
Bass Thomastik-infeld(ﾄﾏｽﾃｨｯｸ社) 

 

 

Spirocore スピロコア 

明るくパワーのある音色。 

反応が速く残響が長い。ピチカート向き。 

*標準 SET       \31,500(税込\34,650) 

*G 線 ｽﾊﾟｲﾗﾙｺｱ/クロム \6,800(税込\7,480) 

*D 線 ｽﾊﾟｲﾗﾙｺｱ/クロム  \7,300(税込\8,030) 

*A 線 ｽﾊﾟｲﾗﾙｺｱ/クロム   \8,100(税込\8,910) 

*E 線 ｽﾊﾟｲﾗﾙｺｱ/クロム     \9,300(税込\10,230) 

H 線 ｽﾊﾟｲﾗﾙｺｱ/クロム  \11,700(税込\12,870) 

 

 

Belcanto ベルカント 

音量があり暖かみのある音色。 

弓弾き用に開発された。ｵｰｹｽﾄﾗやｸﾗｼｯｸ向き。 

 

 

*標準 SET       \37,800(税込\41,580) 

*G 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム \6,800(税込\7,480) 

*D 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム   \8,800(税込\9,680) 

*A 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム     \10,700(税込\11,770) 

*E 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム        \11,500(税込\12,650) 

H 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム   \14,700(税込\16,170) 

 

 

Dominant ドミナント 

ガット弦に似た柔らかい音色。 

反応が良くバランスも良く弾きやすい。 

*標準 SET       \36,900(税込\40,590) 

*G 線 合成芯/クロム \8,100(税込\8,910) 

*D 線 合成芯/クロム   \8,400(税込\9,240) 

*A 線 合成芯/クロム      \9,500(税込\10,450) 

*E 線 合成芯/クロム       \10,900(税込\11,990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spirocore Solo スピロコア ソロ 

標準より艶のある音色。 

テンションが高めでソロ向き。 

*標準 SET       \31,500(税込\34,650) 

*A 線 ｽﾊﾟｲﾗﾙｺｱ/クロム \6,800(税込\7,480) 

*E 線 ｽﾊﾟｲﾗﾙｺｱ/クロム  \7,300(税込\8,030) 

*H 線 ｽﾊﾟｲﾗﾙｺｱ/クロム   \8,100(税込\8,910) 

*Fis 線 ｽﾊﾟｲﾗﾙｺｱ/クロム    \9,300(税込\10,230) 

Cis 線 ｽﾊﾟｲﾗﾙｺｱ/クロム   \11,700(税込\12,870) 

 

 

Belcanto Solo ベルカント ソロ 

標準より艶のある音色。 

テンションが高めでソロ向き。 

 

 

*標準 SET       \37,800(税込\41,580) 

*A 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム \6,800(税込\7,480) 

*E 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム    \8,800(税込\9,680) 

*H 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム   \10,700(税込\11,770) 

*Fis 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム      \11,500(税込\12,650) 

Cis 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム   \14,700(税込\16,170) 

 

 

Dominant Solo ドミナント ソロ 

標準より艶のある音色。 

テンションが高めでソロ向き。 

*標準 SET       \36,900(税込\40,590) 

*A 線 合成芯/クロム \8,100(税込\8,910) 

*E 線 合成芯/クロム    \8,400(税込\9,240) 

*H 線 合成芯/クロム    \9,500(税込\10,450) 

*Fis 線 合成芯/クロム       \10,900(税込\11,990) 

 

 

 

 

 

 



Bass Pirastro(ピラストロ社) 

Perpetual パーペチュアル 

パワフルで力強い音色。 

アルコやピチカート向けに開発された。 

*標準 SET       \40,000(税込\44,000) 

*G 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム \7,900(税込\8,690) 

*D 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム    \8,700(税込\9,570) 

*A 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム    \10,100(税込\11,110) 

*E 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム      \13,300(税込\14,630) 

H 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム   \21,500(税込\23,650) 

 

Evah Pirazzi エヴァピラッチ 

パワフルで暖かく柔らかい音色。 

アルコやピチカートに適している。 

*標準 SET       \47,800(税込\52,580) 

*G 線 合成芯/クロム \10,000(税込\11,000) 

*D 線 合成芯/クロム    \10,400(税込\11,440) 

*A 線 合成芯/クロム     \12,700(税込\13,970) 

*E 線 合成芯/クロム        \14,700(税込\16,170) 

H 線 合成芯/クロム   \28,600(税込\31,460) 

 

Obligato オブリガート 

バランスが良く明るく鮮やかで芯のある音色。 

アルコやピチカートに適している。 

*標準 SET       \44,500(税込\48,950) 

*G 線 合成芯/クロム \9,700(税込\10,670) 

*D 線 合成芯/クロム   \10,200(税込\11,220) 

*A 線 合成芯/クロム   \11,400(税込\12,540) 

*E 線 合成芯/クロム      \13,200(税込\14,520) 

H 線 合成芯/クロム   \26,600(税込\29,260) 

E 線(2.10M) 合成芯/クロム \14,700(税込\16,170) 

 

Passione パッシオーネ 

音量があり暖かく柔らかい音色。 

反応が速く表現しやすい。アルコに適している。 

*標準 SET       \49,900(税込\54,890) 

*G 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム  \10,900(税込\11,990) 

*D 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム   \11,200(税込\12,320) 

*A 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム      \12,600(税込\13,860) 

*E 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム        \15,200(税込\16,720) 

H 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム   \26,600(税込\29,260) 

 

 

Perpetual Soloist パーペチュアル ｿﾘｽﾄ 

一貫したクリーンな音色。 

ソロベースのアルコクラシックに向いている。 

*標準 SET       \40,000(税込\44,000) 

*A 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム\7,900(税込\8,690) 

*E 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム   \8,700(税込\9,570) 

*H 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム   \10,100(税込\11,110) 

*Fis 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム      13,300(税込\14,630) 

Cis 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム   \21,500(税込\23,650) 

 

Evah Pirazzi Soloist ｴｳﾞｧﾋﾟﾗｯﾁ ｿﾘｽﾄ 

標準よりパワフルで力強い音色。 

テンションが高めでソロ向き。 

*標準 SET       \47,800(税込\52,580) 

*A 線 合成芯/クロム \10,000(税込\11,000) 

*E 線 合成芯/クロム  \10,400(税込\11,440) 

*H 線 合成芯/クロム    \12,700(税込\13,970) 

*Fis 線 合成芯/クロム      \14,700(税込\16,170) 

Cis 線 合成芯/クロム   \28,600(税込\31,460) 

 

Obligato Soloist ｵﾌﾞﾘｶﾞｰﾄ ｿﾘｽﾄ 

標準よりパワフルで力強い音色。 

テンションが高めでソロ向き。 

*標準 SET       \44,500(税込\48,950) 

*A 線 合成芯/クロム \9,700(税込\10,670) 

*E 線 合成芯/クロム  \10,200(税込\11,220) 

*H 線 合成芯/クロム   \11,400(税込\12,540) 

*Fis 線 合成芯/クロム      \13,200(税込\14,520) 

Cis 線 合成芯/クロム   \26,600(税込\29,260) 

C 線(High C) 合成芯/クロム \14,700(税込\16,170) 

 

Passione Soloist ﾊﾟｯｼｵｰﾈ ｿﾘｽﾄ 

標準よりパワフルで力強い音色。 

テンションが高めでソロ向き。 

*標準 SET       \49,900(税込\54,890) 

*A 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム  \10,900(税込\11,990) 

*E 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム     \11,200(税込\12,320) 

*H 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム     \12,600(税込\13,860) 

*Fis 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム     \15,200(税込\16,720) 

Cis 線 ﾛｰﾌﾟｺｱ/クロム   \26,600(税込\29,260) 



Original Flat Chrome ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾗｯﾄｸﾛﾑ 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾚｸｿｺｱよりもパワフルな音色。 

立ち上がりの反応が速くアルコに適している。 

*標準 SET       \66,900(税込\73,590) 

*G 線 スチール/クロム \13,500(税込\14,850) 

*D 線 スチール/クロム   \14,700(税込\16,170) 

*A 線 スチール/クロム   \17,300(税込\19,030) 

*E 線 スチール/クロム      \21,400(税込\23,540) 

H 線 スチール/クロム   \24,400(税込\26,840) 

E 線(2.10M) スチール/クロム \23,900(税込\26,290) 

Flat Chrome Steel ﾌﾗｯﾄｸﾛﾑｽﾁｰﾙ 

非常にクリアで鮮やかな音色。 

アルコやソロ演奏に適している。 

*標準 SET       \52,600(税込\57,860) 

*G 線 スチール/クロム  \11,200(税込\12,320) 

*D 線 スチール/クロム   \11,700(税込\12,870) 

*A 線 スチール/クロム    \13,500(税込\14,850) 

*E 線 スチール/クロム      \16,200(税込\17,820) 

H 線 スチール/クロム   \23,400(税込 25,740) 

E 線(2.10M) スチール/クロム\20,500(税込\22,550) 

 

Flexocor フレクソコア 

典型的なオーケストラサウンドで暖かみのある音色。 

アルコに適している。 

*標準 SET       \48,300(税込\53,130) 

*G 線 スチール/クロム  \10,400(税込\11,440) 

*D 線 スチール/クロム  \10,700(税込\11,770) 

*A 線 スチール/クロム    \12,300(税込\13,530) 

*E 線 スチール/クロム      \14,900(税込\16,390) 

H 線 スチール/クロム   \20,900(税込\22,990) 

E 線(2.10M) スチール/クロム \18,600(税込\20,460) 

 

Flexocor Deluxe ﾌﾚｸｿｺｱﾃﾞﾗｯｸｽ 

音量があり様々な音色に変幻自在な弦。 

操作性が高くオールラウンドある音色に使用できる。 

*標準 SET       \51,400(税込\56,540) 

*G 線 スチール/クロム   \11,400(税込\12,540) 

*D 線 スチール/クロム    \11,600(税込\12,760) 

*A 線 スチール/クロム     \12,600(税込\11,440) 

*E 線 スチール/クロム      \15,800(税込\17,380) 

H 線 スチール/クロム  \26,800(税込\29,480) 

E 線(2.10M)スチール/クロム \15,000(税込\16,500) 

Original Flat Chrome Soloist ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾗｯﾄｸﾛﾑ ｿﾘｽﾄ 

標準よりパワフルで力強い音色。 

テンションが高めでソロ向き。 

*標準 SET       \66,900(税込\73,590) 

*A 線 スチール/クロム \13,500(税込\14,850) 

*E 線 スチール/クロム  \14,700(税込\16,170) 

*H 線 スチール/クロム   \17,300(税込\19,030) 

*Fis 線 スチール/クロム    \21,400(税込\23,540) 

Cis 線 スチール/クロム   \24,400(税込\26,840) 

 

Flat Chrome Steel Soloist ﾌﾗｯﾄｸﾛﾑｽﾁｰﾙ ｿﾘｽﾄ 

標準よりパワフルで力強い音色。 

テンションが高めでソリスト向き。 

*標準 SET       \52,600(税込\57,860) 

*A 線 スチール/クロム  \11,200(税込\12,320) 

*E 線 スチール/クロム    \11,700(税込\12,870) 

*H 線 スチール/クロム     \13,500(税込\14,850) 

*Fis 線 スチール/クロム     \16,200(税込\17,820) 

Cis 線 スチール/クロム   \23,400(税込 25,740) 

C 線(High C) スチール/クロム\10,900(税込\11,990) 

 

Flexocor Soloist フレクソコア ｿﾘｽﾄ 

標準よりパワフルで力強い音色。 

テンションが高めでソロ向き。 

*標準 SET       \48,300(税込\53,130) 

*A 線 スチール/クロム \10,400(税込\11,440) 

*E 線 スチール/クロム   \10,700(税込\11,770) 

*H 線 スチール/クロム  \12,300(税込\13,530) 

*Fis 線 スチール/クロム    \14,900(税込\16,390) 

Cis 線 スチール/クロム   \20,900(税込\22,990) 

C 線(High C) スチール/クロム \8,600(税込\9,460) 

 

Flexocor Deluxe Soloist ﾌﾚｸｿｺｱﾃﾞﾗｯｸｽ ｿﾘｽﾄ 

標準よりパワフルで力強い音色。 

テンションが高めでソロ向き。 

*標準 SET       \51,400(税込\56,540) 

*A 線 スチール/クロム \11,400(税込\12,540) 

*E 線 スチール/クロム   \11,600(税込\12,760) 

*H 線 スチール/クロム   \12,600(税込\11,440) 

*Fis 線 スチール/クロム    \15,800(税込\17,380) 

Cis 線 スチール/クロム   \26,800(税込\29,480) 



Permanent パーマネント 

クリアで力強い音色。 

反応が速くアルコやソロ演奏に適している。 

*標準 SET       \48,800(税込\53,680) 

*G 線 ニッケル     \10,200(税込\11,220) 

*D 線 ニッケル       \11,800(税込\12,980) 

*A 線 ニッケル        \12,200(税込\13,420) 

*E 線 ニッケル          \14,600(税込\16,060) 

H 線 ニッケル   \22,600(税込\24,860) 

E 線(2.10M)ニッケル \17,300(税込\19,030) 

 

Original Flexocor ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾚｸｿｺｱ 

音量があり鮮やかな音色。 

アルコに適している。 

*標準 SET       \63,400(税込\69,740) 

*G 線 スチール/クロム \12,800(税込\14,080) 

*D 線 スチール/クロム   \14,000(税込\15,400) 

*A 線 スチール/クロム    \16,600(税込\18,260) 

*E 線 スチール/クロム       \20,000(税込\22,000) 

H 線 スチール/クロム   \23,600(税込\25,960) 

E 線(2.10M)スチール/クロム \23,100(税込\25,410) 

 

Oliv オリーヴ 

パワフルで音量があり哀愁のある音色。 

ピチカートに適している。 

*標準 SET    \122,300(税込\134,530) 

*G 線 ガット/クロム    \25,800(税込\28,380) 

*D 線 ガット/クロム    \27,500(税込\30,250) 

*A 線 ガット/クロム      \29,200(税込\32,120) 

*E 線 ガット/クロム       \39,800(税込\43,780) 

H 線 ガット/クロム   \53,600(税込\58,960) 

 

Evah Pirazzi Slap ｴｳﾞｧﾋﾟﾗｯﾁ ｽﾗｯﾌﾟ 

哀愁があり暖かく柔らかい音色。 

ｽﾗｯﾌﾟｽﾀｲﾙ、ピチカート、バロックに適している。 

*標準 SET       \64,800(税込\71,280) 

*G 線 ガット     \16,300(税込\17,930) 

*D 線 ガット       \22,800(税込\25,080) 

*A 線 クロム         \12,000(税込\13,200) 

*E 線 クロム            \13,700(税込\15,070) 

G 線 ｼﾝｾﾃｨｯｸ/アルミ   \9,600(税込\10,560) 

D 線  ｼﾝｾﾃｨｯｸ/ｸﾛﾑｽﾁｰﾙ    \10,900(税込\11,990) 

Permanent Soloist パーマネント ｿﾘｽﾄ 

標準よりパワフルで力強い音色。 

テンションが高めでソロ向き。 

*標準 SET       \48,800(税込\53,680) 

*A 線 ニッケル     \10,200(税込\11,220) 

*E 線 ニッケル       \11,800(税込\12,980) 

*H 線 ニッケル       \12,200(税込\13,420) 

*Fis 線 ニッケル         \14,600(税込\16,060) 

Cis 線 ニッケル   \22,600(税込\24,860) 

C 線(High C) ニッケル \9,200(税込\10,120) 

 

The Jazzer ジャザー 

非常に明るくパワフルな音色。 

モダンジャズの演奏に適している。 

*標準 SET       \47,400(税込\52,140) 

*G 線 スチール/クロム \9,700(税込\10,670) 

*D 線 スチール/クロム  \10,900(税込\11,990) 

*A 線 スチール/クロム    \12,600(税込\13,860) 

*E 線 スチール/クロム      \14,200(税込\15,620) 

H 線 スチール/クロム   \23,400(税込\25,740) 

 

 

Eudoxa オイドクサ 

クリアで鮮やかな音色。 

ピチカートに適している。 

*標準 SET       \138,000(税込\151,800) 

*G 線 ガット/シルバー \29,100(税込\32,010) 

*D 線 ガット/シルバー   \31,900(税込 35,090) 

*A 線 ガット/シルバー    \35,700(税込\39,270) 

*E 線 ガット/シルバー    \41,300(税込\45,430) 

H 線 ガット/シルバー   \47,500(税込\52,250) 

 

Chorda コルダ 

音量があり暖かみのある音色。 

ピチカートに適している。 

*標準 SET       \123,300(税込\135,630) 

*G 線 ガット     \21,200(税込\23,320) 

*D 線 ガット      \33,200(税込\36,520) 

*A 線 ガット/ｼﾙﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ \28,000(税込\30,800) 

*E 線 ガット/ｼﾙﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ     \40,900(税込\44,990) 

 

 



Bass D’Addario(ダダリオ社) 

Helicore ヘリコア 

暖かみのある音色。 

アルコに適している。 

*標準 SET       \24,100(税込\26,510) 

*G 線 スチール/ニッケル  \4,900(税込\5,390) 

*D 線 スチール/ニッケル   \5,500(税込\6,050) 

*A 線 スチール/ニッケル     \6,300(税込\6,930) 

*E 線 スチール/ニッケル       \7,400(税込\8,140) 

H 線 スチール/ニッケル  \8,300(税込\9,130) 

 

Helicore Pizzicato ヘリコア ピチカート 

明るく力強い音色。 

ピチカートに適している。 

*標準 SET       \24,100(税込\26,510) 

*G 線 スチール/ニッケル \4,900(税込\5,390) 

*D 線 スチール/ニッケル  \5,500(税込\6,050) 

*A 線 スチール/ニッケル     \6,300(税込\6,930) 

*E 線 スチール/ニッケル       \7,400(税込\8,140) 

C 線 スチール/ニッケル  \8,300(税込\9,130) 

 

Kaplan カプラン 

クリアな音色。 

音のバランスが良く弾きやすい。 

*標準 SET       \34,000(税込\37,400) 

*G 線 スチール/チタニウム \6,900(税込\7,590) 

*D 線 スチール/ニッケル   \7,800(税込\8,580) 

*A 線 スチール/ニッケル      \8,800(税込\9,680) 

*E 線 スチール/タングステン \10,500(税込\11,550) 

C 線 スチール/タングステン \13,500(税込\14,850) 

 

Zyex ザイエックス 

クリアで力強い音色。 

オールラウンドでマルチに使用されている。。 

*標準 SET       \29,500(税込\32,450) 

*G 線 スチール/チタニウム \6,100(税込\6,710) 

*D 線 スチール/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ  \6,700(税込\7,370) 

*A 線 スチール/タングステン  \7,700(税込\8,470) 

*E 線 スチール/タングステン   \9,000(税込\9,900) 

 

 

 

 

Helicore Hybrid ヘリコア ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 

暖かみのある音色。 

アルコやピチカートに適している。 

*標準 SET       \24,100(税込\26,510) 

*G 線 スチール/ニッケル \4,900(税込\5,390) 

*D 線 スチール/ニッケル  \5,500(税込\6,050) 

*A 線 スチール/ニッケル     \6,300(税込\6,930) 

*E 線 スチール/ニッケル       \7,400(税込\8,140) 

H 線 スチール/ニッケル  \8,300(税込\9,130) 

 

Helicore Solo ヘリコア ソロ 

滑らかで暖かみのある音色。 

オーケストラのソロ演奏に適している。 

*標準 SET       \24,100(税込\26,510) 

*A 線 スチール/ニッケル \4,900(税込\5,390) 

*E 線 スチール/ニッケル  \5,500(税込\6,050) 

*H 線 スチール/ニッケル    \6,300(税込\6,930) 

*Fis線 スチール/ニッケル      \7,400(税込\8,140) 

 

 

Prelude プレリュード 

暖かみのある音色。 

テンションが低めで弾きやすい。ビギナー向け。 

*標準 SET       \15,300(税込\16,830) 

*G 線 スチール/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ \3,100(税込\3,410) 

*D 線 スチール/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ  \3,400(税込\3,740) 

*A 線 スチール/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ    \4,100(税込\4,510) 

*E 線 スチール/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ      \4,700(税込\5,170) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bass Presto(プレスト社) 

Presto プレスト  

音量があり深みのある音色。 

オールドスクールな音を好まれる人に向いている。 

ライトゲージが標準（ミディアム・ライト・ウルトラライト） 

* SET       \30,000(税込\33,000) 

Presto Jazzicato プレスト ジャジカート  

力強く深みのある音色。 

ピチカートやスラップに適している。 

* SET       \30,000(税込\33,000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presto Flex プレスト フレックス 

暖かみのある力強い音色。 

ジャズやオーケストラに適している。 

 

* SET       \35,000(税込\38,500) 

Presto Jazzicato Tungusten ﾌﾟﾚｽﾄ ｼﾞｬｼﾞｶｰﾄ ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ  

楽器の鳴りを生かすため無機質な音色。 

反応が小さく音の変化が少ないため弾きやすい。 

* SET       \35,000(税込\38,500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


