
Violin 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。 

オールド楽器と相性が良くソリスト向き。 

*標準 SET       \20,000 

*E 線 錫メッキ  \2,000 

*A 線 アルミ     \4,500 

*D 線 シルバー      \6,700 

*G 線 シルバー        \6,800 

A 線 クロム   \5,700 

 

Ti ﾄﾏｽﾃｨｯｸｲﾝﾌｪﾙﾄﾞ 

ドミナントのように明るい音色。 

より芯がはっきりした音質。マルチに使いやすい。 

*標準 SET     \15,000 

*E 線 錫メッキ  \2,400 

*A 線 アルミ    \3,700 

*D 線 アルミ     \3,700 

*G 線 シルバー     \5,200 

D 線 シルバー  \4,900 

 

Dominant  ドミナント 

明るい音色。 

バランスが良くマルチに使いやすい。 

*標準 SET       \8,300 

*E 線 アルミ    \1,300 

*A 線 アルミ      \1,800 

*D 線 アルミ        \2,500 

*G 線 シルバー         \2,700 

E 線 ｸﾛﾑｽﾁｰﾙ  \700 

D 線   シルバー \2,700 

 

VISION  ヴィジョン 

明るく強い音色。 

反応が速く弾きやすい。 

*標準 SET       \6,200 

*E 線 錫メッキ     \600 

*A 線 アルミ        \1,400 

*D 線 シルバー          \2,100 

*G 線 シルバー             \2,100 

D 線   アルミ \2,000 

 

 

Infeld Red  インフェルド赤 

音量があり太く強い音。 

迫力のある音色。 

*標準 SET       \9,900 

*E 線 ｸﾛﾑｽﾁｰﾙ/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒｯｷ \2,100 

*A 線 ﾊｲﾄﾞﾛﾆｳﾑ             \2,000 

*D 線 ﾊｲﾄﾞﾛﾆｳﾑ                \2,800 

*G 線 シルバー                   \3,000 

 

Infeld Blue インフェルド青 

艶のある音色。 

音のたちあがりが鋭く弾きやすい。 

*標準 SET       \8,500 

*E 線 ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ/錫メッキ \800 

*A 線 ﾊｲﾄﾞﾛﾆｳﾑ        \1,900 

*D 線 ﾊｲﾄﾞﾛﾆｳﾑ          \2,800 

*G 線 シルバー            \3,000 

 

Peter Infeld ﾋﾟｰﾀｰｲﾝﾌｪﾙﾄﾞ 

非常にクリアな音色。 

反応がよく表現しやすい。ソリスト向き。 

*標準 SET       \15,000 

*E 線 ﾌﾟﾗﾁﾅﾒｯｷ     \3,600 

*A 線 アルミ          \3,200 

*D 線 シルバー           \4,300 

*G 線 シルバー                \3,900 

E 線 錫メッキ    \900 

E 線 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒｯｷ  \2,000 

D 線   アルミ     \3,600 

 

 

VISION SOLO ヴィジョンソロ 

ドミナントより柔らかい音色。 

反応が良く遠くまで音が響く。 

*標準 SET       \9,100 

*E 線 錫メッキ     \800 

*A 線 アルミ        \2,100 

*D 線 アルミ           \3,000 

*G 線 シルバー             \3,200 

D 線   シルバー \3,200 



VISION Titanium Solo ｳﾞｨｼﾞｮﾝﾁﾀﾆｳﾑｿﾛ 

ドミナントより明るい音色。 

チタン合金ボールエンド使用。 

*標準 SET       \10,400 

*E 線 ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ/ﾁﾀﾆｳﾑｺｰﾄ  \2,700 

*A 線 アルミ            \1,900 

*D 線 シルバー              \2,900 

*G 線 シルバー                 \2,900 

 

 

 

Vision Titanium Orc ｳﾞｨｼﾞｮﾝﾁﾀﾆｳﾑｵｰｹｽﾄﾗ 

ドミナントより明るくチタソロより柔らかい音色。 

周りとの音色の調和が良い。 

*標準 SET       \10,400 

*E 線 ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ/ﾁﾀﾆｳﾑｺｰﾄ  \2,700 

*A 線 アルミ            \1,900 

*D 線 シルバー              \2,900 

*G 線 シルバー                 \2,900 

 

 

 

 

 

 

 

Sprit スピリット 

低音から高音まで暖かい音色。 

反応は滑らかでバランスが良く弾きやすい。 

*標準 SET       \3,600 

 

 

LAKATOS ラカトシュ 

 

リーズナブルなナイロン弦。 

*標準 SET       \9,000 

 

 

 

 

 

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       \8,300 

*E 線 ｽﾊﾟｲﾗﾙｺｱ/ｱﾙﾐ  \1,300 

*A 線 クロムスチール   \1,800 

*D 線 クロムスチール      \2,600 

*G 線 クロムスチール       \2,600 

E 線 ｸﾛﾑｽﾁｰﾙ  \1,700 

 

 

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       \4,200 

*E 線 錫メッキ     \400 

*A 線 アルミ        \1,200 

*D 線 アルミ          \1,200 

*G 線 シルバー             \1,400 

 

 

 

 

 

 

 

E-Program48 スペシャルプログラム 

音の裏返りが生じにくい。 

E 線のみ 

E 線 ｽｸﾛﾑｽﾁｰﾙ/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒｯｷ  \1,600 

 

 

Thomastik e01 イーゼロワン 

はっきりと引き締まった音色。 

E 線のみ 

E 線 錫メッキ/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ  \400 

 

 

 

 

 



Violin 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       \11,900 

*E 線 プレーンガット  \2,300 

*A 線 プレーンガット     \2,400 

*D 線 プレーンガット      \3,000 

*G 線 ガット/シルバー           \4,200 

 

Passione solo パッシオーネソロ 

テンションが高めで引締った強い音色。 

反応が高くソリスト向き。 

*標準 SET       \23,500 

*E 線 ｼﾙﾊﾞﾘｰｽﾁｰﾙ    \1,000 

*A 線 ガット/アルミ     \6,000 

*D 線 ガット/シルバー    \7,100 

*G 線 ガット/シルバー          \9,400 

 

Passione solo 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       \21,900 

*E 線 ｼﾙﾊﾞﾘｰｽﾁｰﾙ    \1,000 

*A 線 ガット/アルミ     \5,500 

*D 線 ガット/シルバー    \6,700 

*G 線 ガット/シルバー          \8,700 

 

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       \26,000 

*E 線 ｽﾁｰﾙ/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒｯｷ   \2,700 

*A 線 ガット              \4,200 

*D 線 ガット/ゴールドアルミ    \8,000 

*G 線 ガット/ゴールドシルバー      \11,100 

D 線  ガット/シルバー     \5,700 

D 線リジッド ｶﾞｯﾄ/ｺﾞｰﾙﾄﾞｱﾙﾐ  \8,300 

G 線リジッド ｶﾞｯﾄ/ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾙﾊﾞｰ  \13,800 

 

 

 

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       \16,800 

*E 線 スチール/アルミ \2,000 

*A 線 ガット/アルミ     \4,400 

*D 線 ガット/アルミ     \4,500 

*G 線 ガット/シルバー       \5,900 

D 線リジッド ｶﾞｯﾄ/ｱﾙﾐ  \4,900 

G 線リジッド ｶﾞｯﾄ/ｼﾙﾊﾞｰ  \6,300 

E 線 スチール \1,000 

 

Gold ゴールド 

ガット弦らしい暖かい音色。 

E 線は他弦との相性が良い。 

*標準 SET       \13,900 

*E 線 スチール    \1,000 

*A 線 ガット/アルミ    \4,100 

*D 線 ガット/シルバー.アルミ  \4,200 

*G 線 ガット/シルバー           \4,600 

 

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       \20,900 

*E 線 プラチナ \3,100 

*A 線 アルミ      \4,800 

*D 線 シルバー      \5,800 

*G 線 シルバー         \7,200 

A 線  クロム  \6,000 

 

Evah Pirazzi Gold エヴァゴールド 

明るく煌びやかな音色。 

非常に反応が良くソリスト向き。 

*標準 SET       \22,900 

*E 線 ステンレス/スチール \1,200 

*A 線 アルミ           \4,400 

*D 線 シルバー          \5,400 

*G 線 ゴールド             \11,900 

A 線  シルバー  \6,700 



 

Evah Pirazzi エヴァピラッチ 

芯のある煌びやかな音色。 

弦のテンションが高め、ソリスト向き。 

*標準 SET       \17,400 

*E 線 ゴールド   \2,000 

*A 線 アルミ        \4,000 

*D 線 シルバー      \5,300 

*G 線 シルバー         \6,100 

E 線   ｼﾙﾊﾞﾘｰｽﾁｰﾙ  \1,000 

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       \18,000 

*E 線 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒｯｷ   \2,700 

*A 線 アルミ        \4,000 

*D 線 シルバー      \5,200 

*G 線 シルバー         \6,100 

E 線   ｼﾙﾊﾞﾘｰｽﾁｰﾙ  \1,000 

D 線   アルミ    \4,900 

Violino ヴィオリーノ 

ガット弦オイドクサに似た柔らかい音色。 

ドミナントよりも柔らかく初心者にもやさしい。 

*標準 SET       \11,800 

*E 線 スチール    \1,000 

*A 線 アルミ        \3,100 

*D 線 シルバー          \3,500 

*G 線 シルバー             \4,200 

Synoxa シノクサ 

明るくスマートな音色。 

反応のバランスが良くマルチに使用できる弦。 

*標準 SET       \13,300 

*E 線 スチール    \1,000 

*A 線 アルミ        \3,400 

*D 線 アルミ           \3,800 

*G 線 シルバー             \5,100 

 

No1 ナンバーワン 

芯のある音色。耐久性の優れたスチール弦。 

開放弦での音が裏返りにくい。 

E 線 スチール    \2,100 

 

 

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       \10,100 

*E 線 スチール   \1,000 

*A 線 アルミ        \2,200 

*D 線 シルバー      \3,300 

*G 線 シルバー         \3,600 

E 線   アルミ  \1,900 

D 線   アルミ    \3,300 

 

Wondertone Solo ワンダートーンソロ 

芯のある引締った音色。 

反応のバランスが良くマルチに使える弦。 

*標準 SET       \14,300 

*E 線 ｼﾙﾊﾞﾘｰｽﾁｰﾙ   \1,000 

*A 線 アルミ         \3,600 

*D 線 シルバー       \4,500 

*G 線 シルバー          \5,200 

E 線  スチール/アルミ  \1,500 

D 線   スチール/アルミ  \2,100 

 

Chromcor クロムコア 

芯のある強い音色。 

耐久性の優れたスチール弦。 

*標準 SET       \8,300 

*E 線 スチール    \1,000 

*A 線 スチール       \2,100 

*D 線 スチール          \2,500 

*G 線 スチール             \2,700 

 

Frexocor フレクソコア 

芯のある強い音色。 

反応が速く操作性が高い。 

*標準 SET       \13,400 

*E 線 スチール    \1,000 

*A 線 ループコア/アルミ   \3,400 

*D 線 ループコア/チタン     \4,700 

*G 線 ループコア/シルバー     \4,300 

 

 



Violin 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      \7,350 

*E 線 スチール   \950 

*A 線 スチール     \2,000 

*D 線 スチール       \2,100 

*G 線 スチール             \2,300 

 

Violin 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いい。 

*標準 SET       \9,300 

*E 線 スチール   \900 

*A 線 アルミ        \2,600 

*D 線 アルミ      \2,800 

*G 線 シルバー         \3,000 

E 線  ゴールドスチール  \1,600 

A 線  スチール        \2,700 

D 線  シルバー        \2,900 

 

Larsen Tzigane ラーセンチガーヌ 

柔らかく明るい音色。 

音量のバランスが良く弾きやすい。 

*標準 SET      \8,300 

*E 線 カーボンスチール \800 

*A 線 アルミ         \2,300 

*D 線 シルバー          \2,600 

*G 線 シルバー               \2,600 

 

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。 

*標準 SET      \9,600 

*E 線 カーボンスチール \1,400 

*A 線 アルミ         \2,600 

*D 線 シルバー          \2,700 

*G 線 シルバー               \2,900 

 

 

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      \16,250 

*E 線 錫メッキスチール \1,250 

*A 線 アルミ        \4,600 

*D 線 アルミ          \4,900 

*G 線 シルバー               \5,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Cannone イルカノーネ 

艶のある明るい音色。 

音量があり反応がよく表現しやすい。 

*標準 SET      \10,550 

*E 線 カーボンスチール \1,550 

*A 線 アルミ        \2,800 

*D 線 シルバー         \3,000 

*G 線 シルバー               \3,200 

 

Il Cannone Solist イルカノーネソロ 

非常に艶のある明るい音色。 

音量があり反応がよく表現しやすい。 

*標準 SET      \10,550 

*E 線 カーボンスチール \1,550 

*A 線 アルミ        \2,800 

*D 線 シルバー         \3,000 

*G 線 シルバー               \3,200 



Violin 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      \6,600 

*E 線 錫メッキ/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ    \700 

*A 線 スチール/アルミ   \1,600 

*D 線 スチール/チタニウム  \2,000 

*G 線 スチール/シルバー      \2,300 

 

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      \7,800 

*E 線 錫メッキ/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ \700 

*A 線 アルミ   \1,900 

*D 線 アルミ     \2,200 

*G 線 シルバー       \3,000 

 

Kaplan Amo ｶﾌﾟﾗﾝ 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      \13,700 

*E 線 錫メッキ/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ   \1,100 

*A 線 アルミ   \2,700 

*D 線 シルバー    \4,400 

*G 線 シルバー       \5,500 

 

Golden spiral solo ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽﾊﾟｲﾗﾙｿﾛ 

反応が速く弾きやすい。 

E 線のみ 

E 線 錫メッキ/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ  \700 

 

 

Violin Kagan&Gaines(カガン＆ゲイン) 

Westminster ウエストミンスター 

力強い音色。 

E 線のみ 

E 線 スチール  \600 

 

 

 

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      \3,050 

*E 線 錫メッキ/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ    \500 

*A 線 スチール/アルミ   \800 

*D 線 スチール/ニッケル   \850 

*G 線 スチール/ニッケル      \900 

 

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      \4,800 

*E 線 錫メッキ/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ   \500 

*A 線 アルミ   \1,300 

*D 線 アルミ     \1,400 

*G 線 シルバー       \1,600 

 

Kaplan Vivo ｶﾌﾟﾗﾝ ｳﾞｨｳﾞｫ 

重厚で鮮明な音色。 

渋い音の楽器に向いている。 

*標準 SET      \13,700 

*E 線 錫メッキ/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ   \1,100 

*A 線 アルミ   \2,700 

*D 線 シルバー    \4,400 

*G 線 シルバー       \5,500 

 

Kaplan Solutions ｶﾌﾟﾗﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 

反応が速く弾きやすい。 

E 線のみ 

E 線 アルミ  \1,400 

 

 

Violin W.E.Hill&Sons(ヒル＆サン) 

Hill ヒル 

音量があり反応が良く弾きやすい。 

E 線のみ 

E 線 スチール  \1,400 

 



Violin Optima(オプティマ社) 

Goldbrokat ゴールドブラカット 

様々な弦との相性が良く、安価。 

E 線のみ（0.25、0.26、0.27、0.28） 

E 線 スチール  \390 

 

Goldbrokat PremiumGold ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ 

暖かみのあるやさしい音色。 

E 線のみ（0.26、0.27） 

E 線 スチール  \1,000 

 

Violin 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      \7,700 

*E 線 スチール   \600 

*A 線 アルミ      \2,100 

*D 線 合金        \2,200 

*G 線 シルバー         \2,800 

 

Corelli Cantiga カンティーガ 

倍音が豊かに響く。 

反応が良くスムーズに弾きやすい。 

*標準 SET      \12,000 

*E 線 スチール    \800 

*A 線 アルミ        \2,900 

*D 線 シルバーアルミ     \4,000 

*G 線 シルバー           \4,300 

Violin Warchal(ワーシャル社) 

Warchal ワーシャル 

輪郭のあるはっきりとした音色。 

高音の音色がきれい。 

*標準 SET      \9,500 

*E 線 スチール   \1,000 

*A 線 アルミ       \2,000 

*D 線 ハイドロナリウム   \3,000 

*G 線 シルバー          \3,500 

D 線 シルバー     \3,000 

 

 

Goldbrokat PremiumBrass ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾞﾗｽ 

煌びやかな音色。 

E 線のみ（0.26、0.27） 

E 線 スチール  \500 

 

Goldbrokat PremiumSteel ﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾁｰﾙ 

明るい音色。 

E 線のみ（0.26、0.27） 

E 線 スチール  \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      \13,600 

*E 線 スチール    \600 

*A 線 アルミ        \3,100 

*D 線 シルバーアルミ     \4,900 

*G 線 シルバー           \5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warchal Amber ワーシャル アンバー 

華やかではっきりとした音色。 

音が裏返りにくい。 

*標準 SET      \11,300 

*E 線 ステンレススチール  1,500 

*A 線 ハイドロナリウム     \2,500 

*D 線 ハイドロナリウムシルバー  \3,300 

*G 線 ステンレススチール/シルバー   \4,000 

 



Violin 分数弦（各メーカー） 

Dominant  ドミナント 

明るい音色。 

バランスが良くマルチに使いやすい。 

(3/4・1/2・1/4・1/8・1/16)各種同価格 

*標準 SET       \8,300 

*E 線 アルミ      \1,300 

*A 線 アルミ         \1,800 

*D 線 アルミ（1/4 以下ｼﾙﾊﾞｰ） \2,500 

*G 線 シルバー          \2,700 

E 線 ｸﾛﾑｽﾁｰﾙ  \700 

 

 

VISION  ヴィジョン 

明るく強い音色。 

反応が速く弾きやすい。 

(3/4・1/2・1/4・1/8・1/10・1/16)各種同価格 

*標準 SET       \6,200 

*E 線 錫メッキ     \600 

*A 線 アルミ        \1,400 

*D 線 シルバー          \2,100 

*G 線 シルバー             \2,100 

 

 

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。 

(3/4・1/2・1/4・1/8・1/16)各種同価格 

*標準 SET       \4,200 

*E 線 錫メッキ     \400 

*A 線 アルミ        \1,200 

*D 線 アルミ          \1,400 

*G 線 シルバー             \4,200 

 

 

Sprit スピリット 

低音から高音まで暖かい音色。 

反応は滑らかでバランスが良く弾きやすい。 

(3/4・1/2・1/4)各種同価格 

*標準 SET       \3,600 

 

 

 

Evah Pirazzi エヴァピラッチ 

芯のある煌びやかな音色。 

弦のテンションが高め、ソリスト向き。 

(3/4-1/2、1/4-1/8)各種同価格 

*標準 SET       \11,200 

*E 線 ｼﾙﾊﾞﾘｰｽﾁｰﾙ \1,000 

*A 線 アルミ        \3,200 

*D 線 シルバー      \3,400 

*G 線 シルバー         \3,600 

 

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。 

(3/4-1/2、1/4-1/8)各種同価格 

*標準 SET       \10,300 

*E 線 スチール   \1,000 

*A 線 アルミ        \2,900 

*D 線 シルバー      \3,100 

*G 線 シルバー         \3,300 

 

Synoxa シノクサ 

明るくスマートな音色。 

反応のバランスが良く、マルチに使用できる弦。 

(3/4-1/2) 

*標準 SET       \13,300 

*E 線 スチール    \1,000 

*A 線 アルミ        \3,400 

*D 線 アルミ           \3,800 

*G 線 シルバー             \5,100 

 

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。 

(3/4-1/2、1/4-1/8、1/16-1/32)各種同価格 

*標準 SET       \10,100 

*E 線 スチール   \1,000 

*A 線 アルミ        \2,200 

*D 線 シルバー      \3,300 

*G 線 シルバー         \3,600 

 



Chromcor クロムコア 

芯のある強い音色。 

耐久性の優れたスチール弦。 

(3/4-1/2、1/4-1/8、1/16-1/32)各種同価格 

*標準 SET       \8,300 

*E 線 スチール    \1,000 

*A 線 スチール       \2,100 

*D 線 スチール          \2,500 

*G 線 スチール             \2,700 

 

 

Helicore ヘリコア 

暖かくクリアな音色。 

反応が速く操作性が良い。 

(3/4・1/2・1/4・1/8・1/16)各種同価格 

*標準 SET      \5,200 

*E 線 錫メッキ/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ    \600 

*A 線 スチール/アルミ   \1,300 

*D 線 スチール/チタニウム  \1,500 

*G 線 スチール/シルバー      \1,800 

 

 

Zyex ザイエックス 

音量があり暖かい音色。 

反応のバランスが安定している。 

(3/4・1/2・1/4・1/8・1/16)各種同価格 

*標準 SET      \5,700 

*E 線 錫メッキ/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ \600 

*A 線 アルミ   \1,300 

*D 線 アルミ     \1,500 

*G 線 シルバー       \2,300 

 

 

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。 

(3/4・1/2・1/4・1/8・1/16)各種同価格 

*標準 SET      \3,050 

*E 線 錫メッキ/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ    \500 

*A 線 スチール/アルミ   \800 

*D 線 スチール/ニッケル   \850 

*G 線 スチール/ニッケル      \900 

Goldbrokat ゴールドブラカット 

様々な弦との相性が良く、安価。 

E 線のみ（0.25、0.26、0.27、0.28） 

分数 3/4、1/2、1/4、1/8（0.26、0.27） 

E 線 スチール  \390 

 

 

 

Goldbrokat PremiumGold ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ 

暖かみのあるやさしい音色。 

E 線のみ（0.26、0.27） 

分数 3/4、1/2（0.26、0.27） 

E 線 スチール  \1,000 

 

 

Goldbrokat PremiumBrass ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾞﾗｽ 

煌びやかな音色。 

E 線のみ（0.26、0.27） 

分数 3/4、1/2（0.26、0.27） 

E 線 スチール  \500 

 

 

Goldbrokat PremiumSteel ﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾁｰﾙ 

明るい音色。 

E 線のみ（0.26、0.27） 

分数 3/4、1/2（0.26、0.27） 

E 線 スチール  \500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


