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弾きこみ育てる大器の予感
2010 ED「 :ONは  ホディーを構成する表甲 裏甲 側板を平均よりも,めに取り

す1常 に高い強度を持つノンスキャロップXブ レーシングを採用しています それ

により永■更用にも耐え 弾き込むことで十分な厚さを薦保した制 成され

よう深みをもった極上の音色へと変化を逐げます.

更には晏甲のアーチを深めに設■lす ることで口の反発力が増し 高い強度を持つ

凧強なホディーでありながら 十分な音量と技|ナを実現しています
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レラインナップでふ

HUS 100

■■卜JO師 IIAR0 0い
=

HUS 100RS

●l稿 JOHT H● R00,:

HUS 200

0tOR NAn Mt,R● |、

Ⅶ 稿 JOHT H“ 00,:

ソプラノサイズ マホガニーボディ

ツプラ/サイズ コリーナボディ

ソプラ/サイズ ハワイアンコアボディ

ロングネック+ソプラ/サイズボディ

HUS MM

vnhJ`肛 MRo Q,=

HUS 100KR

vn卜 JGtt H却 oα ,=

ソプラノサイズ マホガニーボディ

ソプラ/サイズ ローズウッドボディ

ロングネック+ツ プラノサイズボディ

HUS 100K or K+
BO畔 |∞ JO MIAI■ ヽКMK)

o`"JOF‐
=H●

W● AN10ヽ世 )

vnhJ`肛 MRo Q,=

HUS 200K or K+

L000uLulele
高い技術力を議る中目工場で生産さ41る LOCO UKU'''Lマ ホガニー単

板材を仰甲し エントリーモデルにはとどまらない商品質なモデヽ にrLL

がっています 3種の異なる仕上げからお選れ たヽだけます

DUK-5T/DU(5C

‐ [ヽ ,R ●(実
"価

格 ¥375"税 込 )  ,lDO:Jヽ OAN RO,Ⅳ Ю00

Ⅵヽ漸 AMせON:,10N`

ぴ :紆蔽 Ц興麟哺 ¥52“ 税込 )'V小 郎AЮ旺 困RAr RO,師 :

moγ ,oJoH● ●●IAN XOべη

o`SOt OF咄 :H● W● い くヽ)、K→

vnh JoHT MRo CA,:

DUK-3T/DUK-3C

凱 卜●BALOヽ
=ヽ

1ド 0ヽ“■
=‐ [ヽ PR E露 獅 腐¥お

"ヽ
税込   ~~漁

鳥 誌 韮

DUK RB/DUK RBC

OP[ヽ ,m■ (実勢儀格 ¥″
"5税

込 ) MICH｀ =Hい
。

`OЮ
HOK,

税込 ) ''。
`:J｀

。AN psmOoo

vnhRo2:,INO(

税込 )      Ⅷ 卜MRo C●
':

■■hH●R00,:



力つ本物の楽器と言えるのです

G―PLAYER ASH FS/G STUD10

て

'に
出すためには

こそが 極上の鳴うと音晨 をして耐久■を

―
G―PLAYER SPC/G― STUDIO SPC

黛 濃 ●は

素材の持う苺性を十分t著ぼし

手による加工が最も適していま九

¥15乙 SOO(秘△ )

¥16■ 0幅 (税込)

¥1470幅(税込

¥31,C(税 込 )

¥330∞∈(税込)

¥13""∈(税込)

¥15乙 50∈(税込 )

,0に ろ lρ ●
`卜
,D

F NI,II10,に 00:R。
`0[

oL●R etooぃ マ0い″01

uti o■
`N●

[`く 解

“

Fヽ 1釧 10,いmO[Ro`o[
(0せORI,せ 001'1′ 01,[K

vnh`lo幅

ASH FS

,Q〔 2,1″ ●
`卜

223
,ICK O円 IS“■S町

笑GI+MRH」 G¶000)

FN`HЮ ,-0:Ro`0[
(OЮ l工 Bせ001'101に

,V小 01`N● [CCWに

ISTANDARD

:                   M● ,[=

丈祉:ら ,ρ l`h2o
,(K02S,(1,ET(● 1+MR■ 1`¶ 0例0

サ・
帥
鷺l珊硼 i

(OЮR T:BR,,,R
Mヽ稿 OR`NA[`G,κ

T―HOLLOW
BO畔 IM● HOα Щ

'●

い●Id")

=      
丈札:ら

'21`h20
2に いヽS MRI■ o¶日e

①Ю,,[や 018～01

Ⅵヽ小 OR`NA[`G,X

¥1320幅 (税込)

,0に 2,″ h`卜 ,D

F NI,II10,に 00:R。
`0[

OL●RBWaい マ01 HB`,● t`

uti o■
`N●

[`く 解

“

―
DUKE―PREMIUM

¥21500(組 )

,Q[:124 γ o`卜 22o

FNtt BWaいマ01RDol飩W01
,V小 01`N● [CCWに

―
ED BFV-2010M

■ IヽASTER

シャ  ,。にろ′h詳高
,CK OP,,7,(0'し

'(R

F NI,II10,υ く00:Ro`0[
OЮ R13せ0013'Ю IIヽ●01●t`

■■卜0,CN● [`10略

DUKE―STANDARD

0旺 ,2,4●
`h22o

■M,H Ю7LA∞ 0=R。
`0[

(0せ0,13せ 00い 1′01H■ ●
“Mヽ小 OR`NA[``,κ

―
M STANDARD

SURF

lサ
::日

C`:Re理
ぱ螢獅器酬

Fヽ |,HIT02い QO[R
CO Ю ,ヽ,8Ⅸ p″

●l小 OR`NA[``,κ

DUKE―MASTER

`α
:24′ |`h(20

'0に
2ツ

'。 `卜
PD

F NI,IIIЮ ,医 00:R。
`0[

COせ0113せ 001''′ 01

vnh oR`|、 ●I`|`m`

¥13""∈(税込)

¥15750∝ 税込)
¥16■ ∞∈(税込)

¥15Z500(税込 )



Crtlltars DEVISER Co,Ltd de■ser cojp

一
ヽ
・一

二

W00DLINE ALD

攀ざ
¨

饂聯[

W00DLINE ASH 4 or 5

ヌエ旺|“●出21o
¥147,Ю {税込 )

W00DLINE

Φ NTRO[2おいT●にOJ●●T●高 W)

FN`HT● ,ЩЮ O:R

COせORI,,,Jo3Rt,'M● t`

■■卜ORIG N● LCく 略

HOLLOW 4 or5
,00γ  A,H(黎 ぃHЫ ち→

SQ[:“ h`卜 2η

l塙
詰轟F就。縦 躙鰊

PJ W00DLINE

¥16800m(税込 )

¥173る 0(税込 )

¥1%250■ 秘△)

¥16800m(税込 )

W00DLINE 4-70's

0旺 ,yl`h2o

∞ TヽRO[121● |,T●||

Fヽ ,H101t o`T02い QO=1
oЮ R etool,vatヽ ″01“

●lt卜 ORI`NA[01`,X

C●IIRO[2お IT●
“

P。 |。 ,T●
`bo Sり

FN SH10せ o`Ю,医 00:R

COせOR,せ 001β●01ヽ●●1,S
vnh oRlol、 ェ

`CW“

STANDARD 35-5

①NT,0[ハおい,。に011● ●T●高,り

¥,80,OO(穂込)

■ヽ 6H● [o`T●,い00[R
OЮ ll`せ 001BR● INAKI』 ,●t`

■ヽ10■ON●[G`W“

SUPER W00DLINE 4 or 5

SCAt=1剪 |`h2,F)

∞ RヽO[2●●■T● |ぐ酬。,T●高 W

Fヽ ,H10せ o`02 LAC00[R

(0せOR映 0013n● 1ヽ●ol,s
vnh oRて 、A[``,κ

STANDARD 4 or 5

■
'',  FNG:ReoAR∝

田OWo`MAに
|■鵡■良日J■n■

==

…

SQ[:ン hて 2ヽ,D
¥178500{秘 a) ,(Kの S JttL● ,lt′PRmMP blて dh刈 o

(oNmo[vЫ 8,レЮ

■M鋼 0[o`T● ,疇ЮO:R

¥210 αЮ (秘△) (oЮ R etoolβ ●01ヽ
～
01'ヽ

口 ti O■

`NAせ `く
W“

_STANDARD 6 DX

SQ[:,S●てヽ2'D

(oNmo[%|“ t'Ю

PR‐ ,161お loXmMO,oo

(OЮ飩 ,[Ю 中∞ 1ヽA●1“
Vtth帆

`N札 `(M`

TWENTY FOUR 4 or5

0旺 ,yl`h(2o

,■國出,61“ |I XTCIMC5∞

¥る 2・ X{秘込)

¥210ρ∞{税込)

,Q旺 1繁 hて 2ヽ1o

(ONTROLI"Ы ,T● ●●,ol o,T●
`boコ

リ

FN針 0[o`T● ,い劇 :R

011RO[|お い
'':Q∞

1隔 ,'t'に 0● イW

Fヽ ,H10せ o`T07LAQO〔
'¥23100く 税込 )

,α [: ,4●
`h2'D¥1'シ 5∞{継 , ,(KO,S,3● L● 、●t,R‐ P bllぉ |● ―

COVRO[お い|12鴫
'R=0″

0イW

Fヽ |`H101t o`0,医 00[R

∞ L●RB∞01Bマ 01Btu o lR=剪 011t

,0に 諏∝h21〕

PR翻 21出
`"|‖

刈 π襴 C∞

oNmo[lvoIBI T● |●うЮ

Fヽ ,HI,せ 001師 01NA● |

Vnヽ ORONA[``,κ
ω tOR肛 Ю IB"IN●●|』

'Mヽ稿 OR`NA[G`,κ

_W00DLINE PREヽ IIUヽ14 or 5

…

STANDARD PREMIUヽ14 or5

COせ0■ 0せ001'マ 0いせ0わ 1メ :DO「 RO‐

Чヽ小 OR`1颯 [Cに

“`

mm」 apan

¥13650)(税込 )

¥1575∞ {窃梃 )

¥18,ρ O● (税込 )

¥2310∞ く紐 ,

vnh oRlol、 ェ
`|`m`



WLJB4 ALD/R

C∝OR IS,[`OR“
Ⅵヽ稿 OR`N● [`OW“

WLJB4 ALD/M

移
書

¥i02蜘 {務饉 )

・

―

‐・ I,

∞L●時,,8Jヽコ OヽⅦ●●

,V小 OR`NA[G`,● C
|りl

口蒟声〒 F一→″
¥102'∞ {窃堅 )

WLJB4 ASH/R or M VVLJB5 ASH/R or M

:J●

| 警 ●≡‐言=|=‐
‐t'r'

●

1         3ROC I`OTO1 2い 0`

¥iOλ 蜘  {務饉 )

⑩ l● R肛マ01Bヽ01 NAK I邸

“
`

●th O,G NAL`10廊
¥123噛 {税込)

…

              「
¥14,∞{税込) ●

OL●l,[ωl,∞ INA●1服
“●ヽ小OR(NA[G`,X

STDJB5 16H/R or MSTD■B4ASH/R or M

¥12蜘 {紐 ) ⑩ ЮR',8J001'マ 01●t
,V小 0■

`M[CCW(

∞ L●時 ,`飩々軋 Bmヽ
“●l小 ORて Aヽ[G`,X

BACCHUS CIC BAC DN 35 BACCHUS CIC BAC

い0鋼 OS CRA● 簗に、

`討
風するオリジナ

ルギグバッグ 余計な装飾を記したシンカ
'

な娘IIが魅力で,

“

用 ,¥1い 5● 税込

=3用
,¥13125極

ORICINAL PICKS

,A工HOS H川 OM“ :簗
`t,:日

寸属するオリ

カ ●しギグパッ久 クッション性に優祇 収

納した楽口をしoか ,と守ります

D 35[G:¥1● 鰤  (税込 )

い●35モ 31¥1乙
"α

税込 )

ぬ∝ho,サン ドピックダイヤ ティア ドロップ
0 [ORI,3tU[,)NK
GAOG=`● 6喘Y

8,こho,カレリンピックティアドロップ
caoR`wH,■ 80(`舵D
GAじG[1幅咄γM[餅 UM

00
3,るo,サ ン ドビックオリ ルヽ ティア ドロップ
(OJ錬 Ⅷ歳■脚工α

QUG[`HttWヽ M〔DIUM

10

BACCHUS
各 ¥15{税込 )



BS■ 250R/BS■ 250ヽ1

iom」apan DEVISER Co Ltd de●ser cojp

ミ

BST-350R/BS■350M

BACCHuS uNIVERSESeles

¥2●250(1説込 )

:μ 11「

Gultars

I「

ヽ

マ

‐

“
●■ト 電

一

¥2625∈ (税込 )

¥2● 250(税込 ) ⑩ せoR,LBⅨβm 2T,t,ι _,NKう 0● 80

判稿 ,0日 の :

BTE-250R/BTE-250ヽ 4

Wt卜 ,0け 0,:

BTE-350R/BTE-350M

_●旺|ル |,oて、‐ 0

.機聰
M電
憎T蝋柵躍jRI

,Q[:2,lρ ●
`｀

22F)

(0せ0,|,,,[く OR2T,[78,■
'0

,Qに 2,lρ h`卜 P,

ΦЮR,T,8Ⅸ
`コ

Rビ■00W

0旺 |ル |″ h`卜 (″ 0

⑩ЮR'LBⅨ
`ユ

lt'ι BO'Nヽ
"

Ⅶ 稿 ,0日 い :

BLS-700Fヽ 4

Wi卜 SO日 0,:

BLS 700QM

申

ｍ

_●〔IZ3/4●
`ト

レ ] ,Qに 24,“ h`卜 PD

00畔 KヽX FIヽ ISII I`せ0,S FIヽ |,II

①Ю
'(,D●

¶R

Wt卜 ,0け 0,:

-3 BFV 700

,Qは 24,た ●
`ト

ロD

¥31500(税込 )

umm―l管
:|

¥31500(税込 )

. ―・ l夕: 噺雌.llど:艦〕雑
¥31500(税込 , ① Ю l'T'3せ 0`蛤●0)aSt'ι _,、 K月郎

笑肛
=yo`ヽ 2F)

OLOR,T,8Ⅸ
`■ '2TS t,■

wMA3
WthSO町 CA,:

BPB-400R

Oに yo`ヽ 2F)

でOЮ ll■,3[Ktt t',W
Wt卜 SO町

“

:

B00ツ N:α ■M'HくЮS,■ N,H

⑩せ0,くR,[`BRO■

Ⅶ 稿 ,0日

“

:

BJB-300R/BJB-300ヽ 1

撫 ¨̈ ぶ鼈
,帆:ン にド21o

BO"N:α Fヽ ,HI`Ю S,FIヽ SH

⑩せ0蹂 〔,[w,,R
判 稿 ,0日 の :

BSG-480

_●旺124フ●●
`卜

υD

Ⅶ 稿 ,0日 い :

BPB-300R

,0■:察 h`卜 21D

∞せ0時 ,iBКQlt'ι ‐
'ヽ

ヽ

Ⅶ 稿 ,0日

“

:

BO図 KヽK FIヽ |,II I`せ0,S FIヽ |,II

COせ0,CRet`o″

Wt卜 SO町

“

:

BJB-400R/BJB-400M

11

蓼 ==  
日、

`=RttR“
NOA‖ 融 計 獅

¥73500(税込 )

′む:



¨

り

MSIPRO Toshi Hketa―
デイプ リー ロス (α クァン ヘイレン)と過■なツアーをこなしてきF● H鮨畑氏― やチユー

ンナップなしで使えるよう{υ← ツ¨ らアッセンプリーやセッティンクまでストラトキヤス

ターの無目の可角性を引き出すアイディアを覆日したシグネイチャーモカ L
Ⅵm ALM,■ ●■AR國闘 FЮ

Mm AIM,「
“

Is● PnO r■アーミン
'た

多鬼するプレイスタイル
に対簿するセッティンク′■テク=カル

なフし̈ ズで

…

確保する

“

部の

設ll′■強働 を邪魔せず ノイズレ
ス餞

"の

ビックアッチ ′■合ヨ的なトー

ンコントロー,L′■奮■ チュー
=ン

グの2定を呼えたプリッジ邸

IヽC l―STD/NJ or M

■に:ReOAЮ IMAttα熾 lЮ S,メ
"o"

M●●旺(Ю

M‐ PRC T●lh HI随 1,

¥]12蜘 {'継〕

`=.・
.   ●■.OКHコ

“ `=1

`困

即 II●pし螂 w欧

wttwm HNoぃ 〔

MC2-STD/NJ orヽ4

日ヽ
`〔

田∝ ROIM●m“ SCRRosぃ000側
)

MAPl:M)

Fヽ ,HIT02 K00印

⑩ЮR12● ●,sNA

,V衝 ― :OH俎00も
=

M(2も■ンM

(ヽ1剛 M
¥1鴫 OI{税込 )

脈 i椰 川

¥1錫 O∞{税込 )

¥υQSO I(税込〕

、m2¶ン、j

¥2310∞  {組 )

FINIS■ 10,旺 00〔R

COせOR,,● |13せ、,躙 m
,Vtt W:〔 O HttD Oも :

,R∝ RT● [R〔C10N●A郷 R●

"●

■MSH O,医 00モR

COЮ

“
HGHD● S

,V稿 0■ C,W IIARO e丈

¥1'25醸(税込,

(ヽ2'7Nj
¥2100"{窃梃 )

…
MCl STD/J

1'■・ ・躙踏‰躍謬聡

■MSH Ю P κ 00:R

COせORI訂 Sp″H etKt,開 α

,Vtt W正 ゆ HARO Q丈

IヽTl―STD/NJ or M

日ヽ
`:R∝

RЮ IM●レK■,CR10SaVメルo,

争・印■温:鮒

F MSHIЮ,医 0眈R

COせOR I,● VI,J、 P田漁頓

,Vtt W:〔 OH瀾00も :

MT2-STD/NJ orヽ4

日ヽ C田 ,● ●RO M●m“ 0い Rosぃo00(M)

f■号
MA,t:M)

FN,HITO,KO● [1

(0せ0■ ,,w″ ,DN●

,V齢 ― :O IARO Cヽ 〔

磋ヽ 知りヽ

¥210,Ю {税込 )

lヽTH2-STD/NJ or M
BOⅨ  ASH P(築 いIH。 ●●

■に :ReOAЮ IMAttα熾 lЮ S,メ
"o"

M●●旺(Ю

摺m百‖蛹
〒 ‐
・

デ絆 I F鴫服 :脚 ;

■MSH O,医 00モR

⑩ L●R,w″ ,以 Aヽ

,Vtt W:〔 O HttD Oも :

MLl STD/NJ IヽSG l― STD/NJ

,RI∝[tTA t,:(:ONヽ A ABR,り
"

■MЯ TO,LAC∞日

0嘲 |(R KRttR

vnh oRlolNA[`IC‐
=

M(1釘γ J

¥2%OO I(税込 )

12



Crtlltars 6Юm」apan DEVISER Co,Ltd ‐de、iser cojp

MJl STI1/NJ or M

FК :R,OmO MA因ヽ酬 10,卸000M)
ヽ

“

P匡

“

)

VIJ2 STD/NJ or M

■ヽ
`R3●

●Ю MAM“鰤 ROSい。。町Ш

M絆 [:“
)

Mjl mン M
¥1'"幅  (税込 )

0ヽ1も■ンM
¥18,p∈(税込 )

FN鋼 10,い00:R
COせ01,=0″ t'Ⅸぜ

'Mμ
R

vnhw:oH“ o oS=

FN`H roP ttЮ O:R

COせ01,=0″ t'Ⅸぜ
'Mμ

R

vnhw正ゅ H●Ro O,:

蘭2ダ〕M
¥1"5∞く

'梃
)

■ヽ Hヽ T02い QO田
(OЮR ,w″,,NA

,V齢 WEOII● R00も
=

■MSH T07 LAQOtl

COtOR"n鴨
'NA

,Ч価― D IARO CSE

M"[:佃
)

■MSH T07 LAQOtl

CO ЮR,w″ 3,NA

■■トー :OH却 Oα,=

0ヽ2,D′U
¥219〕 )(税込〕

―
MJl STD/J

MPl STD/NJ or M MP2 STD/NJ or M

■ヽ
`〔

R,●●ROIMM“ ,C●R ROSい00欧 出
)●

●_          MA,〔
“

)

日 Gヽ=R,● ●10 MM“ ,αRROSい 00以 削

P,い .

●0, ,
j● ●.

14j F"1別M
¥231ρ 00(税込 )

M絆〔 M)

M'1剛 N'

¥1'"幅  (税込 )

M'1剛 M
¥18,p∈(税込 )

Fヽ |,HITO,LAC∞
=R

∞ LOR,ヽρ■H,t`υBЦQR
■■h― Ю HAR0 0も

=

MA● [:M)

Fヽ |,HITO,LAC∞
=R

∞ЮR,ヽρ■H,t`υBЦQR
H価

“

に ,I● Ю ‐
=

Ⅳu F市el STD/NJ or M

■ヽ Ct田●●RO■弧 哄

“

御 ROSい00以 Ш

MJF市e2STD/NJ or M

■ヽ
`い

,●●ROIM●mm,oRROS出 00以 Ш

独「

M,2,D′U
¥219〕 )(税込〕

14キ「
"2も

mン jヽ

¥ら 2p∈ (税込 ,

M,■で1`D′↓

¥215α)(税込 )

指板サイドには指板と同颯0ホ材を使用したウット

パインディングが董されています これによりお板

サイ
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|■ に滑
…

リ フィンガリングの糧

輌 上叫 また乾-1榊 噸 し フ

レットが指板から飛び出してしまうトラカ
'r7(り

J

を未然,・ r■する事が可能です

齋材の音色を:き立てるナチ,ラルなサウンドが特

徴のアル=コ
ピックアップYWAシ リーズを観掏

またアッセンプリには信頼性が高く ■■に七日れ

た0“パーツによつて相成されています

トラデイショナルなサウンド特性を失わないために

オーンドックスなプレートジ●イントを採用しなが

らも ブレートを落とし込みm工すること■ ハイ

フレットでの濃奏性を向上しています

独自の形状を持つヘッドストック部には スムーズ

なネックアジャストを可能にするアジャストホール

が跛けられていま,饉 かながらホつ ,を広めに取

ることで ■壺鴫のレンチ可働層を広げ より■整

しやすいよう餞計されています
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Ju‖an Burdockwith EXRUBATO― STANDARD

ブルースを基調としながらも様々なエフェク トを使用す
るJdbn Burdockに は織細で緻密な音作りが欠かせませムる
EXRUBATOはセンタープロツクにメイカ レを配し、セミアコの
生鳴りと輪郭の明瞭なトーンを両立します。
高音域から低音域までバランス良く出力し、細かなピッキング
ニユアンスも逃しませム_
音作り 洟奏性、いずれの面においても」d● nの期待に応える
ホロウギターとして EXRUBATOが使用されています。

Julan 3ud∝Kジユリアン バードック)  ロンドン在住の modtt b u6

魃 躙 靱
INSIDE ofSTORKINSIDE of EXRUBATO

INSIDEofALBATROSS

セミアコーステイック構造において 音色に
大きな影晉を与えるセンターブロック.セ ミ
アコらしい太くウォームな音色に加え 優れ
たレスポンスとコードカッティングにおいて
も歯切れが良く分離感のある音色を生み山す
ため メイカ は 側調していま丸 通常多

る[]雰吉li會子Aお員[警奢事を冒写〔雀
が可能で丸 また そのセンターブロックの
豊かな生哺りを:き出すために左右のス■嗣
をつなぐ筒状の●祠が設けられています

導お1[1さ す夕現 F'ち冷ぎ書ま11」をモ義

'こ
の■造によリ セミアコースティック

ギターの生哺り 音色により週寸いたサウン

発 傷 饉ア,労 焼 轟 子騨 桜 2辱
イルドな音色の中にも歯切れの良きと輪郭の
実しきを併せ持った理想的な音色を得る事が
可能になっています

EXRUBATO STANDARD

EXRUBATO STD Ⅱ or Ⅱ S

メイブルトッス マホガニーバックの王迫ス
ペックに 音の芯を残しながらも極限まで内

著婁冑F黎;,■4あ考す夕ち星李

=[警

専
全体的!睦洞化を行い 更にはプリッジがマ
ウントされるスタット割周辺も徹底したルー

[``少占話慨議 、鋼咎
夕f機み3置:彎,雫霧レうレ準;矛1に,
皇者肝議?「

き働いつた高い凱性を

EXRUBATO― CUSTOヽ4

R(KO,SI簗 呻o“
"●

●′A嘔 ,

―
  ①j[lilli』i

O,印 ,RK[(動 ¥16寧Ю∈税込 )    ●■hH●R00,〔

,(K OPS躊
“
|“|で

'′
社ら

'

日ヽヽ H T02い QO田

(OtORI,[`RD BL●
=BRO■

N,3 NA

,Vtt HAR0 0も
=

■(く 02,“た●●1集Ⅲo′ Aい,|)
Aも ,00,| ,

円:⊂
`0研 `日

∝B帥,レ :,,●

FN"IT● ,い0[R
OビRI■ ,ヽ A'[`GO`G● B

OP=ヽ ,Rκョ実〕価格 ¥231lm∈ 税込 )
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¨
Seven Guitars

EXRUBATO― HOLLOW or HOLLOW S
―

EXRUBATO― VLLIMITED

BR“ PT● [,К :GOTOH O日 ∝,m″ レ:,医

0,[N,卍C(■●
=喘

¥132000 税込)
Fヽ ,HIЮ 7 LAC00=' 0,[N ttCa翅 蜘 市 ¥21Q∞∈税込 )

(0せORI■ ,NA'[`'3

Wi卜 IIA,0‐
=

ALBATROSS― STD―H orS

moY u出 |lt● T:0,LANE MA,[:ool")

R∝ 0い 集婢o■,婢。′Aい,ool")
Aし ,00,ool",

wth MA,[:(〔 ■ヽ,8tOα

,(K OP,SIⅢ ,1●1婢 o′ A口 ,,(Hメ し

'00'(,

2に Kの,野 |,“て
'|'′

肛あ

BR O`RTAL‖ Kヒ 00H`E∝ BⅣ
`RO臥

,,`
Fヽ ,HIT02 LAQO='

,Vh HARO Q,=

A■BATROSS― CUSTOヽl H orS

wII M● ,に CNT:R etOcK

OPS,||"lvl● ′じ
'(H)却

500S●

Fヽ ,HIЮ ,LAC00='

(0せ011(RWr,3

Vnh IIARO‐
=

0,[N PR Ca実 3“価格¥15乙 50∈ 税込) Fヽ ,HIT02い QO='
O ЮR,8[`hH

,Vtt HARO Q,=

ALBATROSSJAZZ―H orS

0,[N,匈(a翅 輌 格¥13● 5∞ 税と,

0,[N,RIC[(■り価1`¥15Z5∞  税込)

ALBATROSS STD Ⅱ ―H orS

wth M● ,に (=ヽ■RBЮα

2に KOい SI婢 1161婢 。 ′Aレ ,,(Hメ し

'00'0

Fヽ ,HIЮ ,LAC00[R

Wt卜 IIA,0い
=

wth M● ,に CNT:ReЮ〔K

2に Kの,知
`|“

,VII′ 嘔 ,H几
'00,,

0,創 PR C[実J“価格¥130SO∈ 税込)

Fヽ ,HIT02い QO[R

,Vtt HARO Q,=

STORK― STANDARD/H orS STORK― CUSTOM/H orS

OP[N Pm(ョ ヨ 輌 格¥15乙 50税 込 )

BO,I MA,[:ol AF,01 MAHO`Aド (簗ぃIH。 |")

,CK Oい S,vl11●1婢 ,′ Aυ ,,(H)

Aし ,00,o

Fヽ |,H102 LAC00[R

⑩ЮRI`0`RF,「 ,

Wて卜IIAR Oい
=

,00● 奸則QNM● HOα ■ヽ,●ぃ●Id“
)

,(KいSI"||,'||′ 社ら
'(H,

“

100S(,)

Fヽ ,HITO,LAQO='

(0せOR ,[ゃ″HC'

梃 )        ,vtt HARO Q,=

STORIC RELIC
,00● 奸l QN MAHOα ■ヽ

'●

いIId")

7(K02,知 ||●い
^|′

拠リ スH,

●IS100S(,)

0,創 PRC日 実勇価格 ¥16■ ∞∈税込 ) Fヽ ,HIT02い QO[R
COせ0, 3[ヾ″HC'

lVtt HARO Q,=

Sevenサ Seven HARD CASE
ⅨRO,● T● ●BATЮ S,"RKを 1璃すること

が出来る純し ―ヽドケースです

ⅨRO,AT● 用,よ一般的な,`インチのセミアコを

"Rヽ
月は一般的なレスポリ

'タ

イプのギター

割,納する0が出来ます

Ⅸ RU31TO用 ,¥15750(秘 )

ABITЮ SS月 |¥15ろ Oィ 税■ )

●ORK用
`¥15750{税

斃 )

STORIC FM/H

AFROW M● HO`Aド (簗ぃIH。 |")

口  'に Kの
'実

V.."lvll′ u,II

F N SHIЮ ,LAC00〔 R

O ЮR,H,FO「 ,

Wt卜 IIA,0い
=

Sevel■tISeven OVAL Picks

´
ミ _ヽ
il

‐ [N,mct(実 勢価格¥16● OOC税込 )

0,[ヽ PRC(■り
'喘

¥18,0∞  税込)

ommm ,ЮOmm 120mm
各 ¥i OS(税込 )
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SH Gutars STR

ACS―PREMRIM LIMIIrED―
ェキゾチックゥットをトップに配し 更に ACSモデルの特徴を+分に

楽しむことが出来るプレミアムリミテッド.完全限定製件で丸

∞
"Wて

く|ヽHPOД崎ハD=10K)。 ,AF■ ‐ 脚 0ヽκ γlWN)

,卸■1図 |● (2)

BROG● m`つFη∝珈針,η

PR‐P 出
`“

|● XrC
F内 |,H TOP κ ∝

=R
vtt n,I●TЮ

“

〔

4,0[N,R〔 はコ哺 ¥245肛 税と〕

5す 0,[N,斜C(動 ¥24い0∈ 税込 )

WENGE

ZEBRA W00D

PADUAK

WALNUT

ACS-60s/70ゝ

ギター製作のプロフェッショナルがつどう■■ファクトリーは、自らの

フラクシッププランドSR GU「ARSのみならス ハイエンドプランドの

ODl製作を受け持つたよ 国内屈着のギターフアクトリーです。

その熙魔フアクトリーの高い技術水準が可能にする、スタンダードを燿え

たスタンダード。それが Sn GU「ARSプロデュース B面にb/ASKAです.

モ拠 が示す通り 各年代のトラデイショカ レな仕様を目所に取り入
れた各モカ眈 60ヽ はアルダーボディ ローズ■板のウッドマテリ乃 レ

J更燿している一京 力 でヽはアッシュボディにメイカ ,中 力
・

し

ています 0光 によ
^π

,ではリアビックアップが物 プリッ碁

書り 議郷
`適

したセッテイングを施してあります

その■■ m mt●●ォリジナルつビックアッス 軸螂SJ使用した

サルkロリ出しのプラス●プリッジなよ アップデートさllた,ヽ―

ツにより ′(ランス罰 ユ 饉― ‐ヽ レにI― りましF_

隆
躍

゛ 0,Rてョ翅 晴 喘 ¥1錫∞∈税込)

ACS-60's-4

,Qに 繁hて ″ヽう

,RいMP b流 o'ド 刈⊂

FN"lr● ,o● o:R

Ot●時,■,喚け,μ R

,,衝 SR,RO-OS:

ACS-60's-5

0匡 勢にIP3

,2EAM,161●●|● IXTC

F III,HITO,い QO〔 R

(∝0■ 3T,,t`口 ,QR
vnh m 2Ro:σ Q,E

‐ [N,RI■ (興勘躊11¥210ρ Oゝ 窃梃 )

oP[Nmて

“

翅晴喘 ¥1錫 5醸 税込,

ACS-70's-4

X■:諄h`卜 ″ う

,RいMP b● てo',●⊂

Fヽ 鋼 IT●,い00:R
∞ t翻 |"ヽい'"0

V●■ЯRPRO面 0,〔

ACS-70's-5

0LIズ ●6(2o

,R躙 2161お |IIXTC

,ヽ ,HIT02し

“

や0印

COtO Rコ ,,0"00
vn卜 す R,Roにoα ,E

0,[N,RI征 (メJ剛面11¥2450)舘入
)

UG―MODELS
UGの標準チューニングは通常のイターのチューニングEAIIG匹

より2吉半上げたAIIELヽ これは,フ レットにカポを使用し

r.時の音の並すと同じで,ス ケールポツション コードフオー

ムは全てギターと同じ。それ

“

てヽローGのウクレレチューニ

ングも内包しているためどちらのプレイヤーも自然に禅きこな

す●が山来るでしょう ウクレレテイストをミニギターとして
より拡張されr.新 しいゥクレレとして… その使い方は自

由自在です :

UG-001

,Q[:|,ス ●てヽ

凱 h m 21o日
“

=

の  [N,RI征 (実着●靖 ¥6,ID睡 )
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U01000/U01500 UG‐2000/UG=2500
∞ ylouo"“ AMAID―

・ ・
。いNRお田

"

0剛 躙∈(メヨ
'日

絡 ¥13● 501税込)

■M"IT● ,IJ00い

COtOR N● CRρ R`β 鰤
'

Ⅵ h SII,1申 コOS〔

― .ЮЮ 。1ヽ M"。GO“

肛 ドX=H●り,`OЮ●0`12“

鐵 ,7・てヽ

P,Ю I■ ,HM″ψ O"∞
)

m酬 ●cR針 sR‐ (0`"Q
日NЯ ITO,い 00欧

)   vnh mmo=3oぃ
=

鎌 ,ス・ .ヽ

,20,SIM測、●G■

'ω
)

,―
"CR・・

Sl月 (0`■,q

0,[ヽ P側([(ヨ綺 格¥● 5まか 6梃 ) ゛ 殷 PR C(実舅●路 ¥']05α )秘 a)

OPtt PRI■(動 ¥'5み 501税込 )

UttMODELS

手颯に手に取り楽しめるウクレレでありながら、本格ステージユースを想

定した高機鬱デユアルビックアップシステムを相み入れた、ライプ仕螢の

ウクレレラインナッス ウクレレである事よりも、高altな アコーステイッ

ク楽器である事を目指したSH GU「ARSの高性鮨エレクトリックウクレレ

で

'

OPE IP劇 ⊂(動 ¥i'・ 25●

“

△,

UK SOPRAN0

,N SHITO,し

“

や0=R

vnヽ 9■ ,loさョOSE

U(CONCERT

Fヽ ,HITO,●

“

∞0=R

V離 SヽII,10■ C CSt

ACOUSTIC Guた a rs

トラデイショナルなフォルムを基本に、エレアコとしての餞 を追求した

カスタムアコーステイック.非常に硬質でありながら薔めて書いカーボン

フアイ′
'―

を強か2つの支点でlbる ナット、サ■レ椰に抑甲.均質な秦材

特性も相まつて′ヽランスの良いサウンドをヨき出し、アコーステイックの

哺りをよリアンプ山力に適した嗜りへと変化させます

●青lc弦を渤 ,し F.7弦モデルもラインナッス エレアコの新たなスタ

イルを生み出します。

U(TENOR

ｒ

■

●ヽ
`Ⅲ…

(―●n■ ●●‐‐檄込サ        0ヽ
"TO,1カ

や0[R

Vtth¶ ,10■⊂Qヽ

フ強ェレク トリックアコースティックギターを都 壊 元で,レンス
させるおに わ 競 となる ナット サ陶い にカーボンフアイ
′■J麹用しましLと ねtより樋めてクリアな音像と

'ス
ティン

を■られま●.

プリアンプには定絆ある辟麟NDA6Tを露鳳 異なるビックアップ
ソースのミキサ、 」鮒ν ッチフイルタ、 チューナ」鮒腱i
■lした■性鮨プリアン九 ビエゾビツクアツプとコンタクトマ
イク両ソースからaヨ議 にブレンドし晨巨なエアー壼に睡
する事が可鮨とこつていま鳥

O● GI PRて買■ 諄 喘 ¥12075∈ 税込 , 0,創 閣 ⊂ (実勢儀格 ¥'31るし税込〕

SD-600STD/SD-700STD
…

SD-600KL/SD-700KL

P鱒 ([(実勢価格¥i力 X● 税込 ) ,●● ,● NЮ O,メ, 円∽ 13 MЮ O,メ,PRIC (実麟略 ¥1'2m)税魃 ,

oPtt m〔(実鶴 喘 ¥23'メ m)税 込〕OPЫ PRC(義 ¥2'・ Oα)“a)

Wtt ATKヽい13ⅢⅢ6o`輔●のq

=困
|コ ,02,て α

=R
Vnヽ IIAn Oい 〔

ⅥヽO翻 AT KttЛ  I“ ●ぃoppⅢぃス)

■ヽ HヽTの いQOR
,V衝

=珀
OCヽ

=

SN-600MCL/SN-700MCL

OP_17●lC(扶壼

"喘
¥1'ι m)`歴 )     烈フ。 ,M、。。Я′,

口0‐ATINII`,ぃ|で 09,い,マ 00

■N針 ITO,3Qび R

,Vtt H“ 00ヽ
=

SN-601MCL

■ヽ HヽTの いQOR
,Чtt IARO Cヽ

=

0,創 需⊂(動 ¥15・ 50 1 tta〕

oP凩 ,m■ (実勢価格¥21■ 001税込 ,
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Gultars iom」 apan DEVISER Co Ltd

百

、製作されています.力,ダ最大の沿岸椰市で|,、 増に技術あ発量し

都市でもありま規 恥 NЮND CI●IP品 の創

"者
であるM clael bap"■

日本でも有名な世界企業シスコシステムズ社 ノーテルネットワーク社にて最先耀

オーディオ処理システムの専門家として何年間も醸 たヽキャリアを持っています。

de●ser cojp

COMPRESSOR

000
BASS COMPRESSOR

r⇔ 0・・・・d,

|‐
ふ

¥OP[N PRC[

(実勢価格 ¥20350税込 )

スタジオレ
～ 'の

クオリティを鐵 する光学ぶ 働
'コ

ンプレッ

サ̈ ギターシクカリに最詈ιされたスムーズなコンプレッション

と高音燿と低音域を同時にバランスコントロ‐
'す

る01『Ю を装
備し 多彩かつ良質なボイシンクを可能に

●(翻,コ ントロフ,      日ЮOやOF,ス イッチ
ロЮコントロフυ
口ЮШ 【ヽコントロフ ,

日0時0″スイッチ
ロハイカットジャンパースイッチ

・い専

嗅r●

¥0,[N PRIC[

(実勢価格 ¥357∞ 税込 )

アクティブ バッシフを鶴わず多弦ベースにも対応する ベース専

用の光学式コンプレッサ‐ ミ
=卜

勿レスイッチによリコ|:0の軸

を∞0貶 と2,OHzの 2ポイントから選択可舷
'OH′

までの低周波

数帯をカバーし ヘットルームを拡張

口0ヽ9コ ントロつし
口Юコントロール
ロЮιOM〔 コントロ

",●2Ю
"ス

イッチ
ロ0やOFFスイッチ

ロハイカットジャンパースイッチ
●
=00ヽ

0年 スイッチ

J DRIVE Mk 3

¥OP[N PRIC[

(実勢価格¥34650税込 )

口
'00'ス

イッチ
ロ
`,ス

イッチ

FIRE BURST

¥0,[N,RIC[

(実勢価格 ¥31卿 税込 )

口mヽ コントロフレ
ロmヽ コントロ

"'日
“

=飩
〔コントロ‐

'日ЮせOM=ス イッチ
ロOWOFFスイッチ

口MO'00'スイッチ

鶴別使用できる独立したオー′■ トライブ′クリーンフーストサー

キット ミリタリースペックの力
'マ

=ウムタイオード・●音響博性

をモダンコンポーネントで忠実に■現する
=ユ

ーサーキット採用て
バージョンアップした,0,V:Mb

口OR肛 コントロフ
'日 AヽR‐ コント申 ,

口Vよ0肛 コントロフ
'日御 スヽイッチ

ロ
'R'〔

スイッチ

モダンハイゲインから,ラシックディストーションまで ハイパワー

ドライプサウンドにフォーカスしたボットモカし

クラスAディスクリート ドライプサーキットによるハイスピード
ワイドレンジなサウントを出力します

HALO CHORUS

¥OP[N PRC[

(実

"m構
¥5565o税込 )

MEMORY nNE2
上質な音色を奏でるアナログコーラス・●員し0■空鵬に フェイズ

モジュレーシヨンが吏なる深みをブレンド

ー日本じすると忘れられない圧倒的なハーモ
=―を放つ 独創釣サ

ウンドステージ HAせ O C10ROゝ

口0時OF,ス イッチ       ロG MⅨ コントロフ
'日(■ 0師Hコントロール    ロ,旺 ORYス イッチ

ロ,,∈0コ ントロフレ       ●SN●剛 M‐ Wハたスイッチ

● 10び スイッチ         ロ∝υW■M=TRMPOF
口,MM区 コントロール

極止アナログエコーサウンドM:MO,Yυ Ⅷ:が機能性を樹 Lディ

レイタイミングにバリエーションが増え 更にクリエイティ,t進
化しました クラシカルな高書贅アナログサウンドの更なる可能性

を切り■く 高機能 高音賀アナログディレイユニット

¥0,[N,RIC[

(実勢価格 ¥aρ∞ 税込 )

口0や0"スイッチ
ロO∝円¬コントロつ ,

日S'旺0コントロフ
'日1∞ スイッチ

ロ円 MⅨ コントロール

●(HMXコ ントロ‐
'日

`tt OⅣ
スイッチ

ロ,ヽ EIR■M‐ Wハだスイッチ
ロ0け T田〔珈MⅨ丼

B00STEQ

騨

“

OD雷哺|

0

VIBRAT0
極めてクリーンなディストーションサーキットのプーストセケショ

ンに
'キ

ットなトーンコントロフレを可能とする■卜:O MOコ ン

トロフサをカップリン免 プースターとしてのシンカ
'1錫

質と多
彩なアプローチを併せ持つ :0フーストの

=ュ
ーコンセプトモデル

■御 コヽントロフ ,

日■tFコ ントロフ ,

日Mい コントロール
●=00Fス イッチ

|∞ %アナログサーキットによる深みのあるビプラート効彙  トラ

イ音とのプレンドによリコーラス効果をプラスした多彩か― な

ハーモ
=―を演出

口OMγ Fスイッチ
ロ
"=ゆ

コントロ
"υ口02● コントロつし

口αO'い スイッチ
ロVOШM〔 コントロ‐レ

ロー スイッチ
ロHく■スイッチ
ロ0フ調〔XPジヤック
ロ

''匡
0図 ジヤック¥OP[N PRIC[

(実勢価格¥23350税込 )

¥0,[N,RIC[

(実勢価格 ¥38850税込 )

PHASE

¥OP[N PRC[

(実

"m構
¥45150税込 )

2。るステー,初曽可能なフェイズシフトモードに加な タイレクト

音をカットする0によるウアイプモードを
=籠

オールアナログサー

キットのナチュラルな高音貫サウントと 多彩な機能性が生み出す

新しいフェイズンフトサウンド

口Vt● M● コントロ‐
'日 Cヽ●Nコントロール

ロOEIIHコ ントロール
■,P=Dコントロフ ,

日%'`スイッチ

多彩なコントロつしとハイエンドコンポーネントが実現する∞年代
クラシックアンプのトレモロサウンLタ ップランポ フロントパ

ネルノプによツトレモロスピードを柔軟に留とします `種の異なる
波形から効果を選択することが出来ます

●0～OFフ ットスイッチ    ロЮtuM=コ ント0フ
'日■力1カιフットスイッチ    ロM00〔 コントロ

",日∝円ヽ コントロつし
ロシ0つ コントロつυ
口WハたFORMス イッチ

口
'HWⅥ

征スイッチ
ロⅨ,ジャック
ロ,1アウトブットジャック

TREMOL0

¥0,[N PRI([

(実勢価格 ¥35'∞ 税込 )
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SevenけSeven EC HARD CASE HEADルVAY CUSTOM HARDCASE

Ⅸ Rじ 31TO月 ,¥15750(税込 )

A[mmoss用 ,¥15750(税込 )

SЮRK用 ,¥15750(税込 )

HD月
`¥17 SO(税

込 )

HO HF月
`¥1乙

350{税込 )

HN月
`¥1'350(秘

△)

HJ月
`¥1み

35い(税込 )

LIGHT HARD CASE forEC′ ■B

¥10①O(税込 )

¥17 mC(税込 )

技いやすさを重視したライトハードケースです

ファスナーロックを搭鎗し セキュリティ面でも万

全 ショルダーストラップを付日しています

LICHT HARD CASE for UKULELE

O,MNO月 :¥iO S∞ イ税込 )

CONC[師 用`¥11%O(税込,

T[ヽ OR用
`¥12β

∞ (税込 )

撥0やすさを重視したライトハードケースで,
ファスナーロックを搭載し セキュリティ面でも万

全 ショルターストラップを付日していま,

BACCHUS CIC BAC DN-35
DN35(:¥16 mO(税 込 )

DNむ 5モ8¥17850(税込 )

m“Ho`H●、oM●0いol●,に付属するオリ

ジカ レギタ ッヽ佐 クッション性に優れ 収

納した楽彗をしつかりと守ります

BACCHUS CIC BAC
[G用 ,¥11550税込

〔3用 ,¥1珈 25継

区 CIい (M日 簗|ぃ に付目するオリジナ

ルギグバッ佐 余計な装飾憑巳したシンカ し

ullが魅力です ケース内 ヘットとプリッ

ジ付近に当たる部分は生粕を切り曽ス 十分

な強度を確保しています

STR PROTECT CASE
[G用

`¥147∞
(税込 )

E8用
`¥15750イ

務堅 ,

‐ ′UKT[NOR用
`¥12●

Юイ秘△)

ЯR`● b● オリジカ サのギグパッグで,収
納性 運搬性 楽鶴の剣 いずれにおい

ても,1常 I語0レ
～

して検計されておリ ユー

●‐
=―

ズに応える高品質なギグバッグで

す

HEADWAY HANDLE COVER
3tAC`80Rヽ

“

σ″N

各¥i OSO(税 込)

′ υ
ハードケースをより持ちやすく そしてドレスアップする●が

出来るヘットウエイのハンドルカバ¨ ど′方 ケースにも合わ

せやすい,色のカラ‐ リ`エーションで,

ワ駿ワ
ぬていo,カ レリンピックティアドロップ
COtOR WH■ 8臥 CKR[D
GAUG[`H[lv M[01UM

BACCHUSうウレリンピック BACCHUSサ ンドピック・ダイヤ
各¥105イ 税込 ) 各 ¥10'(税 込 )

3ェてヽぃサンドピックダイヤティアドロップ
CO[い ISBLUFPINK
GAUG[,H[Nγ

BACCHUSサ ンドピック・オーバル
各 ¥10X務腱 )

●9
3ェいo,サン ドピックオーバル ティア ドロップ
(0[OR,W‖ II MCκ
GAUG[ Omm 08mm

HEADWAYデ ,レ リンピック

各¥105イ 税込 )

HEADWAYサ ンドピック
各 ¥10'(税 込 )

贈|ル

マ
=

H[Ю alYカレリンピックトライアンタレ
COtOR WH■ 3臥 Cκ

GAUG[IMEDIUM「 HN

H3-サ ン ドビック トライアンカ ,
(0[OR,W‖ II MCκ
GAUG[ Omm 08mm

HEADWAY´ っヾ甲ピック MOMOSEオニギリピック Seven,Seven OalJAZZ

各 ¥iO'(税 込 )

H臥以Mγべつ甲ビックトライアングル
GAUG[M[D UII調 N

MOMOS[ラレリンピックトライアングル
GAUG[IH[Nγ MEDIUM

鰤̈
●●や
S¨¨

"。
●カレリンビックオフ しヽ

COtOR,8[U=83(KIVH I
GAUG[030mm100mm120mm

20
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Gultars iom」 apan DEVISER Co Ltd de■ser cojp

STR ULUTEM PICK

各 ¥iO,(税 込 )

,t

STR TRIANCLE

mベ ースピックトライアングル
G′U`[1075mm 100mm 120mm 160mm

BASS PICK

各¥105{継 ,

諏

Smウ ,けムビック
ぬ。9'088mm′ 100mm′ 1 20mm
b,d`op`060mm′ 030mm′ 100mm
T‖。●9。

`。
ωmm′ OeOmm′ 1∞mm

BACCHUS BSP300
COLOR`禽 [D3[U=GR●Y8臥 (КN″γ

各¥525イ 税込 )

HiЛ C HSP-200

COtOR 3K“″WH町 3K増

各¥1'X税込 )

HMC HSP500&501

COtOR13tAC`R[D8tU「 CM
各¥3150ィ 税込 )

BACCHUS BSP2500 HEAIIWAY HSP-2800

mに [[A翻  [R3tACK

各¥2'如く税込)

各¥λOX窃梃 )

HEADWAY HSP 5000

COtOR`3tAC`8ROVVN
各 ¥5250■ 税2)

DEUXE STRAP A101 DELUXE STRAP B201

各¥と
'Ю

く税込 ) COtOR`8臥 CKR[D VIHII

各 ¥3'8∈m)

ギター職人のポリッシュ ギター職人のオイルワックス

各 ¥8Юく税2)

ラッカー塗装された楽薔に最適のポリッシュ

極めて徹細なシリコン粒子が楽彗を優しく遭

き上げます クロスに適量を添付し ■くの

ばしながら軽い力て使月します

各¥■261(税込 )

オイルフィ
=ッ

シユ製品のケアに最適な

オイルワックスです ポディを乾拭きし

た後 クロスに適曇挿村し ポディ,凛

くの,おように使用します

BACCHUS SPEEDER PR0 BACCHUS SUPER FINE CLCITH  HEADWAY MICRO FIBER CLOTH

各 ¥■2ω{税2)

指と弦 指梅の摩擦を少なくし フィンガリ

ングをスムーズにするスプレータイ
‐
・ アイ

テム 指板・●保饉にも一役かいま,適 ■を

指板へ
・ ― し クロス

ー やわらかい

布て当本に広哄 使用します

てOtOR13[ヽ GR辟
各¥13“ 紐 )

― ・
旧

…

鰤 ・・ ¨

ロスです 傷が付きにくく 楽彗の塗膜を

傷めることなく拭き上げることが出来ま

す ブラックのグレーの2色展■で,

COtOR ORANG=8臥 Cや″HI
各 ¥840(税 2)

ヘットウェイの口Jがエンポス加

工されたオリジカ
'ク

ロスで,
そのおの過リマイクロファイバー

の
―

で楽Cを饉しく凛く事

が可能で,

HEADWAY CLCITH

OtOR GR[[NI[tOrV
各 ¥73■ 務魃 )

BACCHUS STRINCS
GAUG[,SU,[R[IGHI[GH■ Hま γヽ8∝ЮM(K)

38S■ 83S455Q455([助
[G各 ¥OP[N(86a)

=郎
T各 ¥OP[N(税込,

[辟 5ST¥0,[Nィ 3墜 )

ヽ
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HEADWAY STRINCS
GAUG[10mAtに8■[lα■MEDIUM

各¥OP[昨 (税込 )

STR STRAICHT BASS
,∞NOヽ則 ,わ

|ヽ,っ 0`A"WOい′1∝ γ
'"q税

込〕

"`",Hκ "",“
´
"W瑯

′
'“

γ22"(税込〕

'卸
て,t●Ⅲ

'解"‰
″
“
,'∝′1'Oγγあ(組 )

`,イ

oぃ 0,″0“力
“

″
“
フ,も′,30γ 2″qふ堅 ,

7師|,,① %0,0′解
"鶴

′
"W'0′ '30γ '鰤

α税込,

`"h,,∝
,′∝,0い′1%γ

'f∞
(税込,

,ゝ

`o,,HIく
υ眈∝,′

“
,06′ 0'``う 0'(税込)

,続商0,せ oⅢ3“′嚇′∞,|の′12`γ
`2X瑕

込)

`ゝ

イo,,②′y,′の
'′“

ワ|の′12`γ
'14ス

税込)

STR STRAICHT AC
獅 m・ Ⅲ 臨 ´ 欄 コ

'GQ鶴 響 糊

餌 Pお ,¨●18Ю,た l β14 '0つ4曜 0“
¥唄 継 〕

BC■ 10 BBA 10BBA-15

3Gtti O

¥0,[N PRC=
38岸iO

¥0,[N,RIC[
88岸 15

¥0,[N PRIC[

BACCHUS HMC HS

HSむ OЮ 3m`¥630(穂 a)
HSつ OЮ

'm`¥,35(税
込 )

‖党 OOβm`¥,45(税込 )

H,SOOわ m,¥1260(税込 )

H'Ю O″ ml¥1470(税込 )

Complete of BACCHUS&HEADWAY

… で
力
儡千職繁|

¥λ虹  (務2)

m(Hos H●1図AO:贅 11,と

Hm鵬
`●

面
`、

の製

「

L程を余

すことなく収録したOVOで ,
百瀬線 をはじめとする轟人の技

術がJ鴇見える映像作品となつて

います

ENTRY SET

渕崎者に最適なアイテムが掬0た

エントリーセットです 交換月弦

ストラッス クロス ピックなど

上遠に必要不可欠なアイテムが充

実していま, (セ ット内容は予

告壕く変更する●がこさいまJ

アコースティックギター見
`¥OP[N

９

一
υ
一

¥0,[N

BACCHUS DB BRIDCE
Oテイルビース

4Я lγ ,メ0(税込 )

'Я
lγ

`'00(税

込)

Cヘースプレート
4¶ l γ4210(観込 )

'¶
lγ 4″

'1税
込)

Cサ ドルハウジング
H,卜 |`3月  γl'7,1瑕込 )

いWυ 観 }γ l'7■ 窃駆 )

④サドル

'い

。102弦用}γ lい0(税込)

[|,● ,4'弦用}γ10'0(税込)

COTOH CE108-TS
GO[D,¥15750(税込)

(HROM[,¥1,700(税 込 )

高い精度を
"る

ドレモロユニットを

ランナップする 0い OHと ,|``卜い

のコラボレート コンポーネント

スティフサ イナーンャプロックと

ガタつきの少ないインチサイズの弦

4ST S『
`¥16 eOo(税

込 ,

5ST S『
`¥21000(秘

a)

高コ薔ネジを持つ IQ=いいビツチのステ‐
' 

ブレスサ ドルをマウ

ント アーミングを多廂するトリッキーなプレイにおいても高い安定

性を約束しま,

GO[D`¥186,0(税 込 )

(HROM[`¥17640(穂△)

プレー トのみ
GO[D`¥15580(穂a)

(HROM[`¥1■ 700(穂△)

1弦倒の壁に切り込みを餃計したオリジナル スティリ ,ブ レー ト

に 各弦ことのオクタープ調整が可能な OσЮHヽ平,サ ドルをマ

ウントしな オリジカ
'プ

リッ,た T:モ カ
'の

基本性能を飛躍的

に向上しま,

4元 ,Ⅲ ぃ ,lt110Ⅲ  Ⅲ弦ビッチ仕樽● :3用 ビックアップフェンス

DEVISER DTB l SET DEVISER DC■ 1

GOLD,¥3780(3墜 )

(‖ROM[,¥3150(税込 )

■タイプ月オリジナル コントロール′,′ストク′曜 Wを搭也可能

‘
■

，

PICK UP FENCE

4,,¥OP[N(税込 )

5,I¥OP[N(1魅 )

C〕●l●L制到モノラい辞7Ц税込
R‖りЮ2ステレオ)¥3,,0(税 込 )

高音質 高耐志 ロジウムメッキジヤックです 電気抵抗″少なく

飛
=的

に音賃を向上 II久性にも優れています

STR SUPER BRASS KNOB

GO[D`¥ゎ る (税込)

Cヽ([¥と310(税込 )

8RASS`¥2100(税込 )

釘,`J● ●SBモデル ЯOヽR,=

の一部モデルに使用されている

プラス期

'出

しOi級ノス 機能

性と高級感を再立し応 8ヽ員 アイ

テムて

'

SeventySeven PICK UPS

A[255 Hom″po)`¥15750(税 込 )

疋5100S(P,0″ po,¥12600(税込)

'中

●
"●

"●
,`●■|`0各稲モデ

ルに搭載されているオリジナル
,0です 素材の持ち味を素直に

;き出すチチュラルで力強いサウ

ンドが特撤です
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STR GU口TARS PARTS L口‖EUP

POT (

■■●

0,,ト

口農,ト

ロ農●う,,■
'ド

ロ農,W●ド

●●●

"‐
・ |ン■,,

W′チ(め lヽl● |̈)

W′,(い‐鴨布Ⅲ

"

の,丼外妬ωκ

,イ唸■,|“
,イ●′■,ド 訥 来

,イ唸■,卜 ,1“

,,,卜

'″
|～嗽

2●「
'つ

,^邸
,,,卜

'″
IA(lt

"MI―ス
"↓

た,|,,,(珈νmκ )

ス
"¨

た,卜

`,,(如
～
宏珈0

飩
"″

mェっ

“

|■饉
フ●●

ス

"オ‐ oし ′
=′"ンドレ′ス九オ

“

ズ|,■め,W
スル■卜,'′

"■
譴

t壼ド,"`W
卸ムス0‐動

9縣ス0画 ,

スル■卜
"釧

“

●′
'■

|''W

“

●●‐●●●

“

●′●●●●

“

κ)

"●
― ●●

“

●′●●●●ヽ
"0●

"●

′̈
…

輛
"

“

●′●●●●嵐 00)

い●●‐●●

“

釘 コ

■ 丸 }眺

て 丸

""■ 角 }眺

■ 角渕出

“

輛

■ 丸●眺

π え
""■ 角 }藤

π 角
"悧

…

Gultars iom」 apan DEVISER Co Ltd ‐de、iser cojp‐

WIBE

‐黎 ●

痴

St●

疼 ,0

,,お,,

…

`,"'

凛

“,″,',畝 ,イト

方ズ
""0¨

|)

方ズ
""い

詢

', 
わ

“
′チ(商

“
′チ〈̈ )

,ヽ t扶 〈m)

‐● ●

峰

″■ 事ヽメ

ス|―ドー。。

ズt ,つ¨3

1,ト ー,κ

′●|―●●

`,ト

ー人ヽ
“′,い,,'外 ●κ■

′,■,,■,|■k,
′,い,,'外 kЮマ

′,い,,ス,|まわ,

スt ,■メ

,`―ドー。。

スト |■ おヽ

,,ト ー
`κ

^外
‐0

,,ト ー
^疇

′,い
"■

,ヽ コK～

′,■,,■ ,ヽ つて,
′,い

"■
,卜 КЮ

～
′,",■ ,ヽ ま0,
,″,"″

",「ド‐

`“
匈

ドユ (0"
|‐

`“
Ю

t●●

肛 (`,本 )

OR●,ネ ,

00(,,本 )

OK(12本 ,

■,

`′

|ィ

J10K

豪

軟 tス わ,

剪 ,"| ズ

`,,

日農い‐ズイ
"

口震 外ヽ 務

0枢 1舛々,,

■ スわ,(,力い

●ヽ スわ,(う

'外

)

譴 ′チてい jlん、,

継

輛 ズー つちズ′,

方 ズ

"" (‐
ν輌 共用 )

■3t●

剪 ′,い ,■月,柿¨
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SGREW

口贔
`

'●

イ,ヽ  `,(●綸

,ス ,力 ,用  |ズ いわ

,0日

`ズ `m)

`,,,―
1円 t,(― ,

,,卜 |ン需|ス (― ,

',,●

00用
=,(Ⅲ

Ⅲ

・ ヴ

菫薔

面

“

ネ ,

0ヽ イ,本 ,

00(`本
'

`К
●本 )

,し 月ヽ OR Oネ
'

,。 ,卜 用 00(,本 ,

,し 月ヽ
`ヽ

●本 )

,ア用 0●

“
=,

ウ月 00Cネ ,

,ア用 OК l,本
'●力

',諄
用0“本 ,

●
`●

カー用●●,ネ ,

●■
',卜

用 ,ヽ ●本 )

ウ

""用
0“ 率 ,

'力
ヽ用 00C摩 )

'"“
用 ,く ,本 ,

0し,,用 0“ 本 ,

0●ⅢO用 00,本 ,

0し,,用 ,く ,本 ,

OR12本 ,

0メ ,,ネ ,

`k2本
)

OR,ネ ,

00(2本 ,

,く 2本 ,

0郎 本 ,

000ネ ,

薔

釘 ll“κ,

釘 同 ¨ゆ

釘 需 0加 )

t用
■,月 ¢瑯

■,用 ●0
■,月 (,0

“"|‐
用 ,ス )

・‐ m‐ 用 (M"
0●●●●IЯ ′,し (ヽ隧

'

0●●"需
′,レト●●0)

0●r● ●1用 ′

'ア “

X,

0●●‐
`用

′″

"0,
''′

,●シヽ日 (`k,

,眩 ,ル 用ヽ Wm

O'′ ,ア用 (Ⅸ ,

●レ ツ 用

"H,,● 用 (Ⅸ ,

税込定ロ

税込定●

Tヽ蚊
口島名

,,「 r,需 跡 ト

′、
",'―

菫薔

t● |イ,  ア
"ヽ

(2口
'

t● ,イ,-00● ll,

証 ,イ ,コ |● 輌 )

S,わ ●炒 ● ,

証 ,イ ,“020,
0ヽ●■ )

渕ス241,

稜込定

「

壺At●

口G.中

冑島名

ズ
'リ

ン
'●,―ズ,,''

ス,,,'“ ,‐

‐ヽ ,■
'ス

饉●

,力 |′ ,研
“

Ю

,,,|`,,メ ″ 0,

,力 |′ リアOk)

,"|`|,("0'

7■ ′,の いヽ

7-,′ ,の ″` 0)

7■ 川アは )

7-,′ ,7 1VO)

崚ヽ定饉

番

令し,イ,(m)
,彬,`'(∞ ,

令し,イ,(メ ,

',日
,イ ,C●

'

ネ,日 ,`,(m)
●,日 ,わ

“

や

",イ
, C● )

,´ ,わ

“

0)

",わ
0や

¨ ,`, ″ 0)

い ,イメOЮ

ら,,″ち●■

菫春

`●
0,●●●

叡
`“

●●

掲載商品に関するお問合せは・・・ディバイザーカスタマーサポート (ディバイザーWEB事業部内)

TEL:0263-57-9608  E― mail:support@deviser.coJp

株式会社ディバイザー

― |lm四 Jロ

Pmo口ulT clTALOIUE
員UG.2010

総発売元

〒399Ю033長野県松本市大学笹質 70726

T[[:0263868803′ FAX:0263363778

UR[:httpノ /・.ww dev serco,p

[malいfo¨ oヽer(o,p

SPECIAL AGENT

SOAR‖US10
TEL:078‐805‐6722
E‐ma‖:info@bacchusdo.com
(URL)http:〃 bacchusdo.comノ

●製品の仕様 価格は予

"無
く変更する場合がございます

●撮影 印畢!な どの都合上 実際のこと翼なる場合がございますのでご了承下さい

0面格は全て税込です


