
管
管楽器・リード楽器

ロータースピンドルオイル
価格：¥847（税抜 ¥770）
◆錆、摩耗を防ぐ、ロータリーバルブ軸受け部専用オ
イル。ローター軸の動きをスムーズにし、ノイズの発
生を防ぎます。
100% 化学合成オイル。

コルクグリス
［コルクグリス］［コルクグリススティック］
価格：各 ¥605（税抜 ¥550）

［コルクグリスジェル］
価格：¥715（税抜 ¥650）
◆ジョイントコルク部の汚れを拭き取り、グリスを薄く塗布。管
の気密を保ち、動きをスムーズにします。

クリーニングスワブ
［オーボエ用］　価格：¥1,936（税抜 ¥1,760）

［ファゴット用 / ワンピースタイプ］※ 1　価格：¥2,299（税抜 ¥2,090） 
［ファゴット用 / セパレートタイプ］※ 2　価格：¥3,025（税抜 ¥2,750）

［アルト／テナーサックス用］　価格：¥1,815（税抜 ¥1,650）

［ソプラノサックス用］　価格：¥1,936（税抜 ¥1,760）

※1：1枚でテナージョイントとダブルジョイントの両方に使用可能です。
※2：それぞれのジョイントの形状にあった2種類のスワブが入っています。

ブラスソープ
価格：¥792（税抜 ¥720）
◆管体やマウスピースの内面のクリーニングに最適。
30°〜 40° C の温水と混合し、フレキシブルクリー
ナーで洗います。

クリーニングスワブ
［S］価格：¥704（税抜 ¥640）
クラリネット、サクソフォンのネッ
ク・マウスピース用。

［M］価格：¥792（税抜 ¥720）
バスクラリネット以外のクラリネッ
ト管体用。 

［L］価格：¥1,034（税抜 ¥940）
バスクラリネットの管体用。
◆新開発のスワブ専用マイクロファ
イバー素材の布地を採用。優れた吸
水性能となめらかな通し心地を実現。

オイル・グリスクリーナー
価格：¥1,155（税抜 ¥1,050）
◆金管楽器の油・グリス・固着したチリやホコリをすば
やく溶かしクリーニング。スプレーした後、柔らかい布
で拭き取ってください。

チューニングスライドオイル
価格：¥913（税抜 ¥830）
◆トリガー付きの第 1、第 3 抜差管専用オイル。中
管の表面に数滴注油し、オイルがよく行き渡るよう
に動かします。軽く滑らかなスライド動作が長時間
持続します。100% 化学合成オイル。

メタルポリッシュ
価格：¥847（税抜 ¥770）
◆アンラッカー、ニッケルメッキ、洋白材の部分に
使用する研磨力の強い研磨剤。ポリシングガーゼや
ポリシングクロスに染み込ませて磨きます。

シルバープロテクター
価格：¥1,210（税抜 ¥1,100）
◆クロスなどに染みこませ、楽器に直接塗ることで銀
や銀メッキの変色を防ぎます。効果持続期間は 3 ヶ月
が目安です。容量 50ml。

ラッカーポリッシュ
価格：¥847（税抜 ¥770）
◆ラッカー仕上げ専用のポリッシュ。楽器表面の汚
れを取り除き、艶のある光沢を生み出します。ポリ
シングガーゼやポリシングクロスに染み込ませて磨
きます。

サックスモンスタースワブ
［SS］価格：¥2,178（税抜 ¥1,980）
［AS］価格：¥2,299（税抜 ¥2,090）
［TS］価格：¥2,541（税抜 ¥2,310）
［BS］価格：¥3,751（税抜 ¥3,410）
◆吸水性の高いマイクロファイバー製
スワブと内側の別生地が、管内の水分
を隅々まで吸い取ります。

クリーニングロッド〔金管用〕
［S］［MS］価格：各 ¥363（税抜 ¥330）　［M］価格：¥429（税抜 ¥390）

◆プラスチック製。やわらか
く、よくしなり、マウスパイ
プ部の掃除も可。安全かつお
手入れがしやすくなります。

レバーオイル
価格：¥847（税抜 ¥770）
◆錆、摩耗を防ぐ、ロータリーレバー軸受け部専用オ
イル。レバーの動きをスムーズにし、ノイズの発生を
防ぎます。
100% 化学合成オイル。

シルバーポリッシュ
価格：¥924（税抜 ¥840）
◆銀や銀メッキ仕上げの楽器表面の変色や汚れを取
る時に使用します。ポリシングガーゼやポリシング
クロスに染み込ませて磨きます。

クリーニングロッド
［スライド用］価格：¥715（税抜 ¥650）

◆全体にポリシングガーゼを巻いてスライド内面をクリーニン
グ。スチールにクロームメッキした丈夫なクリーニングロッド。

ローターオイル
価格：¥1,023（税抜 ¥930）
◆ローター回転面専用オイル。ローターの動きをス
ムーズにします。
100% 化学合成オイル。

ピッコロスワブ
価格：¥3,300（税抜 ¥3,000）
◆ピッコロ専用スワブ。スワブ生地に
マイクロファイバーを使用。楽器を組
み立てたままで管内の水分を除去でき
ます。

金管マウスピーススワブ
［S］価格：¥1,089（税抜 ¥990）
［M］価格：¥1,155（税抜 ¥1,050）
［L］価格：¥1,210（税抜 ¥1,100）

◆マウスピース専用のクリーニング
スワブです。超極細繊維のスワブは
吸水性がよく、マウスピース内側の
水分や汚れをきれいに取り除きます。

クリーニングロッド
［ピストン用］価格：¥572（税抜 ¥520）

◆全体にポリシングガーゼを
巻いてクリーニング。スチー
ルにクロームメッキした丈夫
なクリーニングロッド。

キイオイル
価格：各 ¥1,034（税抜 ¥940）

［ライト］粘度：低い（ピッコロ、フルート、オーボエ）
［ミディアム］粘度：中間（クラリネット）
［ヘヴィー］粘度：高い（サクソフォン、バスクラリネット、ファゴット）
◆キイポストと鍵管の間や鍵管内面に使い、錆や摩耗を防ぎます。
100% 化学合成オイル。

シルバークロス
［M］価格：¥1,034（税抜 ¥940）

［L］価格：¥1,518（税抜 ¥1,380）
◆銀や銀メッキ仕上げの楽器表面の変色や汚れを取り、きめ細や
かな美しい光沢をもたらします。

クリーニングロッド
［フルート用］［ピッコロ用］価格：各 ¥440（税抜 ¥400）
◆全体にポリシングガーゼを
巻いて管体内面をクリーニン
グ。反射板位置をチェックす
るための溝が入っています。

ファゴットボーカルスワブ
価格：¥1,452（税抜 ¥1,320）
◆ファゴットのボーカル専
用スワブ。スワブの先端が
樹脂製のため、曲管部の掃
除が容易にできます。

木製クリーニングロッド
［フルート用］価格：¥1,210（税抜 ¥1,100）
◆楓材をオイル処理し耐湿性を
もたせたマニア向けのクリーニ
ングロッド。反射板位置をチェッ
クするための溝が入っています。

オイル用ノズル
［キイオイル・レバーオイル・
ロータースピンドルオイル用］
価格：¥297（税抜 ¥270）

[ ローターオイル専用］
価格：¥429（税抜 ¥390）
◆各オイルに対応。ユーザーの好みで針
につけ変えて使える様にする。中栓、ノ
ズル、キャップのセット。

ラッカークロス
［M］価格：¥1,034（税抜 ¥940）

◆ラッカー塗装の金管楽器、サクソフォン
専用クロス。楽器表面の指紋や汚れを取り
去り、シリコンの被膜を形成し、汚れを付
きにくくします。

サクソフォン
ネックブラシ
価格：¥1,012（税抜 ¥920）
 ◆サクソフォンのネックに使用します。

［AS・TS・BS 用］

クリーニングロッド黒檀
［フルート用］価格：¥1,881（税抜 ¥1,710）
◆高級な黒檀材を使用した、美
しいフルート用クリーニング
ロッド。反射板位置をチェック
するための溝が入っています。

シルバークロススリム
価格：¥792（税抜 ¥720）
◆シルバー：シルバークロスを幅 15mm 長さ 300mm
の 5 本入り。

トーンホールクリーナー
価格：¥473（税抜 ¥430）
◆トーンホールやキイの細
部の汚れを取るときに最適。
そのまま使うことも、折り
曲げて使うこともできます。

クリーニングロッドロングタイプ
［フルート用］価格：¥4,235（税抜 ¥3,850）
◆管内の水分を取りたい時に、
フルートを組み立てたまま頭
部管を動かさずに掃除ができ
ます。インナークロス付き。

フレキシブルクリーナー
［SL］価格：¥1,760（税抜 ¥1,600）

［S］価格：¥1,639（税抜 ¥1,490）（ホルンなど）
［L］価格：¥1,760（税抜 ¥1,600）（チューバなど）

◆自在に曲がるので、曲管部分の内面クリーニングに最適。

ポリシングクロス
［S］価格：¥429（税抜 ¥390）

［M］価格：¥539（税抜 ¥490）

［L］価格：¥891（税抜 ¥810）

［LL］価格：¥1,529（税抜 ¥1,390）

◆ネル素材の柔らかいクロス。楽器表面の艶だしに適したクロス
です。各種ポリッシュとともに使用すると効果的です。 クリーニングペーパー

価格：¥462（税抜 ¥420）
◆タンポとトーンホールの間には
さみ、軽く数回押すことにより、
水分、油分を吸収。タンポの寿命
を延ばします。70 枚入り。

ボアオイル
価格：¥671（税抜 ¥610）

（クラリネット、オーボエ、ファゴット用）
◆水分による変形やひび割れを防ぐオイル。クリーニ
ングスワブ等にオイルをごく少量しみこませ、管内に
塗ります。

ポリシングクロス DX
［M］価格：¥759（税抜 ¥690）

［L］価格：¥1,045（税抜 ¥950）
◆超極細繊維使用の柔らかくきめ細かいクロ
スです。楽器表面の艶だしに適しています。

パウダーペーパー
価格：¥583（税抜 ¥530）
◆クリーニングペーパーでタンポ
の水分を取り除いた後使用。タン
ポのベタつきを取り、気になるノ
イズを防ぎます。50 枚入り。

バルブオイル 価格：各 ¥792（税抜 ¥720）

◆ピストンとバブルケーシングを内側か
らコーティングして金属を錆から守りま
す。素早いレスポンスと滑らかさが長時
間持続します。滑らかなバルブアクショ
ンが得られます。
100% 化学合成オイル。

［スーパーライト］粘度：大変低い（アドリ
ブなど早いパッセージの演奏に）

［ライト］粘度：低い（プロモデル・カ
スタムグレードの楽器向け）

［レギュラー］粘度：中間（ステューデ
ントモデルや輸入管楽器向け）

［ヴィンデージ］粘度：高い（使いこま
れた楽器や中低音金管楽器向け）

フレキシブルクリーナー
スーパー

［S］価格：¥2,057（税抜 ¥1,870）（ホルンなど）
［L］価格：¥2,178（税抜 ¥1,980）（チューバなど）
◆角度の小さい曲管も通すことができるクリー
ナー。

スライドグリス
［スライドグリス］［スライドグリススティック］
［スライドグリスウルトラハード］価格：各 ¥605（税抜 ¥550）

［スライドグリスジェル］価格：¥715（税抜 ¥650）

◆抜差管に塗ります。抜差管の気密を保ち、錆や摩耗を防ぎます。
緩みが気になる場合はウルトラハードがお勧めです。

ボーカルブラシ
価格：¥1,397（税抜 ¥1,270）
◆ファゴットのボーカル内面クリーニング
用。自在に曲がるのでボーカル内面のクリー
ニングに最適。

インナークロス
［ピッコロ用］価格：¥847（税抜 ¥770）

［フルート用］価格：¥1,155（税抜 ¥1,050）

［フルートロング用］価格：¥2,178（税抜 ¥1,980）

◆超極細繊維を使用した、オシャレなクロス。おどろくほど水分
と汚れを拭き取ります。

マウスピースブラシ
価格：各 ¥649（税抜 ¥590）

［S］トランペット、コルネットなど小
さなマウスピース用。［L］ユーフォニ
ウム、チューバなど大きなマウスピー
ス用。

ポリシングガーゼ
［S］価格：¥550（税抜 ¥500）
［L］価格：¥792（税抜 ¥720）
◆楽器表面や内部のクリーニング
に最適。各種ポリッシュと使うと
効果的。キトサン抗菌処理を施し
ました。

トロンボーンスライドオイル
価格：¥825（税抜 ¥750）
◆トロンボーンスライド用オイル。スライドアクション
をスムーズにします。塗りやすい先端形状。

金管クリーニングスワブ
〔TPHR〕：Tp、Hr 抜差管用　価格：¥1,210（税抜 ¥1,100）

〔HR　〕： Hr マウスパイプ用　価格：¥1,331（税抜 ¥1,210）

〔TBEP〕： Tb、Ep の抜差管用　価格：¥1,331（税抜 ¥1,210）

〔TB　〕：Tb スライド外管用　価格：¥1,452（税抜 ¥1,320）

〔BB〕：チューバ抜差管用　価格：¥1,936（税抜 ¥1,760）

◆金管楽器の管体内部の水分を除去。腐食を防ぎ、楽器を長持ち
させます。ウォータースプレー

［S］価格：¥814（税抜 ¥740）
［L］価格：¥946（税抜 ¥860）

スライドクリーム
価格：¥726（税抜 ¥660）

◆ウォータースプレーとスライド
クリームは一緒に使用。スライド
クリームをごく少量指につけ、ス
ライド中管のストッキング部分に
均等に塗り、ウォータースプレー
で水を吹き付けます。軽快なタッ
チが得られ、気密性を保ち、摩耗
を防止。抜差し管には使用できま
せん。

マウスピースクリーナー
価格：¥1,045（税抜 ¥950）
◆マウスピースを清潔に保つノンアルコールタイプの
クリーナー。歌口に直接スプレーし、乾いた柔らかい
布で拭き取ります。木製以外の全てのマウスピースに
使用可能。

※モデルチェンジの為、色や形が変わる場合がございます。

［S］

［L］

［SL］ ［S］ ［L］

ライト ミディアム ヘヴィー

［フルート用］

［ピッコロ用］

［コルクグリス
スティック］

［スライドグリススティック］ ［スライドグリスジェル］

［スライドグリスウルトラハード］

［コルクグリス］

［スライドグリス］

素材：マイクロファイバー

[ファゴット用
ワンピースタイプ]

[ アルト／テナーサックス用 ]

[ ファゴット用
セパレートタイプ ]

[ オーボエ用 ]

［L：3枚入］ ［S：2枚入］

[ソプラノ
サックス用 ]

［スーパーライト］［ライト］

［レギュラー］［ヴィンテージ］

[BS]

[SS/AS/TS]
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［コルクグリスジェル］

［L］

［S］

［S］容量15ml ［L］容量 80ml
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