管

管楽器手入れ用品・
ダダリオウッドウインズ・リガチャー

管楽器・リード楽器

■管楽器お手入れセット
セット組内容／管楽器初心者や楽器購入時等に、お手入れに必要なものを
セットにしました。
品

名

セ

ト

容

税込価格（税抜価格）

ローターオイル（ノズルは付属しておりません）
、トロンボーンスライドオイル、スライドグリススティック、ポリシングクロス M、ポ
リシングガーゼ L（1 枚）
、クリーニングスワブ TBEP、マウスピースブラシ L、金管ウォーターシート（1 枚）
、巾着袋、取扱説明書

4,477（4,070）

バルブオイルレギュラー（40ml）
、スライドグリススティック、ポリシングクロス M、ポリシングガーゼ L（1 枚）
、クリーニング
スワブ TBEP、マウスピースブラシ L、金管ウォーターシート 1P、巾着袋、取扱説明書
バルブオイルレギュラー（40ml）
、スライドグリススティック、ポリシングクロス M、ポリシングガーゼ L（1 枚）
、クリーニング
スワブ BB、マウスピースブラシ L、金管ウォーターシート 1P、巾着袋、取扱説明書
ローターオイル（ノズル付）
、ロータースピンドルオイル（8ml）
、レバーオイル（8ml）
、ポリシングクロス M、クリーニングスワブ
BB、マウスピースブラシ L、金管ウォーターシート 1P、巾着袋、取扱説明書
キイオイルライト（8ml）
、シルバークロス M、ポリシングクロス S、ポリシングガーゼ L（1 枚）
、クリーニングペーパー、パウダー
ペーパー、トーンホールクリーナー（3 本）
、金管ウォーターシート 1P、巾着袋、取扱説明書
キイオイルライト（8ml）
、コルクグリススティック、ポリシングクロス S、クリーニングスワブ OB、クリーニングペーパー、パウダー
ペーパー、トーンホールクリーナー（3 本）
、金管ウォーターシート 1P、巾着袋、取扱説明書
キイオイルミディアム
（8ml）
、
コルクグリススティック、
ポリシングクロス S、
クリーニングスワブ M、
クリーニングペーパー、
パウダー
ペーパー、トーンホールクリーナー（3 本）
、金管ウォーターシート 1P、巾着袋、取扱説明書
キイオイルヘビー（8ml）
、ポリシングクロス M、クリーニングスワブ S、クリーニングスワブ SAX、クリーニングペーパー、パウダー
ペーパー、トーンホールクリーナー（3 本）
、金管ウォーターシート 1P、巾着袋、取扱説明書
キイオイルヘビー（8ml）
、ポリシングクロス M、クリーニングスワブ FGOT、クリーニングペーパー、パウダーペーパー、トーンホー
ルクリーナー（3 本）
、金管ウォーターシート 1P、巾着袋、取扱説明書

4,356（3,960）

トロンボーン（テナー）

ユーフォニアム
チューバ（ピストン）
チューバ（ロータリー）
フルート・ピッコロ
オーボエ
※ クラリネット
サクソフォン
ファゴット

3,993（3,630）

4,235（3,850）

4,477（4,070）
4,598（4,180）
3,993（3,630）
4,477（4,070）
3,993（3,630）
4,477（4,070）
4,477（4,070）

ダダリオウッドウインズ（リコ）H リガチャー
品

Hリガチャー（キャップ付） B♭クラリネット用

規格・仕様
ゴールドプレート

Hリガチャー（キャップ付） B♭クラリネット用

ゴールドプレート“特注メッキ”

Hリガチャー（キャップ付） B♭クラリネット用

シルバープレート

Hリガチャー（キャップ付） アルトサックス用

ゴールドプレート

Hリガチャー（キャップ付） アルトサックス用

シルバープレート

■クラリネット用リード

ダダリオウッドウインズ（リコ）
〈レゼルヴ／グランドコンサートセレクト〉

エヴォリューション レゼルヴクラシッ
♭
（アンファイルド） ク B クラリネット

内

4,598（4,180）

※ ホルン

■リガチャー

ッ

クラリネット用

バルブオイルレギュラー（40ml）
、スライドグリススティック、ポリシングクロス S、ポリシングガーゼ S（2 枚）
、クリーニングス
ワブ TPHR、マウスピースブラシ S、金管ウォーターシート 1P、巾着袋、取扱説明書
ローターオイル（ノズル付）
、ロータースピンドルオイル（8ml）
、レバーオイル（8ml）
、ポリシングクロス M、クリーニングスワブ
HR2、マウスピースブラシ S、金管ウォーターシート 1P、巾着袋、取扱説明書
スライドグリススティック、トロンボーンスライドオイル、ポリシングクロス M、ポリシングガーゼ L（1 枚）
、クリーニングスワブ
TBEP、マウスピースブラシ L、金管ウォーターシート 1P、巾着袋、取扱説明書

トランペット

トロンボーン
（ロータリー付）

ホルン用

レゼルヴ
♭
B クラリネット

品

レゼルヴバスクラリ トラディショナル シックブランク
ネット（ファイルド）
（ファイルド）

名

名

■サクソフォン用リード

ダダリオウッドウインズ（リコ）
〈レゼルヴ／グランドコンサートセレクト〉

エヴォリューション レゼルヴ
（アンファイルド） アルトサクソフォン

レゼルヴ
テナーサクソフォン

レゼルヴ
ソプラノサクソフォン

規格・仕様 税込価格（税抜価格）

ソプラノ
サクソフォン

アルト
サクソフォン

品

テナー
サクソフォン

バリトン
サクソフォン

税込価格（税抜価格）
12,650（11,500）
14,300（13,000）
8,800 （8,000）
12,650（11,500）
9,020 （8,200）

■サクソフォン用リード

ダダリオウッドウインズ
（リコ）
〈ジャズセレクト〉

ソプラノサクソフォン
アルトサクソフォン

名

テナーサクソフォン
バリトンサクソフォン

規格・仕様 税込価格（税抜価格）

※ レゼルヴ（エヴォリューション）

1箱（10枚） 4,400（4,000） ※ レゼルヴ

※ レゼルヴ（クラシック） Ｂ♭ クラリネット

1箱（10枚） 3,960（3,600） ※ レゼルヴ ソプラノサクソフォン

1箱（10枚） 3,520（3,200）

※ レゼルヴ Ｂ♭ クラリネット

1箱（10枚） 3,080（2,800） ※ レゼルヴ テナーサクソフォン

1箱 （5枚） 3,300（3,000）

E♭ クラリネット

1箱（10枚） 3,410（3,100） ※ レゼルヴ

1箱 （5枚） 4,840（4,400）

バスクラリネット

1箱 （5枚） 3,080（2,800） ※ グランドコンサートセレクト ソプラノサクソフォン

1箱（10枚） 3,300（3,000）

※ グランドコンサートセレクト Ｂ♭ クラリネット〈トラディショナル〉

1箱（10枚） 3,080（2,800） ※ グランドコンサートセレクト アルトサクソフォン

1箱（10枚） 3,850（3,500）

※ グランドコンサートセレクト Ｂ♭ クラリネット〈シックブランク（ファイルドカット）〉

1箱（10枚） 3,740（3,400） ※ グランドコンサートセレクト テナーサクソフォン

1箱 （5枚） 2,860（2,600）

グランドコンサートセレクト Ｂ♭ クラリネット〈シックブランク（アンファイルドカット）〉

1箱（10枚） 3,740（3,400） ※ グランドコンサートセレクト バリトンサクソフォン

1箱 （5枚） 4,510（4,100）

グランドコンサートセレクト Ｂ♭ クラリネット〈エヴォリューション（ファイルドカット）〉

1箱（10枚） 3,740（3,400） ※ ジャズセレクト ソプラノサクソフォン（ファイルドカット／アンファイルドカット共に） 1箱（10枚） 3,520（3,200）

レゼルヴ
※ レゼルヴ

アルトサクソフォン

バリトンサクソフォン

※ グランドコンサートセレクト Ｂ♭ クラリネット〈エヴォリューション（アンファイルドカット）〉 1箱（10枚） 3,740（3,400） ※ ジャズセレクト アルトサクソフォン（ファイルドカット／アンファイルドカット共に）

1箱（10枚） 4,290（3,900）

1箱（10枚） 4,290（3,900）

グランドコンサートセレクト E♭クラリネット

1箱（10枚） 3,630（3,300） ※ ジャズセレクト テナーサクソフォン（ファイルドカット／アンファイルドカット共に） 1箱 （5枚） 3,190（2,900）

グランドコンサートセレクト バスクラリネット

1箱 （5枚） 3,080（2,800） ※ ジャズセレクト バリトンサクソフォン（ファイルドカット／アンファイルドカット共に） 1箱 （5枚） 5,170（4,700）

■リードケース、メンテナンス商品〈リード・ヴァイタライザー〉
品

規格・仕様
シングルリード用マルチ（E ♭クラリネッ ・リード 8 枚収納可
リードヴァイタライザー・ ト～バリトンサクソフォンまで収納可） ・湿度調整パック 72% 1 袋付
※
リードケース
ダブルリード用
・リード 5 本 収納可
（オーボエ、ファゴット兼用）
・湿度調整パック 72% 1 袋付
湿度コントロールパック
※ リードヴァイタライザー
72%
（詰め替え用保湿ジェル）

■クラリネット用
マウスピース
ダダリオウッドウインズ
（リコ）レゼルヴ

46

名

品
名
♭
レゼルヴ B クラリネット用
※
マウスピース
レゼルヴ
エヴォリューション
♭
B クラリネット用マウスピース

税込価格（税抜価格）
5,390（4,900）
5,390（4,900）
1,100（1,000）

規格・仕様
税込価格（税抜価格）
X0/X5/X10/X10E/X15E/X25E
（Tip opening=1.00mm/1.05mm/1.12mm/1.11mm/1.18mm/1.25mm） 15,400（14,000）
EV10（tip Opening 1.08mm/Pitch=440Hz）
、
18,700（17,000）
EV10E（Tip Opening 1.08mm/Pitch=442Hz）

