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Brasspire & Brasspire Unicorn Brass and Woodwind instruments 2020 Vol.3

Brasspire（ブラスパイア）
自信をもってプロにお勧めする、ハイエンドモデル。オールハンドメイドの少量生産のため受注生産を基本とする。
プロ・ミュージシャンの協力の下、試作と修正を何度も繰り返し完成した究極の逸品。
愛用ミュージシャンは数知れず、ユーザー（プロ奏者）からのフィードバックを反映し、現在でも進化し続けている。

Brasspire Unicorn（ブラスパイア・ユニコーン）
次世代のスタンダードを目指したBrasspireの普及モデル。
Brasspireの基本設計を踏襲し、高い性能を保ちつつも、
生産の大部分を海外の工場で行うことにより、驚異のコスト・パフォーマンスを実現。

Brasspire Players

渡辺 勉

菊池

宏

Nicholas Dyson

日本を代表するリードトランぺット奏者
ビッグバンドだけでなく、
ソロ・コンボ・スタジオ録音でも活躍。
名古屋音楽大学 非常勤講師

原信夫とシャープアンドフラッツ、宮間利之＆ミューバードな
どのビッグバンドを経て、今も第一線で活躍するトランペット
奏者。TV番組の歌謡コンサートにも多く出演。

(ニコラス・ダイソン）

オタワを拠点に活動する、
カナダで最も多忙を極めるトランペット奏者の一人。
そのキャリアはクラシックからＪａｚｚ、ポップスにまで多岐にわたる。
現在は大学やバンドクリニック等で、後進の指導にも力を注いでいる。

木村 淳

宮ノ下

東京佼成ウインドオーケストラ ホルン奏者
つの笛集団 メンバー
日本ホルン協会常任理事

フリーのトランペット奏者として、オーケストラや室内楽、講師
として活躍。
一宮市消防音楽隊嘱託隊員、朝日大学学友会吹奏楽部、私立
桜花学園高等学校管弦楽部、岐阜県可児高等学校、各講師

シアトルを代表するＪａｚｚプレーヤー。
トランペットだけでなく、サックス、
フルート等もマルチにこなし、
現在、
日本での演奏活動も精力的に行っている。

山下

Wayne Cobhaｍ

Sean Billings（ショーン・ビリングス）

真一

ＴＶ番組、録音等で活躍するトランペット奏者
現在 天童よしみバンド、水森かおりバンドメンバー

佳彦

Jay Thomas (ジェイ・トーマス)

(ウェイン・コブハム）

ニューヨークのトップトランペット奏者
これまでにマイケル ジャクソン等の超大物ミュージシャンと
共演し、
グラミー賞への投票権を持つＮＡＲＡＳのメンバーシ
ップを持つ。

ＬＡを中心に活躍するトランペット奏者
現在、
ブライアン・セッツァーオーケストラ、JUNGLU FIREのメンバー。

Trumpet Adviser
日本を代表するリードトランペッター。
岐阜県多治見市生まれ 。１０歳でトランペットを手にし、１６歳で早くもプロデビューを果たす。
ダン池田とニュー・ブリード、北野タダオとアロー・ジャズ・オーケストラなどの名門ジャズオーケストラを経て、フリーランス・
トランペット・プレイヤーとなる。シドニー公演などを経験し、Ｃ.Ｕ.Ｇ.ジャズ・オーケストラでも活躍。
また、テレビ、ラジオやCMなどのレコーディングでも活躍中。
ダブルハイCを超えるハイノートをヒットさせる希有のハイノートヒッターであるとともに、アンサンブルに対しての造詣も
人一倍深く、
「もっとも信頼のおけるトランペッター」として、多くのミュージシャンからの信頼も厚い。
後 進 の 指 導 に も力 を 入 れて おり、中 部 地 区 で の 個 人レッスン や 中 学・高 校 等 で の 指 導 、ま た 全 国 各 地 でトラン ペット・
レクチャー を 展 開 。現在は名古屋音楽大学

非常勤講師。

French horn Adviser
東京校成ウインドオーケストラ

木村 淳

ホルン奏者。

1958年 石川県金沢市生まれ 。
1978年 桐朋学園大学を中退し、東京交響楽団に入団。
1986年より、東京佼成ウィンドオーケストラに移籍。
また、1987年〜1996年の間、サイトウキネンオーケストラにも参加。
1982年より、日本を代表するホルンアンサンブル、つの笛集団創立メンバーとして、日本のみならず、世界で演奏活動を展開。
教育活動も精力的に行い、ホルンの改良やマウスピースの設計にも取り組んでいる。
現在、日本ホルン協会常任理事を務めている。
田中正大、黒澤勝義、ワード・ファーン、アロイス・バンブーラの各氏に師事。

Saxophone Adviser

田中 邦和

学生時代に楽器に親しみ、その後数年のビジネスマン生活を送った後にフルタイムのミュージシャンとなる。
当初より独学で楽器を修め、あらゆるサックス（そして他の木管楽器）を演奏する。
ジャズ、ポップス、ロック、映画音楽、即興演奏等の幅広いジャンルに関わり続け、そのすべてにおいて若者からビッグネー
ム達と共演を重ねる。自分のサウンドを追求したいという姿勢はすべての現場において、独自のスタイルで多くを俯瞰する
と評されるまでになる。
メロディ、楽曲を大事にする歌手とのコラボレーション、楽器の可能性を追求する即興演奏等、身体と脳の描く世界を大切
に築き上げて来ており、その成果はソロから多種編成にわたる録音作品においても聴く事ができる。
日本国内のメジャーなジャズクラブ、コンサートホールでの演奏以外にも、フジロック、モンタレー、ロンドン、ニューヨーク
他の国内外のフェスティバルにも参加している。
近年は邦楽器、中東の民族楽器の演奏にも興味をもちはじめ演奏を始めている。

Clarinet Adviser

工藤 雄司

岐阜県瑞浪市出身。
2005年3月、名古屋芸術大学卒業。2007年3月、同大学研究生修了。
2009年5月に「工藤雄司 1st.クラリネットリサイタル」、2012年5月に「工藤雄司 2nd.クラリネットリサイタル」を、名古屋市と
多治見市でそれぞれ開催し好評を博す。
2010年9月より渡仏。2011年6月にÉcole Normale de Musique de Parisの音楽修了資格を取得。2011年7月、Académie
Internationale de Courchevelに参加し、Romain Guyot氏の指導を受け、2011年8月に帰国。
現在、フリーのクラリネット奏者としてソロや室内楽を中心に活動中。
クアルトクラリネットアンサンブル、Franc木管五重奏団、Trio Strada、クラリネット四重奏団「カクテル」の各メンバー。
これまでにクラリネットを小出紀仁、小松孝文、竹内雅一、品川政治、加藤明久、Guy Deplusの各氏に、室内楽をClaude
Lelong氏に師事。

Clarinet Adviser

大友幸太郎

神奈川県相模原市生まれ 。県立相模原高校を経て1996年国立音楽大学卒業。
96〜97年、富山市にある桐朋オーケストラ・アカデミーに在籍。
現在フリーランスのクラリネット奏者として国内オーケストラへの客演、オペラ・バレエ・ミュージカル公演、テレビ・映画・
CMなどのスタジオワーク、ポップスアーティストのCDアルバムへの参加、ソロ、室内楽、そして吹奏楽・ビックバンドなどの
広範囲で活動。
また、並行してクラシックのレコーディングエンジニアとして演奏会録音・マルチカメラ映像収録・編集、CD製作のための
セッションレコーディング、他社案件への参加など、演奏家としては異色の活動をこなしている。
2007年の演奏会から抜粋したライブCD「BassClarinet Live!」を、主宰する「大友舎レーベル」から全国発売中。
2011年・2014年・2017年に東京でリサイタルを開催。
これまでにクラリネットを故池松和彦、鈴木良昭、横川晴児、千葉直師の各氏に師事。

Advisers

Hand made Trumpet

Heavy Weight

全てはここから始まったといえる、Brasspireの原点。
重厚で華やかな鳴りと正確な音程、
ストレスを感じさせない吹奏感から、国内外の多くの演奏家に支持されている。

￥300,000（税込￥330,000）

写真はマット・ゴールドラッカー仕上げ

918
￥380,000（税込￥418,000）

1.5kg（ヘビーウェイト）

写真はノーラッカー・スクラッチ仕上げ

Accessories

★は、Brasspireオーナー様限定販売品

★ ヘビーボトムキャップ（1set）
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4

￥3,000 (税込￥3,300）
￥4,000 (税込￥4,400）
￥5,000 (税込￥5,500）
￥7,000 (税込￥7,700）

＊写真、価格はノーラッカー・スクラッチ仕上げ
＊仕上げ別の価格はお問い合わせください
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★ 黒蝶貝入りピストンボタン（1set）
￥6,000 (税込￥6,600）
＊写真、価格はノーラッカー・スクラッチ仕上げ
＊仕上げ別の価格はお問い合わせください

可動式支柱（調整可能範囲 約 50mm~56mm）
Normal
￥5,000 (税込￥5,500）
Lacquer Finish ￥5,500 (税込￥6,050）
Silver Plated ￥5,500 (税込￥6,050）
※ Gold Plated
￥9,500 (税込￥10,450）
※ No Lacquer

Heavy
￥5,500 (税込￥6,050）
￥6,000 (税込￥6,600）
￥6,000 (税込￥6,600）
￥10,000 (税込￥11,000）
※受注生産品

Hand made Flugelhorn

Heavy Weight

正確な音程でフリューゲルらしい温かく芯のある太いサウンドは、
プロから熱い支持を受けている。

￥240,000（税込￥264,000）

写真はマット・ゴールドラッカー仕上げ

Accessories

★ 黒蝶貝入りピストンボタン（1set）

★は、Brasspireオーナー様限定販売品

★ ヘビーボトムキャップ（1set）
Type 1
Type 2
Type 3

￥6,000 (税込￥6,600）
＊写真、価格はノーラッカー・スクラッチ仕上げ
＊仕上げ別の価格はお問い合わせください

★ マウスピースレシーバー・ウェイト

￥3,000 (税込￥3,300）
￥3,000 (税込￥3,300）
￥4,000 (税込￥4,400）

※ 全機種標準装備

＊写真、価格はノーラッカー・スクラッチ仕上げ
＊仕上げ別の価格はお問い合わせください

Hand made Pocket Trumpet

Heavy Weight

本気でステージで使えるポケットトランペットを求めて開発。そのパワフルな音はトランペット以上。

￥155,000（税込￥170,500）

※ 受注生産（納期 : 約4ヵ月〜）
写真はマット・ゴールドラッカー仕上げ

Heavy Weight Flugelhorn / Pocket Trumpet 04

Custom Orders

※価格は全て税抜き価格です。

スタイルオファー
モデル
916

税抜価格

税込価格

1b-1b(基本モデル)

¥280,000

¥308,000

2bベル

+¥20,000

+¥22,000

ライトウエイト
918
933

追加料金なし

1b-1b(基本モデル)

¥360,000

¥396,000

2bベル

+¥20,000

+¥22,000

1b(基本モデル)

¥240,000

¥264,000

2bベル

+¥20,000

+¥22,000
左：1bベル（128ｍｍ） 右：2bベル（136ｍｍ）

ライトウエイト

オプション
モデル

税抜価格

税込価格

+¥20,000

+¥22,000

ベルアップ

+¥30,000

+¥33,000

1nマウスパイプ

+¥20,000

+¥22,000

916

1nマウスパイプ

918

1ｎマウスパイプ（キュプロニッケル）

ベルアップ

仕上げ
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モデル

ノーラッカー
+
スクラッチ

ラッカー

マット
ゴールドラッカー

全モデル

追加料金なし

追加料金なし

追加料金なし

ハーフスクラッチ
+
ラッカー

銀メッキ

ハーフスクラッチ
+
銀メッキ

金メッキ

ハーフスクラッチ
+
金メッキ

時価

時価

￥20,000

￥20,000

￥40,000

(税込￥22,000）

(税込￥22,000）

(税込￥44,000）

ノーラッカー + スクラッチ

ラッカー

ハーフスクラッチ + ラッカー

マットゴールドラッカー

銀メッキ

ハーフスクラッチ + 銀メッキ

Bags & Cases

（税込￥15,400）

A4サイズのバックパックと小物用ポーチ付き。

（税込￥17,600）

A4サイズのバックパックと小物用ポーチ付き。

（税込￥2,750）

（税込￥3,300）

楽譜バッグ（ケース外付けタイプ）
AB-501W
￥4,400（税込￥4,840）
対応楽譜サイズ
○

A4

○

菊倍判 ※（縦 304mm× 横 218mm、縦 304mm× 横 227mm）

（縦 297mm× 横 210mm）

○

B4

（縦 364mm× 横 257mm）

※ 一般的な楽譜、教則本、
または輸入楽譜のサイズ。A4より大きくB4より小さい。

3種類の付属ストラップ（S×2, M×2, L×1）
を選択することにより、
汎用性を高めた、ケース外付けタイプの楽譜バッグ。
Dリングの付いたケースに楽譜バッグを取り付けることができます。
B4サイズまで収納可能で、背中のクッションにもなる楽譜バッグです。
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Professional Trumpets
Brasspireの設計を受け継ぎ、次世代のスタンダードを目指した意欲作。

海外市場の要望から生まれた
Brasspire 916のコマーシャルモデル。

※ 逆輸入モデル

BPTR-901HS ￥140,000（税込￥154,000）
・ 調子 ：
・ マウスパイプ ： イエローブラス製
・ ボアサイズ ： 約11.68ｍｍ(ML)
・ ベル ： イエローブラス2枚取り、約128ｍｍ
・ 仕上げ ： 銀メッキ
・ パーツ ： 銀メッキ仕上げ
・ ピストン ： ステンレス製
・ セット内容 ： セミハードケース、マウスピース

Brasspire 923LTの基本設計を受け継いだ
Brasspire Unicornの主力トランペット。

（税込￥93,500）

BPTR-750SSのリバースチューニングスライドモデル。
細部にも改良を加え、
より吹きやすく輝かしい音色にアレンジ。

BPTR-770S ￥100,000（税込￥110,000）

アバロンシェル付ピストンボタン
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※ 逆輸入モデル

北米・ヨーロッパ市場販売モデル。国内受注生産品。

Professional C, Piccolo, Flugelhorn
奏者が求める音色を具体化する特殊管トランペット。

オーケストラに、
アンサンブルに・・・・
世界に認められたＣトランペット。

BPTRC-1000S ￥120,000（税込￥132,000）
・ 調子 ： Ｃ
・ マウスパイプ ： レッドブラス製
・ ボアサイズ ： 約11.73ｍｍ(L)
・ ベル ： レッドブラス2枚取り、約125ｍｍ
・ 仕上げ ： 銀メッキ
・ パーツ ： 銀メッキ仕上げ
・ ピストン ： ステンレス製
・ セット内容 ： セミハードケース、マウスピース

アンサンブルに、
ソロに・・・
あなたの演奏の幅を広げるピッコロトランペット。

（税込￥154,000）
/

フリューゲルらしい温かい音色はそのままに、
Brasspire 933の基本設計を受け継いだ
933のコマーシャルモデル。

（税込￥104,500）
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Professional Cornet
Lボアにレッドブラス製ベル・リードパイプを搭載。
英国の伝統を受け継ぎつつもBrasspireならではのアレンジを加えたブリティッシュスタイルのコルネット。

英国式コルネットならではのトリガー
レバーを1、3番抜差管に搭載。

Cornet

BPCT-B4S ￥120,000（税込￥132,000）
・ 調子：Ｂ♭
・ マウスパイプ : レッドブラス製
・ ボアサイズ : 約11.73mm(L)
・ ベル : レッドブラス 2枚取り、約120mm
・ 抜差外管／内管 ： 洋白製
・ 仕上げ : 銀メッキ
・ ピストン : ステンレス製
・ セット内容 : セミハードケース、マウスピース

Performancehorn

パフォーマンスホーン

マーチングに、
ステージに・・・
「見せる演奏」に最適な、
まったく新しいトランペット。
Sボアに近い音色で、
コンボプレイヤーにも支持されている。

上向きのベルとそれを強調するコルネット巻きの
リードパイプを採用。

※ 逆輸入モデル

（税込￥143,000）

よりストレートなサウンドを生む
955PHSのストレートベルモデル。

※ 逆輸入モデル

BPTR-945PHS
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※ 逆輸入モデル

（税込￥143,000）

北米・ヨーロッパ市場販売モデル。国内受注生産品。

Professional French Horn
Brasspire Unicorn初のシンフォニック フルダブルホルン BPFH-K3L

Adviser
木村 淳
（東 京 佼 成ウインドオーケストラ

ホ ルン奏 者）

ブラスパイアフレンチホルンは、新たに開発
された極めてハイグレードなフレンチホルン
です。
この楽器はドイツの伝統的なモデルを踏襲し
た上で改良を施し、さらに吹きやすさを追求。
ホルン奏者の要求する幅広い表現力と、いろ
いろなジャンルの音楽に対応できる柔軟性を
兼ね備えています。
現代の新しい名器として、私は自信を持って
この楽器をお奨め致します。

French Horn

BPFH-K3L ￥300,000（税込￥330,000）
・ 調子：F/B♭ フルダブル（F/B♭切換可）
・ マウスパイプ：レッドブラス製
・ 管体/ベル：イエローブラス製、デタッチャブル
・ 抜差外管/内管：洋白製
・ 仕上げ：ラッカー
・ ボアサイズ：約12.00ｍｍ
・ ベルサイズ：約310ｍｍ
・ マウスピースレシーバー：アメリカンシャンク
・ 可動式指掛け
・ セット内容：軽量セミハードケース、マウスピース
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Professional Tenor Bass Trombone
現代のトロンボーンに求められる要素を高次元で追及した、
Brasspire初のテナーバストロンボーン BPTB-K206

Tenor Bass Trombone

BPTB-K206 ￥200,000（税込￥220,000）
・調子：B♭／F
・マウスパイプ：イエローブラス製
・ボアサイズ：13.9ｍｍ（太管）
・ベル：イエローブラス二枚取り、215ｍｍ（8 1/2 インチ）
・抜き差し外管：ニッケルシルバー
・管体・抜き差し内管：イエローブラス
・スライド外管：ニッケルシルバー
・スライドＵ字部：イエローブラス
・仕上げ：ラッカー
・可動式Ｆ管支柱付属
・セット内容：軽量セミハードケース、マウスピース

より自然な音抜けを目指して、
ワンピースで
製作したＦ管Ｓ字カーブ

Special Tester

演奏の状況により、音色・吹奏感を調整できる
Ｆ管用可動式支柱

ワイドな響きを生みつつ、奏者の持ちやす
さも兼ね備えたスライド・ワイドグリップ

香川 慎二
名古屋フィルハーモニー交響楽団首席トロンボーン奏者

この度スペシャルテスターとしてブラスパイアテナーバストロンボーンの開発に携わ
らせて頂きました。僕がこだわったのはオーケストラシーンにおいてセクションや他の
楽器とのアンサンブル等、遜色ないプレイが可能な楽器である事と、中高生でも扱え
る吹き心地の自然さとの両立です。スライドの素材から支柱の位置や太さ、ロータリ
ーのゴムの弾性に至るまで何度もテストを重ねました。可動式支柱の導入によりコン
パクトな室内楽等からワイドなサウンドも求められるオーケストラでの演奏まで問題
なく対応出来る事もこの楽器の魅力の1つです。現代のトロンボーンに求められる様々
な要素を追求した「BPTB-K206」。ぜひ幅広い世代や色々な場面で活躍するトロンボ
ーンプレイヤーの皆さんに吹いていただきたい楽器です。

From

NAGOYA to the World

持ち運びに便利な３way軽量セミハードケース

名古屋を拠点に、独自のコンセプトで管楽器を製造・販売するブランド、Brasspire & J.Michael。管楽器製造にあたり
これまで以上にプレイヤーの意見をダイレクトに、そして出来るだけ多くの時間をかけ、密な関係をもって進められな
いか。
そんな思いからこのプロジェクトが始まり、今回、名古屋を拠点に活動をされている、名古屋フィルハーモニー
交響楽団首席トロンボーン奏者、香川慎二先生との連携が実現しました。今後もプロジェクトの趣旨に沿い、他の奏者
も迎えて、名古屋から世界に発信していきます。
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Trumpet Accessories

ヘビー・ボトムキャップ (1set)
BPTR-750SS、770S、1000S用
Silver Plated
Nickel Plated

￥3,500 (税込￥3,850）
￥3,000 (税込￥3,300）

ヘビー・ボトムキャップ (1set)
BPFG-850SS用
Silver Plated
Nickel Plated

￥4,500 (税込￥4,950）
￥4,000 (税込￥4,400）

可動式支柱（調整可能範囲 約 50mm~56mm）
Normal
￥5,000 (税込￥5,500）
Lacquer Finish ￥5,500 (税込￥6,050）
Silver Plated ￥5,500 (税込￥6,050）
※ Gold Plated
￥9,500 (税込￥10,450）
※ No Lacquer

Heavy
￥5,500 (税込￥6,050）
￥6,000 (税込￥6,600）
￥6,000 (税込￥6,600）
￥10,000 (税込￥11,000）
※受注生産品

French Horn Accessories

ハンドフリッパー
Lacquer Finish ￥5,000 (税込￥5,500）
※ 本製品の取り付けには半田付けが必要です。
※ 価格に取り付け加工代は含まれておりません。

Tenor Bass Trombone Accessories
F管用可動式支柱
Sサイズ（調整可能範囲 約77mm~82mm）
※一般的なオープンラップ用
Silver Plated
￥6,500 (税込￥7,150）
Mサイズ（調整可能範囲 約87mm~92mm）
※BPTB-K206専用
Silver Plated
￥7,000 (税込￥7,700）
Lサイズ（調整可能範囲 約98mm~103mm）
※セイヤーバルブ等の幅の広いオープンラップ用
Silver Plated
￥7,500 (税込￥8,250）

Accessories 12

Professional Saxophones
“音色・吹奏感・操作性”、全てはプロとの対話からのみ生まれるもの。
Brasspireサックスの血統を受け継ぐ、
プログレード サックス。

奏者の意のままに演奏できるソプラノサックスを目指して、
ワンピースストレートネックを採用したソプラノサックス。

Soprano Saxophone

※ 逆輸入モデル

BPSP-GL ￥135,000（税込￥148,500）
・ 調子：B♭
・ 管体・キイ : イエローブラス製
・ ゴールドラッカー仕上げ
・ ネック ： ワンピース
・ ベルサイズ : 約90mm
・ パッド ： ピゾーニ
・ 押し貝 ： アバロンシェル
・ High F#、フロントFキイ付き
・ 彫刻あり
（ベル、ローキイ）
・ セミハードケース、
・ BPチューンマウスピース（C*)付き

トップグレードBrasspire製A1ネックを搭載。
豊かな表現力を生み出すBrasspireネックと、パワフルな
音色を生み出すボディー。
シンプルに妥協せず、良い音と操作性を追求。

Alto Saxophone

※ 逆輸入モデル

BPA1-GL ￥160,000（税込￥176,000）
・調子：Ｅ♭
・管体・キイ : イエローブラス製
・ゴールドラッカー仕上げ
・ネック ： Brasspire A1ネック
・ベルサイズ : 約120mm
・パッド ： ピゾーニ
・押し貝 ： アバロンシェル
・High F#、フロントFキイ付き
・彫刻あり
（ベル、1番管、ローキイ）
・セミハードケース、付属品
＊BPチューンマウスピース（C*)付き

トップグレードBrasspire製T1ネックを搭載。
豊かな表現力を生み出すBrasspireネックと、パワフルな
音色を生み出すボディー。
シンプルに妥協せず、良い音と操作性を追求。

Tenor Saxophone

※ 逆輸入モデル

BPT1-GL ￥220,000（税込￥242,000）
・調子：Ｂ♭
・管体・キイ : イエローブラス製
・ゴールドラッカー仕上げ
・ネック ： Brasspire Ｔ1ネック
・ベルサイズ : 約160mm（ビッグベル）
・パッド ： ピゾーニ
・押し貝 ： アバロンシェル
・High F#、フロントFキイ付き
・彫刻あり
（ベル、1番管、ローキイ）
・セミハードケース、付属品
＊BPチューンマウスピース（C*)付き

13 Professional Saxophones

※ 逆輸入モデル

北米・ヨーロッパ市場販売モデル。国内受注生産品。

Professional Clarinets
全ては演奏のために・・・・・
プロ奏者との対話を重ねた、Brasspire Unicornより、
プロ・グレードのクラリネット。

ベルからバレルにいたるまで新設計。
高級機種の中でも上位モデルのみに搭載される
18Keyシステムを採用。

Clarinet

※ 逆輸入モデル

BPCL-950 ￥140,000（税込￥154,000）
・ 調子：B♭
・ システム：ベーム式18キイ6リング
（18番目のレバーはA♭/E♭と連動）
・ 管体：木製（エボニー）
・ キイ：洋白製、銀メッキ仕上げ
・ バレル ： 2本付属 (A:64mm, B:65mm)
・ 指掛け ： 可動式
・ セット内容 ： 木製ケース、付属品
※ BPチューンマウスピース（BP-5RV )付き

Bass Clarinet

多くの要望を受けて、LowCバスクラリネットが誕生。
現代の様々な演奏状況に対応するため、堅固なラバー

BPCLB-40RS ￥440,000（税込￥484,000）

ボディと、豊かな音色を生み出す銀メッキキーを選択。

・ 調子 ： B♭（最低音LowＣ）

新たに日本製ステンレスペグを採用。

・ システム ： ベーム式 24キィ
（ダブルA♭/E ： 右手小指, 左手小指
ダブルD ： 右手親指, 左手小指
ダブルC# ： 右手親指, 右手小指）
・ 管体 ： ラバー製
・ キイ ： 洋白製、銀メッキ仕上げ
・ ペグ：２本付属（座奏用（ショート）、立奏用（ロング））
・ セット内容 ： セミハードケース、マウスピース・リガチャー、付属品

※ 逆輸入モデル

北米・ヨーロッパ市場販売モデル。国内受注生産品。
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Professional Oboe
入門機種として求められる要素を、新しいアイディアも含めて
高次元で追求した、Brasspire初のオーボエ BPOB-T4

Oboe

BPOB-T4 ￥230,000（税込￥253,000）

・調子：C
・システム：コンセルバトワール式/セミオート/カバードキー
・管体：合成木製（ＡＢＳ＋木粉） ベル：木製（エボニー）
・キィ：洋白製 銀メッキ仕上げ
・指掛け：可動式
・セット内容：専用木製ケース、専用ケースカバー、付属品
＊寺島 陽介氏監修・選定による専用リード（OBR-YT）付き

より体の小さな段階からでも演奏が始め
られるよう考慮された新規デザインキー。

軽量化のために合成木管体を使用しつつも、
豊かな響きを目指して採用された木製ベル。

この楽器の為に企画された、寺島陽介氏監修
の付属リード。全てのリードが寺島氏の手に
より選定・調整されています。
■ リード単品 (OBR-YT)

付属リード監修

￥2,600（税込￥2,860）

寺島 陽介
名古屋フィルハーモニー交響楽団

オーボエ奏者

オーボエにとって、リードはとても大切なものです。どんなに良い楽器を使っていても、
良いリードを使用しなければ、楽器本来のパフォーマンスを発揮できません。
今回、From NAGOYA to the Worldの一環として、BPOB-T4に付属するリードを監修
しました。私が検品・調整も行っておりますので、初心者にも吹きやすい、とてもお勧め
のリードに仕上がっています。リードは、日々の取り扱いにも注意が必要です。演奏の前
にしっかりと水に浸し、開きを調節して、リードのみで演奏して「コンサートＣ」が出る事
が、適正な状態です。新しく開発されたBPOB-T4は、低年齢層の使用にも配慮された、
さまざまな工夫が盛り込まれている大変ユニークなオーボエだと思いました。
この新しい楽器には、ちゃんと調整されたリードが必須ですね。

From

NAGOYA to the World

このモデルの為に新しく準備された高級木製
ケースと、収納力にも優れたケースカバー。

名古屋を拠点に、独自のコンセプトで管楽器を製造・販売するブランド、Brasspire & J.Michael。管楽器製造にあたり
これまで以上にプレイヤーの意見をダイレクトに、そして出来るだけ多くの時間をかけ、密な関係をもって進められな
いか。そんな思いからこのプロジェクトが始まり、今回、名古屋を拠点に活動をされている、名古屋フィルハーモニー
交響楽団首席トロンボーン奏者、香川慎二先生との連携が実現しました。今後もプロジェクトの趣旨に沿い、他の奏者
も迎えて、名古屋から世界に発信していきます。

15 Professional Oboe

￥30,800
￥40,150

￥18,700

GL CASES GLM series 16

GLKケース使用プレーヤー
田中 邦和氏
テナー用にGLKケースを使用

自分の相方、分身である大切な楽器、
折角だからカッコよく持ち歩きたい
ですよね！GLKは作りもしっかり丁寧
で、
日常の移動そしてツアーでも安心
です。オプションのバッグやストラッ
プも強度と使いやすさを兼ね備えて
おり、本当に良いなあと日頃から実感
しています。
オススメです！

￥60,500
￥69,300

17 GL CASES GLK series

￥58,300

￥41,800

￥56,100

GL CASES GLK series 18

URL : ht t p ://maccorp.co.jp

●本カタログに掲載されております商品の価格は、輸入発売元の希望小売価格となります。●品質向上のため、仕様・価格を予告なく変更することがあります。
●原産国表記のない商品は中国製となります。●カタログに印刷された商品の色合いは、実際の商品と多少異なることがあります。
●ケースを立てたまま楽器の出し入れをされたり保管されますと、転倒や故障の原因になる恐れがあります。楽器の出し入れや保管はケース裏側（楽器裏板側）
を底にして安定した場所で行ってください。
●楽器の演奏は時と場所によって適当な音量を心掛けましょう。●製品の仕様・価格は２０２０年３月現在のものです。

