリーナー
ル

ラ
ロータースピンドルオイル
オイルグリスクリーナー

・スライドグリス    S-660円    H-660円   ｳﾙﾄﾗH-660円  ｼﾞｪﾙ-770円  
フレキシブルクリーナー    (HR) S 1,980円   ｽー ﾊ゚  ー S    2,530円   (Tu) L  2,090円  ｽー ﾊ゚  ー L     2,640円   

・クリーニングロッド    S-440円         MS-440円       M-550円  
・クリーニングスワブ    HR 用 1,562円     Tu用 2,288円          
・マウスピースブラシ    Hr 用 S-759円        Tu 用 L-759円  
・マウスピーススワブ    Hr 用 S-1,199円        Tu 用 L-1,408円 
マウスピースクリーナー

・デオドラント    S-649円 M-913円    
　・ホルンマウスピース ヤマハカスタム 13,200 円      アレキサンダー 9,900 円　JK12,100円
・ ペラントゥッチ 16,500 円        バック 13,090円  
・ 特価 Hr-4,048円     Tu( ロータリー)-4,048円

        

 
 

学校名　　　　　　　　　　　お名前

16,500 円     チューバマウスピース

TP(S)  1,199円     EP 細 (M) 1,320円     EP 太 Tu(Ｌ) 1,408円
トランペットマウスピース ベストブラス 22,000円　 バック   8,140円
ユーフォニアムマウスピース ベストブラス 28,600円　 バック 細管 10,230円   太管 10,560円 

 ペラントゥッチ バック 13,090円   

フレキシブルクリーナー    S-1,980円    L-2,090円 　ｽー ﾊ゚  ー S    2,530円　ｽー ﾊ゚  ー L    2,640円 

マウスピースクリーナー      1,265円      シルバープロテクター  1,430円           

オイルグリスクリーナー     1,430円
・円880プーソスラブ チューニングスライドオイル 1,100 円

ｽｰﾊﾟｰﾗｲﾄ  　ﾗｲﾄ       ﾚｷﾞｭﾗｰ　    ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞ  792 円
NO,2   1,100 円 　ｱﾙｷｬｽﾌｧｽﾄ   1,166円 

トーンホールクリーナー 円1,100ュシッリポーバルシ・円473
円1,045 ュシッリポーカッラ・円1,045ュシッリポルタメ

・シルバークロス    M-1,320円     L-1,870円     ｽﾘﾑ- 990円  
・メタルクロス    M-1,034円     L-1,518円     ｽﾘﾑ- 792円  
・
・
・
・
・バルブオイル    
　　　　　　　　　　      ﾍｯﾄﾏﾝﾋﾟｽﾄﾝ
・スライドグリス    S-660円     H-660円    ｳﾙﾄﾗH-660円　ｼﾞｪﾙ-770円  
・
・マウスピースブラシ    S-759円    L-759円     ・TP用ｽﾗｲﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ  M  ,  L  660円   
・
・クリーニングロッド    (S)440円    (MS)440円    (M)550円     ( 金属 )715円  
・クリーニングスワブ    TP.CR 用 1,518円      EP 用 1,529円      TUB 用 2,288円  
・デオドラント    (S)  649円    (M)  913円    
・マウスピーススワブ    
・
・
・
お手入れセット  　特価 Tp-3,520円    Eu- 3,872円   Tu(ピストン)- 3,960円

e-mail : info@yokohamaya.jp   tel: 0120-62-2963  fax: 0957-65-0153
ご注文先　 ※金額は2022年4月1日付  税込価格です。

ご注文   ※金額は2022年4月1日付 税込価格です。
★MS-303IR 鉄製・黒  6,160円 → 4,840円
★MS-303IRC  H ｹｰｽ     7,370円→ 5,830円 
★MS-250ALS ｱﾙﾐ軽     5,830円→ 4,620円 
◎K＆M 101B 鉄製        4,950円 →3,960円   
◎ウイットナー 961d  鉄製     4,510円 →3,000円 

トロンボーン ホルン , チューバ ( ロータリー )　

譜面台

MP-90

特価商品
   ﾁｭｰﾅｰ&ﾒﾄﾛﾉｰﾑ 

      TDM-700G ｺﾞｰﾙﾄﾞ  
　　    TDM-700P  ﾋﾟﾝｸ 
  　4,400 円 → 3,025 円

マイク TM-30  黒・白・ﾋﾟﾝｸ   
  2,200 円 → 1,540 円 

TDM-700GM ( TM-30BKマイク付 )
  6,270 円 → 4,400 円

TD-38S TD-38L

TD-38L & TD-38S

4,620 円 → 3,630 円

クリップ式チューナー

TP、TB用

トランペット用

ハーキュレス  DS410B
3,300円→2,640円

トロンボーン用

ハーキュレス  DS420B
8,800円→7,040円

K&M  ST15213
3,850円→3,080円

K&M  ST152/7
16,500円→13,200円

ベル内収納スタンド

^^^^^^^^^^^^^^^^^

消費税込

消費税込 消費税込消費税込


