
弦
弦楽器

楽器手入れ用品

ザ・ノマド・ツール セット
MN204
価格：¥2,200

（税抜 ¥2,000）

大ヒット商品ザ・ノマド・ツール
（MN205）にスリムなタイプが
付属したセット。

ザ・ノマド・ツール
MN205
価格：¥1,650

（税抜 ¥1,500）

高品質マイクロファイバーパッ
ドとブラシでギター弦、フレッ
ト、フレットボードを同時ク
リーニング可能。

ギター用加湿器
MN300
価格：¥2,090

（税抜 ¥1,900）

サウンドホールに差込み水分量
を簡単チェック、ギター内部か
ら効率良く加湿可能な湿度調整
ツール。

ウクレレ用加湿器
MN302
価格：¥1,430

（税抜 ¥1,300）

使いやすく、メンテナンスの簡
単なウクレレ加湿器。

楽器ケース用加湿器
MN303
価格：¥2,420

（税抜 ¥2,200）

本体をケース内部に貼りつけて
ケース内を効率よく加湿。

フランネル・クロス
MN200
価格：¥660

（税抜 ¥600）
28cm×38cm
100% 純フランネル使用、縁縫
い無しで傷知らず。

ストラップロック
アダプター
MN270
価格：¥2,860

（税抜 ¥2,600）
エンドピンジャックでもスト
ラップロックを使用することが
できるツールです。FISHMAN、
K&K SOUNDのPure Mini、
Pure Classic等 の3/8" x 32
ネジに対応。

ストラップロック
アダプター
MN271
価格：¥2,860

（税抜 ¥2,600）
エンドピンジャックでもストラップロッ
クを使用することができるツールです。
Mi-Si、L.R.BAGGS、K&K SOUND®
Universal Sound Board Pickup (Hot 
Spot, Big Shot, Big Twin, Twin Spot)
等のM9 x .75ネジに対応。

ブリッジピン抜き
MN219
価格：¥1,320

（税抜 ¥1,200）

革新的なデザインの簡単に、安
全にブリッジピンを抜くことが
できるブリッジピン抜きです。

ピアノメンテナンスセット
MN132
価格：¥3,520

（税抜 ¥3,200）
ミュージックノマドのプレミア
ムピアノケアキットには、ピア
ノのお手入れに必要なものがす
べて入っています。

ストリングケアセット
MN145
価格：¥2,200

（税抜 ¥2,000）
弦の寿命を延ばし､フィンガリ
ングノイズを大幅に軽減＆ク
リーニングするのに最適な、
MN109と補充液MN120のお
得なセットです。

ワークマット＆
ネックピローセット
MN207
価格：¥6,600

（税抜 ¥6,000）
ミュージックノマド
のプレミアムワーク
マットと5-in-1クレ
イドルキューブネッ
クサポートを使え
ば、弦楽器の修理や
メンテナンスを安
全・確実に行うこと
ができます。
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グリップ・ビット
MN220
価格：¥1,650

（税抜 ¥1,500）

弦交換を、もっと簡単に、もっと
安全に、もっと楽しく！電動ド
リルやビット対応のドライバー
に取り付け可能。

グリップ・ワインダー
MN221
価格：¥2,310

（税抜 ¥2,100）

弦交換を、もっと簡単に、もっと安
全に、もっと楽しく！デュアルベ
アリングが組み込まれているた
め、ハンドルを簡単に、静かに、素
早く回転させることができます。

グリップ・ガード
MN225
価格：¥1,760

（税抜 ¥1,600）

フレット磨きなどのフレット作
業を遥かに楽に。非磁性、耐腐食
性、耐熱性を備えた高品質のステ
ンレススチールを使用し、非常に
滑らかに仕上げられています。

ストリング・カッター
MN226
価格：¥2,420

（税抜 ¥2,200）

弦交換をもっと手軽に。スプリング式
で高品質のクロムバナジウム鋼製ブ
レード採用のストリングカッター。使
用しないとき付属のキャップを装着
することで安全に収納可能。

8 in 1 ツール
ザ・オクトパス
MN227
価格：¥2,200

（税抜 ¥2,000）

全 長156mmの ボ デ ィ の 中 に、
10mm、12mm、14mm、1/2"（底
面+ソケット部）、7/16"サイズの
六角レンチとプラス＆マイナスのリ
バーシブルドライバーの8つの機能。

17 in 1 ツール
ザ・オクトパス 17 'n 1
MN228
価格：¥3,300

（税抜 ¥3,000）

全長156mm。
. 0 5 0 "、1 / 1 6 "、
3/32"、1 .5mm、
2.0mm、2.5mm、
3.0mm、4.0mmの 六
角レンチとプラス、マ
イナスネジ用のビッ
トが付属。5つの六
角 ナ ッ ト（10mm、
12mm、14mm、
1/2"、7/16"）に対応。

クレイドルキューブ
MN206
価格：¥3,960（税抜 ¥3,600）
5in1クレイドルキューブネックサポートはネックの表面を傷つけ
ない材質で出来ており、ギターネック部分を優しく包み込んで支え
ます。5通りの高さはアコースティックギター、エレキギター、ウ
クレレ、バイオリン、バンジョー、マンドリン等の弦楽器、またトラ
ンペット、サックスなどの管楽器にも適用出来ます。弦の張り替え
をより速く行うことはもちろん、修理やメンテナンスをする際にも
安全にお使いいただけます。裏返せばツール立てとしても使用でき
る優れものです！

弦楽器用
ポリシングクロス
MN731
価格：¥990

（税抜 ¥900）
30cm×30cm
画期的なマイクロファイ
バー素材を使用した非常に
柔らかで糸くずが少なく、縁
縫い無しで傷知らずの安心
品質。

金管・木管楽器用
ポリシングクロス
MN730
価格：¥990

（税抜 ¥900）
30cm×30cm
画期的なマイクロファイバー
素材を使用した非常に柔らか
で糸くずが少なく、縁縫い無
しで傷知らずの安心品質。

アメリカ生まれのプロフェッショナルケア用品ミュージックノマド
NAMM2013にてアクセサリー部門でBestin show  Award 受賞の実力「ミュージックノマド」

2in1クロス
MN241
価格：¥1,320

（税抜 ¥1,200）
30.5cm×30.5cm
最も毛長で柔らかなクロスとス
エードクロスの2in1クロス。

ワークマット
MN208
価格：¥3,300

（税抜 ¥3,000）
91cm×43cm
楽器のメンテナンス用に特別に
設計された大判で高性能なワー
クマット。

ピアノ&キーボード用
クロス
MN230
価格：¥1,100

（税抜 ¥1,000）

マイクロファイバーパイル生地
を使用したピアノ、キーボード
用クリーニングクロス。

ドラム・タオル
MN210
価格：¥1,650

（税抜 ¥1,500）
2枚セット、各30cm×40cm
ドラムセットに最適な高品質マ
イクロファイバー使用、黄色とグ
レーに色分けされた2枚セット。

ギター・タオル
MN202
価格：¥1,320

（税抜 ¥1,200）
30cm×40cm
ギターを磨くのに最適な高品質
マイクロファイバー使用。

スエード・クロス
MN201
価格：¥1,100

（税抜 ¥1,000）
30cm×40cm
マイクロファイバー・スエード
調クロス、艶出し＆ワックス除
去に最適。
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