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管楽器手入れ用品

品名 規格・仕様 税込価格（税抜価格）
ソープ、ポリッシュ、クリーナー等

☆ ブラスソープ 管体やマウスピースの内面のクリーニングに最適。30℃～40℃の
温水と混合し、フレキシブルクリーナーで洗います。

880   （800）

☆ ブラスソープ（濃縮使い切りタイプ） 924   （840）

☆ メタルポリッシュ 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。 1,045   （950）

☆ ラッカーポリッシュ
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。

1,045   （950）

☆ シルバーポリッシュ 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。 1,100（1,000）

☆ オイル・グリスクリーナー 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。 1,430（1,300）

☆ シルバープロテクター 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。 1,430（1,300）

☆ マウスピースクリーナー
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。唄口
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。

1,265（1,150）

☆ スライドグリス
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。

660   （600）
☆ スライドグリススティック 660   （600）
☆ スライドグリスウルトラハード 660   （600）
☆ スライドグリスジェル 770   （700）
☆ コルクグリス

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。

660   （600）
☆ コルクグリススティック 660   （600）
☆ コルクグリスジェル 770   （700）
クロス、ペーパー等

☆ シルバークロス［M］ 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。

1,320（1,200）
☆ シルバークロス［L］ 1,870（1,700）
☆ シルバークロススリム シルバー：シルバークロスを幅15mm長さ300mmの5本入り。 990   （900）
☆ シルバーポリシングシート 銀および銀メッキ仕上げの楽器専用使い捨て不織布シートです。 1,430（1,300）

☆ ラッカークロス 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。 1,320（1,200）

☆ ポリシングクロス［S］
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。

550   （500）
☆ ポリシングクロス［M］ 660   （600）
☆ ポリシングクロス［L］ 1,100（1,000）
☆ ポリシングクロス［LL］ 1,870（1,700）
☆ ポリシングクロスDX［M］ 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。
935   （850）

☆ ポリシングクロスDX［L］ 1,320（1,200）
☆ ポリシングガーゼ［S］

楽器表面や内部のクリーニングに最適。キトサン抗菌処理を施しました。
660   （600）

☆ ポリシングガーゼ［L］ 990   （900）
☆ インナークロス［ピッコロ用］

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。

1,045   （950）
☆ インナークロス［フルート用］ 1,430（1,300）

☆ インナークロス［フルートロング用］ 2,640（2,400）

☆ クリーニングペーパー 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。 506   （460）

☆ パウダーペーパー 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。 616   （560）

☆ トーンホールクリーナー 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。 473   （430）

ロッド、ブラシ等
☆ クリーニングロッド［金管用］［S］

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。

440   （400）
☆ クリーニングロッド［金管用］［MS］ 440   （400）
☆ クリーニングロッド［金管用］［M］ 550   （500）

☆ クリーニングロッド［スライド用］
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。 880   （800）

☆ クリーニングロッド［ピストン用］
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。 715   （650）

☆ クリーニングロッド［フルート用］ 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。

550   （500）

☆ クリーニングロッド［ピッコロ用］ 550   （500）

☆ 木製クリーニングロッド［フルート用］
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。 1,485（1,350）

☆ クリーニングロッド黒檀［フルート用］
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。 2,310（2,100）

☆ クリーニングロッドロングタイプ［フルート用］
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。 5,060（4,600）

☆ サクソフォンネックブラシ サクソフォンのネックに使用します。［AS・TS・BS用］ 1,210（1,100）
☆ フレキシブルクリーナー［SL］

自在に曲がるので、曲管部分の内面クリーニングに最適。

2,090（1,900）

☆ フレキシブルクリーナー［S］（ホルンなど） 1,980（1,800）

☆ フレキシブルクリーナー［L］（チューバなど） 2,090（1,900）

☆ フレキシブルクリーナースーパー［S］（ホルンなど） 角度の小さい曲管も通すことができるクリーナー。
2,530（2,300）

☆ フレキシブルクリーナースーパー［L］（チューバなど） 2,640（2,400）

☆ ボーカルブラシ 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。 1,650（1,500）
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