
Viola 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    \18,200(税込\20,020) 

*A 線 クロム   \3,800(税込\4,180) 

*D 線 クロム      \4,300(税込\4,730) 

*G 線 クロム         \4,100(税込\4,510) 

*C線 タングステンシルバー   \6,000(税込\6,600) 

 

Peterinfeld ピーターインフェルド 

輪郭がはっきりしており力強く煌びやかな音色。 

テンションが強くソリスト向き。 

*標準 SET    \20,800(税込\22,880) 

*A 線 クロム    \3,900(税込\4,290) 

*D 線 シルバークロム  \4,600(税込\5,060) 

*G 線 シルバー        \5,100(税込\5,610) 

*C 線 シルバー        \7,200(税込\7,920) 

 

Dominant ドミナント 

明るく暖かみのある音色。 

湿度に耐久性があり音のバランスが良い。 

*標準 SET    \13,700(税込\15,070) 

*A 線 アルミ    \2,100(税込\2,310) 

*D 線 アルミ     \2,400(税込\2,640) 

*G 線 シルバー       \3,400(税込\3,740) 

*C 線 シルバー       \5,800(税込\6,380) 

D 線 シルバー   ￥2,900(税込\3,190) 

 

Spirocore スピロコア 

伸縮性に優れバランスのとれた音色。 

反応がよく様々な奏法にも対応している。 

*標準 SET    \11,000(税込\12,100) 

*A 線 クロムスチール \2,100(税込\2,310) 

*D 線 クロムスチール   \2,500(税込\2,750) 

*G 線 クロムスチール     \3,000(税込\3,300) 

*C 線 クロムスチール     \3,400(税込\3,740) 

G 線 シルバー   ￥4,000(税込\4,400) 

C 線 シルバー   ￥5,100(税込\5,610) 

C 線 タングステン ￥6,700(税込\7,370) 

 

 

 

Vision ヴィジョン 

力強く振動のある暖かな音色。 

反応が速くバランスのとれた弦。 

*標準 SET    \12,800(税込\14,080) 

*A 線 クロミウム \3,000(税込\3,300) 

*D 線 シルバー    \2,300(税込\2,530) 

*G 線 シルバー       \2,800(税込\3,080) 

*C 線 タングステンシルバー  \4,700(税込\5,170) 

 

Vision solo ヴィジョンソロ 

クリアでパワフルな音色。 

バランスが良く弾きやすい。 

*標準 SET    \15,400(税込\16,940) 

*A 線 クロムスチール \2,700(税込\2,970) 

*D 線 クロムスチール  \3,600(税込\3,960) 

*G 線 シルバー        \3,800(税込\4,180) 

*C線 タングステンシルバー  \5,300(税込\5,830) 

 

Belcanto ベルカント 

音量があり透明感のある音色。 

反応がよく様々な奏法にも対応している。 

*標準 SET    \10,000(税込\11,000) 

*A 線 アルミ  \2,000(税込\2,200) 

*D 線 アルミ    \1,700(税込\1,870) 

*G 線 シルバー      \2,800(税込\3,080) 

*C 線 シルバー       \3,500(税込\3,850) 

 

 

Alphayue アルファイユ 

ドミナントより柔らかい音色。 

リーズナブルなナイロン弦。 

*標準 SET    \8,000(税込\8,800) 

*A 線 カーボンスチール \1,700(税込\1,870) 

*D 線 クロムスチール   \1,800(税込\1,980) 

*G 線 モネル          \1,900(税込\2,090) 

*C 線 モネル         \2,600(税込\2,860) 

 

 

 

 



Viola Pirastro(ピラストロ社) 

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    \15,400(税込\16,940) 

*A 線 プレーンガット \2,900(税込\3,190) 

*D 線 プレーンガット   \3,600(税込\3,960) 

*G 線 シルバーメッキ     \4,300(税込\4,730) 

*C 線 シルバーメッキ     \4,600(税込\5,060) 

G 線 コパー   ￥3,900(税込\4,290) 

C 線 コパー   ￥4,200(税込\4,620) 

 

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    \37,200(税込\40,920) 

*A 線 ガット/アルミ    \5,400(税込\5,940) 

*D 線 ガット/ｺﾞｰﾙﾄﾞｱﾙﾐ   \9,900(税込\10,890) 

*G 線 ガット/ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾙﾊﾞｰ   \13,200(税込\14,520) 

*C 線 ガット/ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ   \8,700(税込\9,570) 

D 線   ガット/シルバー  \6,200(税込\6,820) 

D 線ﾘｼﾞｯﾄ ｶﾞｯﾄ/ｺﾞｰﾙﾄﾞｱﾙﾐ   \10,000(税込\11,000) 

G 線ﾘｼﾞｯﾄ ｶﾞｯﾄ/ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾙﾊﾞｰ \19,000(税込\20,900) 

C 線ﾘｼﾞｯﾄ ｶﾞｯﾄ/ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ\11,900(税込\13,090) 

 

Eudoxa オイドクサ 

非常に柔らかい音色。 

ガットの始まりの弦で歴史が一番古い弦。 

*標準 SET    \25,600(税込\28,160) 

*A 線 ガット/アルミ  \5,100(税込\5,610) 

*D 線 ガット/ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾐ  \6,300(税込\6,930) 

*G 線 ガット/シルバー    \6,700(税込\7,370) 

*C 線 ガット/シルバー      \7,500(税込\8,250) 

D 線ﾘｼﾞｯﾄ ｶﾞｯﾄ/アルミ    ￥5,400(税込\5,940) 

G 線ﾘｼﾞｯﾄ ｶﾞｯﾄ/シルバー   ￥6,100(税込\6,710) 

C 線ﾘｼﾞｯﾄ ｶﾞｯﾄ/シルバー  ￥7,700(税込\8,470) 

 

Eudoxa-Oliv オイドクサオリーヴ 

 

C 線のみ。 

C 線 タングステン  \8,200(税込\9,020) 

 

 

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    \25,000(税込\27,500) 

*A 線 ガット/アルミ   \5,200(税込\5,720) 

*D 線 ガット/シルバー   \5,700(税込\6,270) 

*G 線 ガット/シルバー   \6,500(税込\7,150) 

*C 線 ガット/ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ    \7,600(税込\8,360) 

 

 

 

Evah pirazzi Gold ｴｳﾞｧﾋﾟﾗｯﾁｺﾞｰﾙﾄﾞ 

明るく煌びやかな音色。 

非常に反応が速くソリスト向き。 

*標準 SET    \24,900(税込\27,390) 

*A 線 クロムスチール \4,800(税込\5,280) 

*D 線 シルバー      \5,900(税込\6,490) 

*G 線 シルバー         \6,200(税込\6,820) 

*C線 タングステンシルバー  \8,000(税込\8,800) 

 

 

Evah pirazzi エヴァピラッチ 

芯のある煌びやかな音色。 

パワフルで力強く音の立ち上がりがいい。 

*標準 SET    \23,200(税込\25,520) 

*A 線 クロムスチール    \4,400(税込\4,840) 

*D 線 シルバー       \5,500(税込\6,050) 

*G 線 シルバー           \5,800(税込\6,380) 

*C線 タングステンシルバー    \7,500(税込\8,250) 

A 線 アルミ  \5,100(税込\5,610) 

 

 

Obligato オブリガート 

ドミナントに似た音で、より明るく綺麗な音色。 

反応が小さめで弾きやすい。初心者にやさしい。 

*標準 SET    \23,000(税込\25,300) 

*A 線 アルミ       \4,300(税込\4,730) 

*D 線 シルバー      \5,400(税込\5,940) 

*G 線 シルバー        \5,900(税込\6,490) 

*C 線 タングステンシルバー \7,400(税込\8,140) 



Tonica トニカ 

柔らかな音色。 

反応が小さく弾きやすい。初心者向け。 

*標準 SET    \18,500(税込\20,350) 

*A 線 アルミ    \2,800(税込\3,080) 

*D 線 アルミ      \3,500(税込\3,850) 

*G 線 シルバー         \4,600(税込\5,060) 

*C線 タングステンシルバー  \7,600(税込\8,360) 

 

Chromcor クロムコア 

芯のある強い音色。 

耐久性に優れたスチール弦。 

*標準 SET    \12,400(税込\13,640) 

*A 線 スチール    \2,400(税込\2,640) 

*D 線 スチール     \2,900(税込\3,190) 

*G 線 スチール        \3,200(税込\3,520) 

*C線 スチール        \3,900(税込\4,290) 

 

 

Viola Jargar Strings(ヤーガー社) 

Jargar ヤーガー 

音量がありバランスのとれた音色。 

反応が速く操作性が高い。 

*標準 SET    \9,400(税込\10,340) 

*A 線 スチール    \2,100(税込\2,310) 

*D 線 スチール     \2,200(税込\2,420) 

*G 線 スチール         \2,400(税込\2,640) 

*C線 スチール        \2,700(税込\2,970) 

 

Viola Larsen Strings(ラーセン社) 

Larsen ラーセン 

輪郭がはっきりとした暖かい音色。 

低音から高音まで一貫性がありバランスが良い。 

*標準 SET    \16,000(税込\17,600) 

*A 線 スチール    \3,000(税込\3,300) 

*D 線 アルミ     \3,400(税込\3,740) 

*G 線 シルバー      \4,000(税込\4,400) 

*C 線 シルバー     \5,600(税込\6,160) 

 

 

Perpetual  パーペチュアル 

幅広い音量ではっきりとした芯のある音色。 

反応が良くマルチに使える弦。 

*標準 SET    \27,300(税込\30,030) 

*A 線 クロムスチール \5,200(税込\5,720) 

*D 線 シルバー     \6,200(税込\6,820) 

*G 線 シルバー        \6,600(税込\7,260) 

*C 線 タングステンシルバー \9,300(税込\10,230) 

 

Permanent パーマネント 

芯のある強い音色。 

反応が速く操作性が高い。 

*標準 SET    \18,800(税込\20,680) 

*A 線 スチール    \4,500(税込\4,950) 

*D 線 ロープコア/チタン \4,600(税込\5,060) 

*G 線 ロープコア/シルバー \4,600(税込\5,060) 

*C 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ     \5,100(税込\5,610) 

 

 

 

 

Jargar Superior ヤーガースペリオル 

標準より暖かい音色でバランスが良い。 

反応が速く操作性が高い。 

*標準 SET    \19,900(税込\21,890) 

*A 線 スチール     \4,300(税込\4,730) 

*D 線 シルバー     \4,800(税込\5,280) 

*G 線 シルバー        \5,100(税込\5,610) 

*C線 タングステン      \5,700(税込\6,270) 

 

 

 

Larsen Virtuoso ラーセンヴィルトーゾ 

音量がありバランスのとれた音色。 

反応が速く操作性がいい。 

 

 

D 線 シルバー       \3,700(税込\4,070) 

G 線 シルバー        \4,400(税込\4,840) 

C 線 シルバー        \6,200(税込\6,820) 

 

 



Viola D’Addario(ダダリオ社) 

Helicore ヘリコア 

暖かくクリアな音色。 

反応が速く弾きやすい。 

*標準 SET    \9,100(税込\10,010) 

*A 線 スチール    \1,800(税込\1,980) 

*D 線 アルミ      \2,200(税込\2,420) 

*G 線 シルバー        \2,300(税込\2,530) 

*C 線 シルバー        \2,800(税込\3,080) 

Zyex ザイエックス 

音量があり暖かい音色。 

反応のバランスがよく安定している。 

*標準 SET    \9,500(税込\10,450) 

*A 線 アルミ       \1,800(税込\1,980) 

*D 線 アルミ      \2,100(税込\2,310) 

*G 線 シルバー        \2,600(税込\2,860) 

*C 線 タングステンシルバー  \3,000(税込\3,300) 

 

Kaplan Amo カプラン アモ 

弾力があり濃厚で上品な音色。 

明るい音の楽器に向いている。 

*標準 SET    \17,100(税込\18,810) 

*A 線 スチール/チタン \3,800(税込\4,180) 

*D 線 シルバー     \3,900(税込\4,290) 

*G 線 シルバー      \4,400(税込\4,840) 

*C 線 タングステンシルバー\5,000(税込\5,500) 

 

Kaplan Solution カプラン ｿﾘｭｰｼｮﾝ 

反応が速く弾きやすい。 

A 線のみ。 

A線 錫メッキｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ/チタン \2,400(税込\2,640) 

Viola Savarez(サバレス社) 

Corelli Crystal ｺﾚﾙﾘｸﾘｽﾀﾙ 

落ち着いた響きのある音色。 

音のバランスが良く弾きやすい。 

*標準 SET    \11,700(税込\12,870) 

*A 線 アルミ    \2,200(税込\2,420) 

*D 線 アルミ     \2,300(税込\2,530) 

*G 線 シルバー      \3,400(税込\3,740) 

*C 線 タングステン    \3,800(税込\4,180) 

 

 

Prelude プレリュード 

クリアな音色。 

弾きやすく練習用として幅広く使われている。 

*標準 SET    \5,000(税込\5,500) 

*A 線 スチール/アルミ \1,100(税込\1,210) 

*D 線 スチール/アルミ  \1,200(税込\1,320) 

*G 線 スチール/ニッケル  \1,300(税込\1,430) 

*C 線 スチール/ニッケル   \1,400(税込\1,540) 

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    \7,600(税込\8,360) 

*A 線 ペルロン/アルミ \1,500(税込\1,650) 

*D 線 ペルロン/アルミ  \1,600(税込\1,760) 

*G 線 ペルロン/シルバー  \1,800(税込\1,980) 

*C 線 ペルロン/シルバー  \2,700(税込\2,970) 

 

Kaplan Vivo カプラン ヴィヴォ 

重厚で鮮明な音色。 

渋い音の楽器に向いている。 

*標準 SET    \17,100(税込\18,810) 

*A 線 スチール/チタン \3,800(税込\4,180) 

*D 線 シルバー     \3,900(税込\4,290) 

*G 線 シルバー        \4,400(税込\4,840) 

*C線 タングステンシルバー  \5,000(税込\5,500) 

 

 

 

 

 

 

 

Corelli alliance vivace ｱﾘｱﾝｽｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ 

明るく柔らかいガット弦に似た音色。 

反応が速く弾きやすい。 

*標準 SET    \18,600(税込\20,460) 

*A 線 アルミ     \2,200(税込\2,420) 

*D 線 シルバーアルミ  \4,800(税込\5,280) 

*G 線 シルバー       \5,200(税込\5,720) 

*C 線 タングステン     \6,400(税込\7,040) 


