
打
打楽器

スネアドラム
MSS1310

（13 インチ、4.0kg）
価格：¥33,000（税抜 ¥30,000）

MSS1210
（12 インチ、3.6kg）　
価格：¥30,800（税抜 ¥28,000）
13″ ·12″共パール CC ヘッド /ST ヘッド使用

キャリングホルダー（別売）
MCH-20S
価格：¥14,300（税抜 ¥13,000）
身長 105 ～ 140 ㎝に対応。1.2 ㎏

テナードラム
MST1310

（13 インチ、3.7kg）
価格：¥27,500（税抜 ¥25,000）

MST1210
（12 インチ、3.3kg）　
価格：¥25,300（税抜 ¥23,000）
13″ ·12″共パール CC ヘッド /ST ヘッド使用

キャリングホルダー（別売）
MCH-20S
価格：¥14,300（税抜 ¥13,000）
身長 105 ～ 140 ㎝に対応。1.2 ㎏

■マーチングドラム		スクールシリーズ	（対象：小学生　受注発注品）

■マーチングドラム		コンペティターシリーズ	（対象：小学生〜高校生　受注発注品）

クォード・セット
（8″10″12″13″）
CMT8023N/C

（9.4kg）
価格：¥116,600

（税抜 ¥106,000）
パール CT ヘッド・スチール
フープ

トリオ・セット
（8″ 10″ 12″）
CMT802N/C

（6.3 ㎏）
価格：¥77,000

（税抜 ¥70,000）
パール CT ヘッド・スチール
フープ

スネアドラム
CMSX1412/C

（14 インチ、6.3kg）
価格：¥71,500

（税抜 ¥65,000）

CMSX1311/C
（13 インチ、5.8kg）
価格：¥66,000

（税抜 ¥60,000）
14″·13″共パールCCヘッ
ド / パール ST ヘッド使用

バスドラム

マーチングバスドラム
練習スタンド
MBS-2000
価格：¥19,800（税抜 ¥18,000）
■セット可能なサイズ：口径 14” ～ 32”
■深さ：14” ～ 16”
■高さ調整幅：85 ～ 120cm

マーチングスネアドラム
練習スタンド
MSS-2100
価格：¥19,250（税抜 ¥17,500）
■高さ調整幅：74 ～ 93cm
※セッティングには別売アタッチメントの

CXSA-2 または MXSA-1/B が必要です。
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マーチング・タム
練習スタンド
MTS-2100
価格：¥20,900（税抜 ¥19,000）
PMTCP（S）/PMTCC（S）/PMTM（S）
L/CMT シリーズ
■高さ調整幅：77 ～ 105cm

CMB1414/C
価格：¥52,800（税抜 ¥48,000）
サイズ 35 × 35 ㎝　6.3 ㎏

CMB1614/C
価格：¥57,200（税抜 ¥52,000）
サイズ 41 × 35 ㎝　6.4 ㎏

CMB1814/C
価格：¥61,600（税抜 ¥56,000）
サイズ 46 × 35 ㎝　7.0 ㎏

CMB2014/C
価格：¥66,000（税抜 ¥60,000）
サイズ 51 × 35 ㎝　7.5 ㎏

CMB2214/C
価格：¥70,400（税抜 ¥64,000）
サイズ 56 × 35 ㎝　8.7 ㎏

CMB2414/C
価格：¥74,800（税抜 ¥68,000）
サイズ 61 × 35 ㎝　9.2 ㎏

CMB2614/C
価格：¥79,200（税抜 ¥72,000）
サイズ 66 × 35 ㎝　10.2 ㎏

・バスドラム共通：パール SW ヘッド・
ブラックマット（艶消）仕上げフープ

バスドラム・
キャリングホルダー（別売）
MXB-1
価格：¥27,500（税抜 ¥25,000）
身長 155 ～ 190 ㎝に対応。

キャリングホルダー
（別売）
MXS-1
価格：¥34,100

（税抜 ¥31,000）
身長 155 ～ 190 ㎝に対応。
2.6 ㎏

キャリングホルダー
（別売）
MXT-1
価格：¥27,500

（税抜 ¥25,000）
身長 155 ～ 190 ㎝に対応。
2.2 ㎏

キャリングホルダー
（別売）
MXT-1
価格：¥27,500

（税抜 ¥25,000）
身長 155 ～ 190 ㎝に対応。
2.2 ㎏

キャリングホルダー
MXS-1	スネアドラム用
w/MXSA-1/B
価格：¥34,100（税抜 ¥31,000）
2.6kg

MXS-1S	スネアドラム用
w/MXSA-1/B
価格：¥29,700（税抜 ¥27,000）
2.5kg

MXT-1
マーチングタム用
価格：¥27,500（税抜 ¥25,000）
2.2kg

MXT-1S
マーチングタム用
価格：¥23,100（税抜 ¥21,000）
2.0kg

MXB-1	バスドラム用
価格：¥27,500（税抜 ¥25,000）
2.2kg

MXB-1S	バスドラム用
価格：¥23,100（税抜 ¥21,000）
2.0kg

〈高校生～一般用／身長 155 ～ 190cm に対応〉 〈小学生～高校生用／身長 140 ～ 155cm に対応〉
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