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バイオリン

はじめての

かるろ ・ じょるだーの



おいらの名前は、 「カル坊」。 カルロ ・ ジョルダーノの専属ゆるキャラ。

犬の 「つげ」 といつもいっしょだぜ♪

おいらが知ってる秘密を、 みんなにだけこっそり教えてあげる。

ナイショだぞ！！！

（別に秘密でもなんでもないぞい ・ ・ ・ ）
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つげ カル坊

まずはじめに、 主な各部名称を覚えておきましょう。

演奏には欠かせない弓です。 スクリューを回して馬毛 （弓毛） を張ったり、 緩めたり

することができます。

ヘッドはとてもデリケートな部分です。

落下させたり、 ぶつけたりしないよう注意しましょう。

楽器本体

バイオリン弓

松脂 肩当

あご当て

エンドピン

微調整アジャスタ―

テールピース

駒

ｆ字孔

表板

指板

横板

弦

ペグ
（糸巻き）

スクロール
（うず巻き）

調弦する際にこの部分を回します。

4 本の弦が張られています。
正面から見て、 左側が一番
低く、 右側にかけて音程が
高くなります。

ネジを少し回すと調弦の微調整ができます。

スクリュー

ラッピング

サムグリップ馬毛
（弓毛）

スティック （棹）ヘッド

演奏するうえで必ず必要となる松脂。 馬

毛 （弓毛） に擦りつけたあとは松脂の粉

末が白く付着しているはずです。

初めて松脂を塗るときはしっかりと時間をか

けて塗り込んで下さい。 2 回目以降はほと

んど塗る必要はありません。 弓が滑ると感

じ始めたところで補充しましょう。

正しい姿勢で楽器を安定させて演奏でき

るよう、 楽器の裏板側に肩当を取り付け

て使用します。

肩当は演奏者の肩からあごまでの高さを埋

めるために使用されますが、 小さなお子様

は必要がない場合もあります。 習っている

先生に一度相談してみましょう。

新品の松脂の表面はつるつるしており、 最初は
なかなか塗ることが出来ないことがあります。
そのような時は、 松脂の表面を紙ヤスリや刃物
で少しキズをつけると塗りやすくなります。
※刃物を扱われる際はくれぐれもご注意下さい。

取り付け例

中を覗くとラベル
が貼ってあり、 モデ
ル名やサイズが記
載されています。

各部名称編━

演奏に必要な小物━

⇒おすすめの松脂はP18で紹介 ⇒おすすめの肩当はP16で紹介



分数サイズ
あります
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夏場や冬場はエアコンなどによる極度の乾燥に注意しましょう。

加湿器など併用して十分な湿度を保つとよいです。

     

湿度はいつも 50 ～ 60％前後が理想です。 　

極度の湿気や乾燥から守ってあげましょう。

夏場の管理は湿気に注意。 除湿機などで取り除くか、 

風通しのよい部屋の直接日光が当たらない所 （なるべく

高い位置） に置くとよいです。

夏季、 冬期 （乾燥）
    
●　表板にひびが発生しやすい

●　ペグがゆるみやすい

●　弓の毛が縮みやすい

●　弓のスクリューが緩まなくなる

雨期 （多湿）

●　鳴りが悪くなる

●　弦高が高くなりやすい

●　表板、 裏板、 横板がはがれやすい

●　ペグの動きがきつくなる （湿気で木が膨らむため）

●　弓の毛が伸びやすい

●　弓の毛が張りにくい

バイオリンや弓は雨期の湿気や、 冬場の極度の乾燥など、

湿度に影響を受けやすい楽器です。

身長や腕の長さに合ったサイズのバイオリンで演奏しましょう。

分数バイオリン対応表

カル坊 「練習しすぎてバイオリンにひびが入ったぞ、、。」

つげ 「冬の間ほったらかしにしてたじゃろ。 乾燥割れじゃ。」

カル坊 「最近お肌が乾燥ぎみ、、 ピンチだね。 
保湿せねば。 ヒアルロン酸か？ 困ったぞ、、、。」

カル坊 「おもちゃのバイオリン見つけたぞ、、。」

つげ 「それは分数バイオリンじゃ。 1 番小さい 1/16 サイズ。
体の大きさに合わせて、 いろいろなサイズがあるんじゃよ。」

カル坊 「じゃ、 大人 MAX になったらウッドベースか、、。 
でもカル坊はもうすぐ引退だから、、 ビオラ止まりだな。」

つげ 「おいおい、 勝手にひとくくりにするなヨ、、。」

分数サイズ編━ 湿気と乾燥編━

分数サイズの種類

分数バイオリンは身長 145cm 以下の方向け

に作られた、 小さなサイズのバイオリン。 おお

よそ 3 歳 （身長 100cm） から始められます。

カルロジョルダーノでは 3/4 サイズ、1/2 サイズ、

1/4 サイズ、 1/8 サイズ、 1/10 サイズ、

1/16 サイズを用意しています。

サイズ決めのポイント

●　サイズ対応表からおおよそのサイズを選ぶ

●　腕の長さに影響するため楽器を構えてみる

●　先生のアドバイスをいただいて選ぶ

などいろいろな方法があります。

是非試してみてね。

大きさの話とおすすめアイテム

フルサイズ （4/4） と比べると、

分数バイオリンは小さくなるにつれ、

弦の張力と弦の長さが小さくなるため、

音量が小さくなったり、音が鳴りにくくなります。

また、 ペグの調弦が難しくなります。

→4 アジャスタータイプ

テールピースが おすすめです！

サイズ

3/4

1/2

1/4

1/8

1/10

1/16

身長目安

145cm～130cm

130cm～125cm

125cm～115cm

115cm～110cm

110cm～105cm

105cm以下

年齢目安

11歳～9歳

9歳～8歳

8歳～7歳

7歳～5歳

6歳～5歳

5歳～3歳

年齢目安はお子様の成長具合によります
ので、身長が高めのお子様は1つ上のサイズ
をお選びいただいてもかまいません。　

4/4
サイズ

3/4
サイズ

1/2
サイズ

1/4
サイズ

1/8
サイズ

1/10
サイズ

1/16
サイズ
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夏場の車中など暑い所にバイオリンを放置していると、 ニスが溶けてケース痕がついたり、

駒足がズレたりします。 完成直後のバイオリンや元々ニスの性質が軟らかいものも

このような症状が起こりやすいです。

軽微なケース痕は、 演奏や練習にはなんら

支障はありません。 また、 使用するほどに

自然とはがれていくものです。

もし補修したい場合は専門家に任せましょう。

③ ニスじわが発生する

① ニスが溶ける

音への効果

ニスの厚さや質 （硬 ・ 軟） は

音量や音色に影響があると言われます。 

ニスが厚すぎると音量が抑えられてしまいます。

かと言って ニスのない白木のバイオリンでは

音量はあるけれども、 締まりがなく音が散ってしまいます。

ニスはバイオリンの音色にツヤを与えて

バイオリンらしい音にしてくれます。 

バイオリンの表面   
●　塗料　（ラッカーなど）　

→　溶けにくいので管理しやすい。 　比較的低価格。 （例 ： VS-1等）

●　ニス　（原料は樹脂、 アルコール、 アマニ油など）　

→　高温に弱く、 溶けやすいが、 音に深みが出る。 （例 ： VS-2以上）  

ニスを塗る理由 
木材の補強 （腐食やキズを防ぐ） と音響効果 （下記参照） 

ニスのタイプ
ニスのタイプは樹脂を溶かす溶剤により大きくは

アルコールニスとオイルニスに分かれます。 

アルコールニスは速乾性に優れ、 乾燥後のニスは硬め、

オイルニスは速乾性では劣るものの乾燥後は軟らかめといった傾向があります。  

カル坊 「バイオリンが病気になったぞ。 はぁーっ .. 
せっかく練習しようと思ったのに。
バイオリンを休ませてあげないと。。」

つげ 「おいおい、 バイオリンを暑いところに放置してたから。
それはニスがとけてケースの痕がついただけ。
練習するには問題なし。 」

④ ニスひびが発生する 
●　冷 ⇔ 暖の急激な変化 （冬の室内外など）
●　ニスの性質が硬い

① ニスが溶ける （ケースの痕がつく、 など )
② 駒足がズレる
③ ニスじわが発生する、 など 

ニスの注意点

●　完成直後のバイオリンが十分乾ききってない
●　暑い所に放置　（夏の車中など）
●　元々ニスの性質が軟らかい

② 駒足がズレる 

④ ニスひびが発生する

ニス編━
楽器表面のニスは溶ける恐れがあります。 楽器の保管場所には十分注意しましょう。



巻き線がほつれてきたりサビてきた。 音色が曇ってきたり、 音量が減ってきた。

そんな症状が現れたら、 弦交換のサインです。

※弦は 「消耗品」 です。 突然切れることもありますので、 予備弦を常に持っておきましょう。

交差させると 弦がペグから抜けなくなり、 弦の伸びも早く安定します。

頭側へ巻いていく

交差させて 頭側へ巻いていく

次に先側へひと巻きまず、 ペグの頭側に
ひと巻き

駒の方に革などが貼ってある場合は

パイプは外しましょう。

バイオリンをお腹にあてて膝で挟
み、 動かないようにしっかりキープ
して下さい。 （あまり強く挟みつ
けすぎないようにして下さい。）

駒を両手でしっかりと持ち、 角

度を少しずつ調整します。 クロス

などを駒の前後やテールピースの

下に敷いておくと事故や傷の予

防になります。

前に傾いている、 駒の後ろが浮

いている場合は 両手でゆっくり慎

重に起こします。

すき間が無いように

弦を張ったら 
駒の傾きを確認しましょう

※ 弦を交換するときは、 4 本全て交換する場合でも 1 本ずつ張り替えて下さい。

一度にすべての弦を外すと魂柱が倒れたり、 思わぬ事故の原因となることがあります。

弦の張り替えについては様々な方法があります。上記は一例です。

テールピース （アジャスター）

に弦のボールを掛けます。
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Ｅ線のパイプ

弦張り替えの方法

弦交換の目安

E 線のパイプを

駒の溝にのせます。

カル坊 「おわっ！ びっくり !!　弦が切れたぁー
．．． 残念だけど、 練習はできないぜ．．．。
 （＾ｕ＾）」

つげ 「ありゃりゃ。 　じゃあ、 弦を張ってみようかのう。
（で、 練習ができるぞ。 残念ながら）」

駒の後ろの面が ボディと

だいたい垂直になるように

※モデルによっては革などが貼られていない場合もあります

弦のくいこみを防ぐため、E線にパイプがついています。
なお、弦の種類によってはついていない場合もあります。

弦張り替え編━
定期的に弦を交換できるよう、 弦の張り替え方法を覚えておきましょう。

⇒おすすめの弦はP16で紹介



調弦の方法

①楽器をクロスで拭きましょう

②弓のスクリューを緩めましょう

お手入れの基本は、 汚れや松脂をから拭きして楽器をきれいにすることです。

・ 楽器本体
クロスなどの柔らかい布を使って、 全体をやさしく拭きます。
手の汗 （皮脂） をから拭きし、 全体をきれいにします。

・ 弓、 弦、 駒周辺
楽器本体を拭くクロスとは別に、 松脂の付着を取り除くクロスを
用意しましょう。
弦や駒周辺、 弓に白くついた松脂をやさしく拭き取ります。

弓の毛を張られたままケースにしまうと、 弓の寿命を縮めることに繋がります。
必ず、 弓のスクリューを緩めて弓毛がたるんだ状態でケースにしまうようにしましょう。

Q1 弓の毛が切れてしまった

数本弓の毛が切れるのはごく自然な現象で、 演奏には問題ありません。
多量にごっそり抜けてしまった場合には、 何か問題があるかもしれませんので、
毛替えに出しましょう。

Q2 弓の毛が緩まなくなってしまった

乾燥により弓の毛が短くなった可能性があります。 少しであれば問題ありません。
加湿された環境に保管しておけば戻る場合もありますが、 それでも張りすぎている場合は
毛替えに出しましょう。

Q3 毛替えのタイミングはいつごろ？

弓の毛を緩めると毛が伸び切っている、 弓元の毛が黒ずんでいる、 毛が切れやすかったり、
すでに切れて少なくなっている、 松脂が付きにくく演奏中に毛が滑りやすいなどの症状が
出始めたら、 毛替えのタイミングです。 弓を使用してからおおよそ６～１２か月が毛替えの
目安と言われています。

①

向かって右から2番目の線、A線（ピアノのラの音）を合わせます。

正しいﾍﾟｸﾞをゆっくり回してくださいね。一気に回すと弦が切れることがあります。

ピアノで音を出したり、スマートフォンアプリやチューナーで音を合わせていきます。

もしお手元にクリップチューナーがあれば、そちらもご活用いただくと便利ですよ。

②

次に向かって右から3番目の線、D線

（ピアノのレの音）を合わせます。

③

次に一番太い弦、向かって右から4番目の線、

G線（ピアノのソの音）を合わせます。

④

次に一番細い弦、向かって右から１番目の線、E線（ピアノのミの音）を合わせます。

この弦はペグを回すだけで大幅に音程が変わるため調弦するのが

難しく、大まかに合わせてからテールピースに付いているアジャスター

を回して音程を微調整します。

以上の過程で4弦の調弦ができますが、環境や弦の伸び縮み、調弦で駒が引っ張られた
ことなどによる多少のずれが出てきているかもしれません。もう一度調弦してみましょう。

バイオリンを練習する前には必ず調弦をする必要があります。
自分でできるようにしましょう。

バイオリンの練習が終わったら、 必ずお手入れをしましょう。
また、 弓のスクリューを緩めてからケースにしまうようにしましょう。

調弦編━

カル坊 「バイオリンケースから楽器を出したら、
音程がなんだかおかしいぞ。 
せっかく練習しようと思ったのに。
どうしたらいいのやら。」

つげ 「そういうときは調弦をするのじゃ。
最初は難しいけれど、 慣れてしまえば簡単だぞ。
早速練習するぞ！ 」

つげ 「MAC 弦楽器用クロス 2 枚入りが
おすすめじゃ。 お手頃で使いやすいぞ！ 」

アジャスター部分拡大

②

③

④

①
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メンテナンス編━

弓のよくある質問━

⇒弦楽器用クロスSCC-01はP18で紹介



税込定価 44,000円

税込定価 48,400円

税込定価 44,000円

商品名：バイオリンセット

サイズ：4/4、3/4、1/2、1/4、1/8、1/10、1/16

表板：スプルース

裏板、側板、ネック：メイプル

指板、糸巻き、あご当て：エボニー

弦：ナイロン弦VNS-260

（1/8、1/10、1/16サイズはゴールドブロカット）

テールピース：４アジャスターテールピース

商品情報

①楽器本体

②弓 BV-101　税込定価 7,700 円

③ケース TRC-100　税込定価 13,200 円

④松脂 12VJ　税込定価 770 円

⑤肩当 VSR-200　税込定価 2,420 円

チューニングのしやすさが
魅力のナイロン弦を採用
（税込定価：3,190円）
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カラフルなケースを選びたい方は

よりグレードアップしたモデルをご希望の方は

興味がある、すぐに始めてみたい方は

お子様の目をひくカラフルな「カラフルマック」ケースがつい

たバイオリンセット。ケース本体にスチロールを使用している

ので軽量。お子様の持ち運びにも便利です。セット価格はVS-1

と同価格！！「ぴんく」、「おれんじ」、「みずいろ」、「あお」の4色か

らお選びいただけます。

VS-1のテールピースを信頼と実績の「ドイツ製ウイットナー」

に変更したモデル。より安定したチューニングが可能です。

弓、黒色ケース、肩当、松脂が標準付属しており、すぐに始めら

れるバイオリンセット。4/4サイズから1/16サイズまで揃えて

います。

セット内容

・リーズナブルな入門者向けバイオリンでありな

がら、購入してすぐに演奏できるようにセット内容

をフル装備。

・4/4サイズから1/16サイズを全てご用意。ご自身

の身長や腕の長さによりお選びいただけます。

・この価格では珍しいナイロン弦を採用。豊かな音

色とチューニングのしやすさが魅力です。替弦は

付属していません。

※1/8、1/10、1/16サイズはドイツ製スチール弦

「ゴールドブロカット」となります。



税込定価 70,400円

税込定価 70,400円

税込定価 64,900円

商品情報
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①楽器本体

②弓BV-101 　税込定価7,700円

③ケースTRC-100　税込定価13,200円

④松脂3V　税込定価1,100円

⑤肩当VSR-200　税込定価2,420円

セット内容

・本格的なバイオリン製法に基づいたモデル。単

板削り出しのほか、ニス仕上げを施しています。

・4/4サイズから1/16サイズを全てご用意。ご自身

の身長や腕の長さによりお選びいただけます。

バイオリンらしい豊かな音色を重視したい方は

予算を抑えたい、でも本体はVS-2が良いなら

カラフルなケースを選びたいなら

弓、黒色ケース、肩当、松脂が標準付属しており、すぐに始めら

れるバイオリンセット。

定番中の定番「ドミナント弦（A/D/G)とゴールドブロカット(E)」

を標準装備。豊かな音量と響きが魅力です。

4/4～1/4サイズはカルロジョルダーノ「VNS-260ナイロン弦」

を、1/8～1/16サイズはドイツ製スチール弦「ゴールドブロカ

ット」を標準装備したモデル。ご予算を抑えたい方へおすす

めしたいバイオリンセット。

お子様の目をひくカラフルな「カラフルマック」ケースがつい

たバイオリンセット。ケース本体にスチロールを使用している

ので軽量。お子様の持ち運びにも便利です。セット価格はVS-2

と同価格！！「ぴんく」、「おれんじ」、「みずいろ」、「あお」の4色か

らお選びいただけます。

商品名：バイオリンセット

サイズ：4/4、3/4、1/2、1/4、1/8、1/10、1/16

表板：スプルース

裏板、側板、ネック：メイプル

指板：エボニー

糸巻き、あご当て、テールピース：ツゲ

（1/2～1/16サイズは4アジャスタータイプテールピースを標

準装備、4/4、3/4サイズも4アジャスタータイプテールピース

に変更可能）

弦：●VS-2、VS-2C　ドミナント、E線のみゴールドブロカット

●VS-2E　ナイロン弦VNS-260

1/8、1/10、1/16サイズはゴールドブロカット



●カーボンマック　バイオリンケース
豊富なカラーバリエーションで、お気に入りがきっと見つかるカーボンマック。 素材にカー

ボンを配合することで頑丈かつ 1kg 台の軽さを実現。

全モデル共通：リュック可、4/4サイズのみ、別途ストラップ0.2kg、中国製

各クッションが楽器をホールド 小物入れ装備 肩当収納可。
※形状によっては収納できない場合
があります。

内装全体

バイオリンケース CFV-2
税込定価 63,800 円

重量／約 1.6kg

カーボン柄

カラー／　ホワイト /ワインレッド /ブルー /チョコブラウン /

ラベンダー /ペールブルー /ミルクティー /ミントグリーン

バイオリンケース CFV-2S
税込定価 63,800 円

重量／約 1.6kg

サテン仕上げ

カラー／　ブルー /ダークグリーン /ピンク /ローズ /レッド /

ワインレッド /シャンパンゴールド /ピンクゴールド /シルバー /

ピスタチオグリーン /パールオレンジ /ダークネイビー

写真は、左から ミルクティ/ホワイト/ワインレッド

写真は 、左からシャンパンゴールド/ピンクゴールド/ブルー
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急に弦が切れた時のために、 予備弦を必ず持っておきましょう。

●クン

●マジックパッド

おすすめ肩当━

持ち運び用ケース━おすすめバイオリン弦━
品番 タイプ 税込定価

カーボンスチール／アルミ巻（ボールエンド）
シンセティックコア／アルミ巻
シンセティックコア／アルミ巻
シンセティックコア／シルバー巻

E
A
D
G

セット

130
131
132
133
135

\1,430
\1,980
\2,750
\2,970
\9,130

品番 タイプ 税込定価
カーボンスチール／スズメッキ
シンセティックコア／アルミ巻
シンセティックコア／アルミ巻
シンセティックコア／シルバー巻

E
A
D
G

セット

AL01
AL02
AL03
AL04

AL100

\440
\1,320
\1,320
\1,540
\4,620

タイプ 税込定価
スチール（ボールエンド）
ナイロンコア／アルミ合金巻
ナイロンコア／アルミ合金巻
ナイロンコア／シルバー巻

E
A
D
G

セット

\330
\770
\880

\1,210
\3,190

Dominant
（ドミナント）

Thomastik-Infeld

サイズ：4/4、3/4、1/2、1/4、1/8、1/16

Alphayue
（アルファユー）

Thomastik-Infeld

サイズ：4/4、3/4、1/2、1/4、1/8、1/16

VNS-260
Carlo giordano

サイズ︓4/4、3/4、1/2、1/4

ビギナー向きのリーズナブルな価格のナイロン弦。カルロジョルダーノVS-1セットに標準装備されています。

厚さ1.5cm程度のクッションで、楽器と体の間に優しく
フィットする肩当。特に分数サイズをお使いのお子様に
最適です。

肩当といえばKUNと言われるほど定番の肩当で、
ロングセラー商品です。多くの演奏家に適する、
オールマイティな形状。

トマスティーク社のリーズナブルな価格のナイロン弦。

トマスティーク社の定番中の定番弦。楽器を選ばずオールマイティ。カルロジョルダーノVS-2セットに標準装備されています。

KUNオリジナル
4/4 サイズ   税込定価 6,050 円
3/4,1/2 サイズ 税込定価 5,500 円
1/4,1/8 サイズ 税込定価 4,950 円

マジックパッド  税込定価 1,100 円

丸型9cm 丸型7cm くじら さかな

かえる あひる かに 貝

カーボンマック徹底解剖
さまざまなアイデアが細かなところまで反映された、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「使う人のことを考えた、 軽くて丈夫なケース」 です。

演奏するときに安定して楽器を保持するため

に必要なアイテム。 ここでは、 定番の KUN、

お子様にもお使いいただけるマジックパッドを

ご紹介します。

カーボン柄でスッキリとした
シルエット。

サテン仕上げで、 大人な
雰囲気のカラーリング。

ホワイト ワインレッド ブルー チョコ
ブラウン

ラベンダー ペール
ブルー

ミルクティー ミント
グリーン

パール
オレンジ

コーラル
ピンク

ダーク
ネイビー

ピスタチオ
グリーン

ブルー ダーク
グリーン

ピンク ローズ レッド ワインレッド シャンパン
ゴールド

ピンク
ゴールド

シルバー

＼インスタグラムはじめました／
『carbonmac_official』 もしくは

『# カーボンマック』 で検索
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松脂はバイオリンからチェロまで、 幅広く様々な演奏スタイルに

使えるように作られています。 バイオリン松脂でおすすめのものは以下の通りです。

大定番の練習用消音器。

ゴム製なので、 楽器や駒を傷める恐れが

ほとんどありません。

●ボウイングサポート

マックコーポレーションについて

ホームページのご紹介

マックコーポレーション株式会社は昭和 59 年 7 月に設立されて以来、現在では主に「管楽器」「弦楽器」

「二胡」 の専門商社として楽器の普及に努めています。

事務所 ・ 営業部門では販売店様からいただくご注文や、

お問い合わせに日々ご対応しております。

この冊子も 「もっと多くの人に楽器を楽しんでほしい！」

という思いから、 ここで作成されました。

弊社では弦楽器のほか、 管楽器、 二胡の取り扱いもしております。

ホームページでは取り扱い商品を公開しており、 各種カタログも

PDF にて閲覧できるようにしております。

また新製品やおすすめ商品に関しましては、 チラシデータも随時

公開しております。 ぜひご覧ください。

━おすすめ定番松脂━

定番練習用ミュート━

あると便利なアイテム━

持っておきたい
メンテナンス用品━

━

ウルトラプラクティスミュート

バイオリン用  税込定価 1,760 円

サイズ：4/4 用と3/4 ～ 1/2 用、1/4 ～ 1/16 用

の 3種類

ホーレスボウガイド  税込定価 3,740 円

サイズ：4/4 ～ 1/2 用、1/4 ～ 1/8 用の 2種類

●持ち方補助アイテム

●クロス

●練習用ミュート

②ホールドフィッシュ  

　　税込定価 3,300 円

①ボウホールドバディ 

　　税込定価 4,400 円

※分数サイズ ( 特に 1/4 サイズ以下 ) の弓には、取り付けられない場合があり

ます。また、手の大きさによってはサイズが合わず、十分な効果が得られない

場合があります。

ブルー ブラック ピンク

ブルー ブラック クリアー ピンク イエロー

汗や皮脂などの汚れと、 松脂を拭く用の 2 枚が

セットになった必需品のクロス。

使い心地も良く、 綺麗に拭き取れます。

MAC弦楽器用マイクロファイバークロスセット

SCC-01  税込定価 1,210 円

カラー：ベージュ、ピンク、グリーン

① ②
③

愛知県名古屋市西区に事務所兼工房 ・ 倉庫を設け、 全ての楽

器や楽器小物は、 ここで最終検品 ・ 調整作業をされてから全国

の販売店へ出荷されます。

特に中国製に関しては、 中国にも事務所を設け、 予め現地で検

品を行ったものを国内に輸入するように努めています。

弦楽器工房ではカルロ ・ ジョルダーノやニコロ ・ サンティ、欧州

製の新作弦楽器など、 出荷前に 1 本 1 本時間をかけて調整

・ 検品するとともに、 オールド弦楽器の修復も行っております。

皆様にご満足いただける楽器をお届けするため、 様々なご意見

を集めながら、 常により良い楽器や小物をご提供できるよう努

めています。

慣れないうちは難しい腕の動き。

弓をまっすぐ動かすための矯正器具です。

正しい位置に小指を置き、

弓の支え方を覚えられます

正しいフォームで弓を握る

ことができます

※

※

①ベルナルデル 

②ミラン黒猫ダーク／ライト

③ギョーム（アルミ缶）

税込定価 2,750 円

税込定価 2,200 円

税込定価 3,850 円

ベージュ

グリーン

ピンク


