
Cello Thomastik-infeld(ﾄﾏｽﾃｨｯｸ社) 

RONDO ﾄﾏｽﾃｨｯｸﾛﾝﾄﾞ 

迫力のある力強い音で煌びやかな音色。 

反応が速く操作性が高い。オールラウンド弦。 

*標準 SET    \50,300(税込\55,330) 

*A 線 マルチ合金   \7,400(税込\8,140) 

*D 線 マルチ合金      \7,200(税込\7,920) 

*G 線 タングステンクロム \16,500(税込\18,150) 

*C 線 タングステンクロム  \19,200(税込\21,120) 

 

Versum Solo バーサムソロ 

パワフルな音で明るく伸びやかな音色。 

弾き心地が滑らかでラーセンと似た音質。 

*標準 SET    \47,400(税込\52,140) 

*A 線 マルチ合金      \6,400(税込\7,040) 

*D 線 マルチ合金       \6,500(税込\7,150) 

*G 線 タングステンクロム \16,000(税込\17,600) 

*C 線 タングステンクロム  \18,500(税込\20,350) 

 

Versum バーサム 

音のバランスが良く明るく伸びやかな音色。 

反応が速く操作性が良い。オールラウンド弦。 

*標準 SET    \43,600(税込\47,960) 

*A 線 マルチ合金     \6,200(税込\6,820) 

*D 線 マルチ合金      \6,600(税込\7,260) 

*G 線 タングステンクロム \15,000(税込\16,500) 

*C 線 タングステンクロム  \15,800(税込\17,380) 

 

Spirocore スピロコア 

音量があり明るい音色。 

G・C 線は音に安定性がり、幅広く使用されている。 

*標準 SET    \19,900(税込\21,890) 

*A 線 クロム   \3,400(税込\3,740) 

*D 線 クロム      \4,700(税込 5,170) 

*G 線 クロム       \5,600(税込\6,160) 

*C 線 クロム         \6,200(税込\6,820) 

G 線 タングステン  \14,300(税込\15,730) 

C 線 タングステン \16,500(税込\18,150) 

G 線 シルバー  \9,100(税込\10,010) 

C 線 シルバー \12,500(税込\13,750) 

 

 

 

Dominant ドミナント 

倍音が豊かで柔らかな音色。 

。 

*標準 SET    \25,400(税込\27,940) 

*A 線 クロム   \4,300(税込\4,730) 

*D 線 クロム      \6,000(税込\6,600) 

*G 線 クロム       \7,100(税込\7,810) 

*C 線 クロム         \8,000(税込\8,800) 

 

 

Belcanto Gold ベルカントゴールド 

クリアで暖かい音色。 

ニッケル素材がなくアレルギーの方にもおすすめ。 

*標準 SET    \37,600(税込\41,360) 

*A 線 マルチ合金   \5,300(税込\5,830) 

*D 線 マルチ合金     \5,700(税込\6,270) 

*G 線 マルチ合金     \7,300(税込\8,030) 

*C 線 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝﾏﾙﾁ合金      \19,300(税込\21,230) 

 

 

Alphayue アルファイユ 

音に幅があり暖かな音色。 

 

*標準 SET    \12,500(税込\13,750) 

*A 線 ｽﾁｰﾙ/ﾊｲﾄﾞﾛﾆｳﾑ \2,800(税込\3,080) 

*D 線 ｽﾁｰﾙ/ﾊｲﾄﾞﾛﾆｳﾑ   \2,800(税込\3,080) 

*G 線 クロム        \3,200(税込\3,520) 

*C線 クロム         \3,700(税込\4,070) 

 

 

Spirit スピリット 

暖かな音色。 

弾きやすく練習用として幅広く使われている。 

*標準 SET    \13,350(税込\14,685) 

 

 

Super Flexible 

暖かな音色。 

 

*標準 SET    \16,100(税込\17,710) 



Cello Pirastro(ﾋﾟﾗｽﾄﾛ社) 

Chorda コルダ 

柔らかく暖かみのある音色。 

プレーンガットでバロック楽器向きに開発された。 

*標準 SET    \31,600(税込\34,760) 

*A 線 プレーンガット  \5,700(税込\6,270) 

*D 線 プレーンガット   \7,900(税込\8,690) 

*G 線 ガット/シルバーメッキ \8,900(税込\9,790) 

*C線 ガット/シルバーメッキ  \9,100(税込\10,010) 

G 線 コパー  \7,800(税込\8,580) 

C 線 コパー \8,000(税込\8,800) 

 

Oliv オリーヴ 

張りのある力強い音色。 

ガット弦の柔らかさに力強さを加えた弦。 

*標準 SET    \48,600(税込\53,460) 

*A 線 ガット/アルミ  \8,800(税込\9,680) 

*D 線 ガット/アルミ   \9,900(税込\10,890) 

*G 線 ガット/シルバー  \13,000(税込\14,300) 

*C 線 ガット/シルバー   \16,900(税込\18,590) 

 

Passione パッシオーネ 

明るく強い音色。 

ガット弦の柔らかさに力強さを加えた弦。 

*標準 SET    \44,900(税込\49,390) 

*A 線 クロムスチール  \5,400(税込\5,940) 

*D 線 クロムスチール   \6,700(税込\7,370) 

*G 線 ガット/ｸﾛﾑｽﾁｰﾙ   \14,400(税込\15,840) 

*C 線 ガット/タングステン \18,400(税込\20,240) 

 

Gold ゴールド 

ガットらしい暖かな音色。 

 

*標準 SET    \40,900(税込\44,990) 

*A 線 ガット/アルミ  \7,600(税込\8,360) 

*D 線 ガット/アルミ   \9,500(税込\10,450) 

*G 線 ガット/シルバー  \10,500(税込\11,550) 

*C 線 ガット/シルバー   \13,300(税込\14,630) 

 

 

 

 

 

Eudoxa オイドクサ 

非常に甘く柔らかい音色。 

ガットの始まりの弦で歴史が一番古い弦。 

*標準 SET    \46,900(税込\51,590) 

*A 線 ガット/アルミ  \7,900(税込\8,690) 

*D 線 ガット/アルミ   \9,500(税込\10,450) 

*G 線 ガット/シルバー  \13,600(税込\14,960) 

*C 線 ガット/シルバー   \15,900(税込\17,490) 

Obligato オブリガート 

明るく艶のある音色。 

音圧感があり弾きやすい。 

*標準 SET    \48,000(税込\52,800) 

*A 線 クロムスチール \7,900(税込\8,690) 

*D 線 クロムスチール  \8,600(税込\9,460) 

*G 線 タングステン   \12,700(税込\13,970) 

*C 線 タングステン    \18,800(税込\20,680) 

Evah Pirazzi Gold ｴｳﾞｧﾋﾟﾗｯﾁｺﾞｰﾙﾄﾞ 

音量があり柔らかく煌びやかな音色。 

反応が速くソリスト向き。 

*標準 SET    \55,400(税込\60,940) 

*A 線 クロムスチール  \8,300(税込\9,130) 

*D 線 クロムスチール   \8,600(税込\9,460) 

*G 線 タングステン    \17,500(税込\19,250) 

*C 線 タングステン     \21,000(税込\23,100) 

Permanent パーマネント 

柔らかく煌びやかな音色。 

反応が速くソリスト向き。 

*標準 SET    \46,500(税込\51,150) 

*A 線 クロムスチール \7,300(税込\8,030) 

*D 線 クロムスチール  \9,000(税込\9,900) 

*G 線 タングステン   \13,900(税込\15,290) 

*C 線 タングステン    \16,300(税込\17,930) 

Evah Pirazzi Soloist ｴｳﾞｧﾋﾟﾗｯﾁ ｿﾘｽﾄ 

力強く引締った煌びやかな音色。 

反応が速くソリスト向き。 

*標準 SET    \51,000(税込\56,100) 

*A 線 クロムスチール \6,900(税込\7,590) 

*D 線 クロムスチール  \8,000(税込\8,800) 

*G 線 タングステン   \16,300(税込\17,930) 

*C 線 タングステン    \19,800(税込\21,780) 



Chromcor Plus クロムコアプラス 

クロムコアより暖かみのある音色。 

耐久性に優れた弦。 

*標準 SET    \25,200(税込\27,720) 

*A 線 クロムスチール  \5,700(税込\6,270) 

*D 線 クロムスチール   \5,900(税込\6,490) 

*G 線 クロムスチール   \6,400(税込\7,040) 

*C 線 クロムスチール    \7,200(税込\7,920) 

 

 

Flexocor フレクソコア 

暖かみのある音色。 

音に厚みがある。 

*標準 SET    \44,200(税込\48,620) 

*A 線 ｸﾛﾑｽﾁｰﾙ       \7,900(税込\8,690) 

*D 線 チタン     \9,100(税込\10,010) 

*G 線 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ  \12,200(税込\13,420) 

*C 線 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ   \15,000(税込\16,500) 

 

 

Perpetual パーペチュアル 

パワフルで甘く暖かみのある音色。 

弦の馴染みが早く安定性も非常に高い。 

CadenzaG･C はオールド向けにテンションが低め。 

StrongG･C は C 線が細長く ZMT 社製品（ハープ型テールピース） 

用にカスタムメイドされた弦。 

*標準 SET    \60,900(税込\66,990) 

*A 線 クロムスチール \9,300(税込\10,230) 

*D 線 クロムスチール  \9,700(税込\10,670) 

*G 線 タングステン   \19,400(税込\21,340) 

*C 線 タングステン    \22,500(税込\24,750) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chromcor クロムコア 

芯のある強い音色。 

耐久性に優れた弦。 

*標準 SET    \20,500(税込\22,550) 

*A 線 クロムスチール  \4,700(税込\5,170) 

*D 線 クロムスチール   \5,000(税込\5,500) 

*G 線 クロムスチール   \5,300(税込\5,830) 

*C 線 クロムスチール    \5,500(税込\6,050) 

 

 

Evah Pirazzi エヴァピラッチ 

非常に暖かく柔らかい煌びやかな音色。 

音量の厚みがある。 

*標準 SET    \48,200(税込\53,020) 

*A 線 クロムスチール  \5,900(税込\6,490) 

*D 線 クロムスチール  \7,500(税込\8,250) 

*G 線 タングステン   \15,800(税込\17,380) 

*C 線 タングステン    \19,000(税込\20,900) 

 

 

Perpetual Sololist パーペチュアル ｿﾘｽﾄ 

標準よりクリアで暖かみのある音色。 

弦の馴染みが早く安定性も非常に高い。 

*標準 SET    \60,900(税込\66,990) 

*A 線 クロムスチール \9,300(税込\10,230) 

*D 線 クロムスチール  \9,700(税込\10,670) 

*G 線 タングステン   \19,400(税込\21,340) 

*C 線 タングステン    \22,500(税込\24,750) 

 

 

Perpetual Edition ﾊﾟｰﾍﾟﾁｭｱﾙ ｴﾃﾞｨｼｮﾝ 

標準よりパワフルで空間的な音色。 

弦の馴染みが早く安定性も非常に高い。 

*標準 SET    \60,900(税込\66,990) 

*A 線 クロムスチール  \9,300(税込\10,230) 

*D 線 クロムスチール  \9,700(税込\10,670) 

*G 線 タングステン   \19,400(税込\21,340) 

*C 線 タングステン     \22,500(税込\24,750) 

 

 

 

 



Cello Jargar Strings(ヤーガー社) 

Jargar ヤーガー 

非常に力強い音色。 

暖かく鮮やかなジャザーな音質。 

*標準 SET    \17,600(税込\19,360) 

*A 線 クロムスチール  \3,900(税込\4,290) 

*D 線 クロムスチール   \4,200(税込\4,620) 

*G 線 クロムスチール   \4,500(税込\4,950) 

*C 線 クロムスチール    \5,000(税込\5,500) 

G 線 シルバー  \5,200(税込\5,720) 

C 線 シルバー \5,900(税込\6,490) 

 

 

Cello Larsen Strings(ラーセン社) 

Larsen ラーセン 

華やかな音色。 

音のバランスが良く弾きやすい。 

*標準 SET    \30,700(税込\33,770) 

*A 線 クロムスチール \4,700(税込\5,170) 

*D 線 クロムスチール  \6,200(税込\6,820) 

*G 線 タングステン    \8,800(税込\9,680) 

*C 線 タングステン      \11,000(税込\12,100) 

 

Larsen ラーセンマグナコア 

音量があり非常にクリアな音色。 

音の立ち上がりが良く弾きやすい。 

*標準 SET    \40,300(税込\44,330) 

*A 線 ワイヤースチール \6,000(税込\6,600) 

*D 線 ワイヤースチール  \6,800(税込\7,480) 

*G 線 タングステン    \13,000(税込\14,300) 

*C 線 タングステン     \14,500(税込\15,950) 

 

Laesen ラーセンイルカノーネﾌｫｰｶｽ 

芯のある力強い音色。 

クリアで音量がありソリスト向き。 

*標準 SET    \42,300(税込\46,530) 

*A 線 クロムスチール \6,300(税込\6,930) 

*D 線 クロムスチール \7,200(税込\7,920) 

*G 線 タングステン   \13,600(税込\14,960) 

*C 線 タングステン    \15,200(税込\16,720) 

Jargar Superior ヤーガースペリオル 

標準より暖かみのある柔らかい音色。 

反応が速く、操作性が高い。 

*標準 SET    \40,700(税込\44,770) 

*A 線 クロムスチール \5,900(税込\6,490) 

*D 線 クロムスチール  \6,400(税込\7,040) 

*G 線 タングステン   \14,200(税込\15,620) 

*C 線 タングステン     \14,200(税込\15,620) 

 

Jargar Special ヤーガースペシャル 

標準よりさらに強い音色。 

弦が太く音量がある為、幅広く使用できる弦。 

A 線 クロムスチール  \5,300(税込\5,830) 

D 線 クロムスチール    \5,700(税込\6,270) 

 

 

Larsen Soloist ラーセンソリスト 

華やかな音色。 

音の立ち上がりがよく操作性が高い。 

A 線 ステンレススチール \5,500(税込 6,050) 

D 線 ステンレススチール \6,200(税込\6,820) 

G 線 タングステン     \10,200(税込\11,220) 

 

 

 

Larsen ラーセンマグナコアアリオーソ 

標準より暖かく柔らかい音色。 

テンションが低く弾きやすい。 

*標準 SET    \40,300(税込\44,330) 

*A 線 クロムスチール \6,000(税込\6,600) 

*D 線 クロムスチール \6,800(税込\7,480) 

*G 線 タングステン   \13,000(税込\14,300) 

*C 線 タングステン   \14,500(税込\15,950) 

 

Laesen ラーセンイルカノーネｳｫｰﾑ 

暖かく伸びやかな音色。 

響きが幅広く弾きやすい。 

*標準 SET    \42,300(税込\46,530) 

*A 線 ステンレススチール \6,300(税込\6,930) 

*D 線 ステンレススチール \7,200(税込\7,920) 

*G 線 タングステン    \13,600(税込\14,960) 

*C 線 タングステン    \15,200(税込\16,720) 



Laesen ラーセン オーロラ 

クラウンの後継種。 

 

*標準 SET    \13,100(税込\14,410) 

*A 線 ｽﾁｰﾙｺｱ/耐食性合金 \2,900(税込\3,190) 

*D 線 ｽﾁｰﾙｺｱ/耐食性合金 \3,100(税込\3,410) 

*G 線 ｽﾁｰﾙｺｱ／ニッケル   \3,400(税込\3,740) 

*C 線 ｽﾁｰﾙｺｱ/タングステン   \3,700(税込\4,070) 

 

 

Cello Warchal(ワーシャル社) 

Warchal Brilliant ワーシャル ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ 

明るい音色。 

テンションが低めで弾きやすい。 

*標準 SET    \25,600(税込\28,160) 

*A 線 ﾊｲﾄﾞﾛﾆｳﾑ／ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ \4,000(税込\4,400) 

*D 線 ﾊｲﾄﾞﾛﾆｳﾑ/シルバー  \4,000(税込\4,400) 

*G 線 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ    \6,600(税込\7,260) 

*C 線 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ    \11,000(税込\12,100) 

 

 

Cello D’Addario(ダダリオ社) 

Helicore ヘリコア 

暖かく柔らかいガットに似た音色。 

反応が速く弾きやすい。 

*標準 SET    \22,400(税込\24,640) 

*A 線 スチール/チタニウム \3,200(税込\3,520) 

*D 線 スチール/チタニウム \3,300(税込\3,630) 

*G 線 スチール/ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ \7,100(税込\7,810) 

*C 線 スチール/ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞ-  \8,800(税込\9,680) 

 

Prelude プレリュード 

スチール線でありながら暖かみのある音色。 

滑らかな弾き心地で弾きやすい。 

*標準 SET    \9,800(税込\10,780) 

*A 線 スチール/ニッケル 2,200(税込\2,420) 

*D 線 スチール/アルミ  \2,300(税込\2,530) 

*G 線 スチール/ニッケル   \2,500(税込\2,750) 

*C 線 スチール/ニッケル   \2,800(税込\3,080) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cello Prim(プリム社) 

Prim プリム 

明るい音色。 

音量があり弾きやすい。 

*標準 SET    \13,800(税込\15,180) 

*A 線 クロムスチール  \2,800(税込\3,080) 

*D 線 クロムスチール   \3,200(税込\3,520) 

*G 線 クロムスチール   \3,600(税込\3,960) 

*C 線 クロムスチール    \4,200(税込\4,620) 

 

 

 

 

Pro-Arte プロアルテ 

暖かく柔らかな音色。 

弦の馴染みが早く弾きやすい。 

*標準 SET    \14,900(税込\16,390) 

*A 線 アルミ   \2,400(税込\2,640) 

*D 線 シルバー    \3,000(税込\3,300) 

*G 線 シルバー       \3,800(税込\4,180) 

*C線 シルバー        \5,700(税込\6,270) 

 

Kaplan Solution カプラン ｿﾘｭｰｼｮﾝ 

クリアな音色。 

反応が速く弾きやすい。 

*標準 SET    \30,100(税込\33,110) 

*A 線 スチール/ﾁﾀﾆｳﾑ  \4,700(税込\5,170) 

*D 線 スチール/ニッケル  \5,100(税込\5,610) 

*G 線 スチール/ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ    \8,800(税込\9,680) 

*C線 スチール/ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ    \11,500(税込\12,650) 

 



Cello 分数弦（各メーカー） 

Spirocore スピロコア 

音量があり明るい音色。 

音のバランスが良く弾きやすい。 

3/4・1/2・1/4 各サイズ同価格。 

*標準 SET    \19,900(税込\21,890) 

*A 線 クロム   \3,400(税込\3,740) 

*D 線 クロム      \4,700(税込\5,170) 

*G 線 クロム       \5,600(税込\6,160) 

*C 線 クロム         \6,200(税込\6,820) 

 

Chromcor クロムコア 

芯のある強い音色。 

耐久性に優れた弦。 

3/4・1/2、1/4/1/8 各サイズ同価格。 

*標準 SET    \20,500(税込\22,550) 

*A 線 クロムスチール  \4,700(税込\5,170) 

*D 線 クロムスチール   \5,000(税込\5,500) 

*G 線 クロムスチール   \5,300(税込\5,830) 

*C 線 クロムスチール    \5,500(税込\6,050) 

 

Larsen ラーセン 

華やかな音色。 

音のバランスが良く弾きやすい。 

3/4・1/2・1/4 各サイズ同価格。 

*標準 SET    \21,300(税込\23,430) 

*A 線 ステンレススチール \3,700(税込\4,070) 

*D 線 ステンレススチール \4,900(税込\5,390) 

*G 線 タングステン     \5,900(税込\6,490) 

*C 線 タングステン     \6,800(税込\7,480) 

 

 

Laesen ラーセン オーロラ 

クラウンの後継種。 

 

3/4・1/2・1/4 各サイズ同価格。 

*標準 SET    \13,100(税込\14,410) 

*A 線 ｽﾁｰﾙｺｱ/耐食性合金 \2,900(税込\3,190) 

*D 線 ｽﾁｰﾙｺｱ/耐食性合金 \3,100(税込\3,410) 

*G 線 ｽﾁｰﾙｺｱ／ニッケル   \3,400(税込\3,740) 

*C 線 ｽﾁｰﾙｺｱ/タングステン   \3,700(税込\4,070) 

 

 

Evah Pirazzi エヴァピラッチ 

非常に暖かく柔らかい煌びやかな音色。 

音量の厚みがある。 

3/4・1/2 サイズ。 

*標準 SET    \26,000(税込\28,600) 

*A 線 クロムスチール  \5,200(税込\5,720) 

*D 線 クロムスチール   \5,600(税込\6,160) 

*G 線 タングステン    \7,200(税込\7,920) 

*C 線 タングステン     \8,000(税込\8,800) 

 

Jargar ヤーガー 

非常に力強い音色。 

暖かく鮮やかなジャザーな音質。 

3/4・1/2・1/4 各サイズ同価格。 

*標準 SET    \15,600(税込\17,160) 

*A 線 クロムスチール  \3,400(税込\3,740) 

*D 線 クロムスチール   \3,700(税込\4,070) 

*G 線 クロムスチール   \4,000(税込\4,400) 

*C 線 クロムスチール    \4,500(税込\4,950) 

 

Helicore ヘリコア 

暖かく柔らかいガットに似た音色。 

反応が速く弾きやすい。 

3/4・1/2 各サイズ同価格。 

*標準 SET    \19,900(税込\21,890) 

*A 線 スチール/チタニウム \2,900(税込\3,190) 

*D 線 スチール/チタニウム \3,100(税込\3,410) 

*G 線 スチール/ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ \6,200(税込\6,820) 

*C 線 スチール/ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞ- \7,700(税込\8,470) 

 

 

Prelude プレリュード 

スチール線でありながら暖かみのある音色。 

滑らかな弾き心地で弾きやすい。 

3/4・1/2・1/4・1/8 各サイズ同価格。 

*標準 SET    \9,800(税込\10,780) 

*A 線 スチール/ニッケル 2,200(税込\2,420) 

*D 線 スチール/アルミ  \2,300(税込\2,530) 

*G 線 スチール/ニッケル   \2,500(税込\2,750) 

*C 線 スチール/ニッケル   \2,800(税込\3,080) 


