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ショッピングクレジット にてご利用
頂けます（分割）

超低金利!ショッピングクレジット にてご利用
頂けます（分割）

超低金利!
※クレジット利用には審査がございます。18歳以上20歳未満のお客様は保証人・また親権者の代理購入が必要となります。
※18歳以下のお客様はご利用いただけません。（親権者の代理購入となります）

※現品限りの商品につきましてチラシの配布の時点で売り切れになっている場合がございます。予めご了承ください。※表示価格は5/26時点のものとなります。都合により予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い致します。

Stageオススメ! ＆ お買い得ギター!

梅雨をフっ飛ばせ!
ACOUSTIC
GUITAR FAIR
アコースティックギターフェア

L.R Baggs ピックアップ取り付けキャンペーン

エルアールバッグス

期間中L.R Baggsのピックアップをお買上げの方に、
一律4,320円（税込）にて取り付けいたします（基本料）

¥ （税抜）
税込価格 ￥ 398,000

368,519
OPEN PRICE

限定カラー！
1930 年代のカウボーイ・ス
ターから現代のロックやカ
ントリーのスーパースター
まで、  大きな影響力を持つ
アーティスト達は、いつの
時代でもギブソン SJ-200 を
持っています。  まさに「キ
ング・オブ・ザ・フラット・
トップ」

SJ-200
Standard Trans Cherry

JEUGIA
価格 ¥ （税抜）

税込価格 ￥ 298,000
275,926
OPEN PRICE

限定カラーのブラック！
J-45 よりも若干ボディ容積
の大きいスクエア・ショル
ダーを活かした箱鳴り感・
アタック感の強いサウンド
が魅力です。

Limited Edition
HummingBird Ebony Special

JEUGIA
価格¥ （税抜）

税込価格 ￥ 338,000
312,963
OPEN PRICE

トップ材にサマリーエイジ
ド加工されたアディロン
ダック・スプルースを使用
した究極の鳴りを追及した
モデル。12 フレットジョイ
ントでネックの振動がボ
ディに抜群に伝わります。

Southern Jumbo
12th Fret

JEUGIA
価格 ¥ （税抜）

税込価格 ￥ 352,080
326,000

メーカー希望小売価格 ¥435,000（税抜）

ローズウッドの 3 ピース・
バックで 28 とは違う味わい
です

D-35

JEUGIA
価格

¥ （税抜）
税込価格 ￥ 179,010

165,750
メーカー希望小売価格 ¥195,000（税抜）

フォークカッタウェイボ
ディに、表板には A.R.E. 処
理が施されたシトカスプ
ルース、裏・側板にはロー
ズウッド単板を採用。SRT2
ピックアップにより、ダイ
ナミックで温かい音をライ
ン出力のみで実現。プレイ
ヤーの要望に応えた高級感
あるシリーズフラッグシッ
プの日本製モデル

AC5R ARE

JEUGIA
価格¥ （税抜）

税込価格 ￥ 480,600
445,000

メーカー希望小売価格 ¥580,000（税抜）

クラプトンファンのみなら
ず、マーチンのスタンダー
ド・モデルとして多くのプ
レーヤーに支持されている
王道の 1本です。

OOO-28EC

JEUGIA
価格¥ （税抜）

税込価格 ￥ 486,000
450,000

メーカー希望小売価格 ¥590,000（税抜）

1934 年製 D-18 の復刻モデ
ル。マーティンの黄金期に
作られたモデルたちの仕様
を復刻したことから、シリー
ズ名は " ゴールデン・エラ "
と名付けられた。ロング・
サドルのエボニー・ブリッ
ジやアバロンパールのポジ
ション・マークなど、シン
プルな仕様に関わらず重厚
感あふれる風格。

D-18GE

JEUGIA
価格

¥ （税抜）
税込価格 ￥ 187,920

174,000
メーカー希望小売価格 ¥290,000（税抜）

チョイ傷特価！
良質のMade in Japan ！

LL26 ARE

JEUGIA
価格 ¥ （税抜）

税込価格 ￥ 210,600
195,000

メーカー希望小売価格 ¥260,000（税抜）

新しくテイラーからリリー
スされた 200 シリーズの上
位モデル「デラックスシリー
ズ」です。 数ある木材の中
でも、個性的で美しく、エ
キゾチックな雰囲気を持つ
ハワイアンコア！！  厳選さ
れた希少なハワイアンコア
が力強く個性的な音色を生
みます。

224ce-K DLX

JEUGIA
価格¥ （税抜）

税込価格 ￥ 241,920
224,000

メーカー希望小売価格 ¥280,000（税抜）

2017 年限定モデル。
歴史と文化が刻まれた街道、
中山道【馬籠宿】をテーマ
にしました。ボディシェイ
プには 700 シリーズを採用。
オーディトリアムならでは
の優れた音

LTD2017
MAGOME

JEUGIA
価格¥ （税抜）

税込価格 ￥ 198,000
183,334
OPEN PRICE

2017 年夏期発売、全国限定
50 本。1967 年に誕生した
モーリス・ギターが今年 50
周年を迎え限定発売。
ボディ・バック＆サイドには、
長年ストックしていたとい
う希少なハカランダ材が贅
沢に使用されています。

W-50th

JEUGIA
価格

¥ （税抜）
税込価格 ￥ 281,880

261,000
メーカー希望小売価格 ¥348,000（税抜）

国内限定 50 本！ Taylor の
定番モデル 314ce を元にハ
ワイアンコアをサイド＆
バックに使用した限定モデ
ル。コア材特有のアタック
感と歯切れの良さがありク
リアで華やかさを感じさせ
る音色はコードストローク
でもフィンガーピッキング
にもよく合います。

314CE-KOA

JEUGIA
価格


