
草津A・SQUARE店

TEL.077-561-6570
【E-mail】a-square@jeugia.co.jp 

【住所】 滋賀県草津市西渋川 1-23-23
A･SQUARE SARA 専門店棟2F
【営業時間】 10:00～21:00

西口

JR草津駅
至大津 至守山

ユニクロアルプラザ大津アルプラザ草津

草津
A•SQUARE
草津
A•SQUARE店

イオンモール久御山店

TEL.075-633-0947
【E-mail】kumiyama@jeugia.co.jp 

【住所】 京都府久世郡久御山町森南大内
156-1イオンモール久御山2F
【営業時間】 10:00～22:00

至京都南 IC 久御山 JCT

至淀

至淀
至小倉

イオンモール
久御山店

至大久保
木津川
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久御山森

田井

TEL.072-620-1478
【E-mail】ibaraki@jeugia.co.jp 

【住所】 大阪府茨木市松ヶ本町86-4 
イオンモール茨木3F
【営業時間】 9:00～22:00

近畿自動車道

中央環状線

至大阪

至京都

大
阪
高
槻
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都
線
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イオンモール茨木店

※掲載商品は、店舗により展示内容が異なるため、お取り寄せになる場合がございます。 ※現品限りの商品につきましてチラシ配布の時点で売り切れになっている場合がございます。予めご了承下さい。 
※表示価格は8/31時点のものになります。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いたします。※ピアノ椅子などのオプションは商品によって別売りになる事がございます。くわしくはスタッフにお問い合わせ下さい。

B1F/1F
3F
4F 楽譜・鍵盤

TEL.075-254-3700
TEL.075-254-3750
TEL.075-254-3740

TEL.075-229-6560ANNEX
【住所】京都市中京区三条通寺町西入　サウンドステージ2F【営業時間】10:30～19:30(水曜定休)

【住所】京都市中京区三条通新京極角　【営業時間】（平日）11:30～20:00　（土日祝）10:30～20:30

stage@jeugia.co.jp

apex@jeugia.co.jp  

gakufu@jeugia.co.jp 

apex-gen@jeugia.co.jp 

三条本店

■お車でお越しの場合は三条パーキングをご利用ください。　
※三条パーキングをご利用の場合御幸町三条・入庫は御池通からの南向き一方通行になります。
　￥3,000(税抜）以上お買い上げで30分無料／￥5,000(税抜）以上お買い上げで1時間無料

三条本店
APEX弦楽器

祇園四条駅
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SHOP INFO

担当者大宮ショップ
宇治大久保店
舞鶴店
彦根店

TEL. 075-821-5600
TEL. 0774-43-1405
TEL. 0773-75-2058
TEL. 0749-22-3345

高槻店
ミュージックサロン三条
ミュージックサロン四条
ミュージックサロン京都駅

TEL. 072-681-5651
TEL. 075-254-3706
TEL. 075-257-5350
TEL. 075-371-4611

※1F/2F：CD/DVD、5F/6F:ミュージックサロン三条、別館ANNEX/APEX弦楽器は通常通り営業致します。

9月29日（金）は棚卸しの為、B1：Stage、3F：APEX管楽器、4F楽譜・鍵盤をお休みさせて頂きます。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解の程お願い申し上げます。

ギター・ドラム・ピアノ・管楽器・バイオリンetc...

2017.9/2.Sat ~ 9/30.Sat
月々3,000円からの

September

9September

EVENT INFO
イベントが盛りだくさん！イベントが盛りだくさん！JEUGIA は、この9月 JEUGIA は、この9月 

ヤマハ音楽教室の講師陣によるライブも開催！

会 場

時 間

9 （土）月 日

ヤマハ電子ドラム DTX
デモンストレーション

三条本店 Stage

観覧フリー①13:00 ～　②15:00 ～　
三条本店 1F 横特設スペース

デモンストレーター/濱田基義氏

9

会 場

時 間

9 3 （日）月 日

和紗 CD 発売 ミニライブ & 特典会

三条本店 CD/DVD フロア

観覧フリー
①15:00 ～ ②17:00 ～　

三条本店 1F 横特設スペース

会 場

時 間

9 3 （日）月 日

Vermilion Field 『twelf』
先行発売記念ライブ

三条本店 APEX 管楽器

入場料 /1,000 円
14:00 開場　14:30 開演　

三条本店 5FJ-SQUARE

会 場

時 間

9 10 （日）月 日

ヤマハデモンストレーター
玉田紗貴さんによるエレクトーンミニライブ

三条本店 4F 鍵盤フロア

観覧フリー
①13:00 ～　②14:00 ～　③15:00 ～　

三条本店 1F 横特設スペース

会 場

時 間

9 9 （土）月 日

松尾優　オリジナルミニコンサート　

草津 A スクエア店

入場料/1,500円  ※当社教室生様（保護者含む）/1,000円
※3歳以下のお子様は無料です。

12:30 開場　13:00 開演

草津 A スクエア店イベントホール

会 場

時 間

9 23 （日）月 日

ヤマハ大人の音楽レッスン
ミニコンサート＆レッスン説明会

草津 A スクエア店

出演/ギター・ウクレレ：松本春樹講師、エレキベース・ウクレレ：堤実紀子講師、ドラム：藤居昭博講師

13:00 開演　
草津 A スクエア店イベントホール 会 場

時 間

9 29 （金）月 日

プレミアムフライデーコンサート

イオンモール久御山店

出演 / ウクレレ：前田太郎講師

①17:00 ～　②19:00 ～
イオンモール久御山 2F フードコート内特設スペース

観覧フリー

会 場

時 間

9 2 （土）月 日

松田泰歩 CD 発売ミニライブ & 特典会

イオンモール久御山店

観覧フリー①13:00 ～ ②15:00 ～　

イオンモール久御山 1F 憩いの広場

421,200（税込）メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）200,000¥決算特価

Martin社の歴史の中でも
D-28に次いで最も名の
知られたモデル。
Side&Backにマホガニーを
使用し柔らかな明るい
サウンドが特徴的。
※長期店頭展示品のため

MARTIN
アコースティックギター

D-18 STANDARD

三条本店 Stage

税込価格￥ 216000

OPEN PRICE

（税抜）198,000¥決算特価

小振りで弾きやすいスモール
ボディ・シェイプで人気の

「L-00」2016年モデル。
L.R.BaggsエレメントPU搭載
※長期店頭展示品のため

GIBSON
アコースティックギター

L-00 STANDARD 2016

イオンモール久御山店

税込価格￥ 213,840

448,200（税込）メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）258,000¥決算特価

ヘッドにGIBSONマスタールシア
デザインのアバロンインレイ・
トラストットカバーなどの
豪華な装飾を採用した
J-45カスタム。
L.R.BaggsエレメントPU搭載
※キズありのため

GIBSON
アコースティックギター

J-45 CUSTOM 2016

イオンモール久御山店

税込価格￥ 278,640

423,360（税込）メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）244,000¥決算特価

ブランドオーディトリアムの
コンパクトサイズに厳選された
オバンコール使用。
独自のPUシステムが温かみある
使えるアコースティックサウンドを
アウトプット可能です。
※長期店頭展示品のため

Talyer
アコースティックギター

414 ce

イオンモール久御山店

税込価格￥ 263,520

432,000（税込）メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）272,963¥決算特価

西洋杉トップとインドローズウッドの
サイドバック、手作業で製作されている
豊かな音色のラミレスNEシリーズの
最新鋭モデル。
※長期店頭展示品のため

RAMIREZ
クラシックギター

4N-E

イオンモール久御山店

税込価格￥ 294,800

108,000（税込）メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）68,000¥決算特価

630mmショートスケール、
オール担盤の
本格派クラシックギター
※長期店頭展示品のため

松岡
クラシックギター

MC-140C/630

イオンモール茨木店

税込価格￥ 73,440

アコースティックギター メーカー希望小売価格

928800税込価格￥
MARTIN （税込）

▲1,425,600¥ （税抜）860,000¥
マーチン・アコースティックギターの最高峰。永遠の憧れを現実に。

D-45三条本店 Stage

アコースティックギター メーカー希望小売価格

194400税込価格￥
MARTIN （税込）

▲313,200¥ （税抜）180,000¥
外観と同様に、開放的で成熟したサウンドと、抜群のレスポンスを備えたモデル。

LL-26 ARE三条本店 Stage

アコースティックギター メーカー希望小売価格

257040税込価格￥
TAKAMINE （税込）

▲378,000¥ （税抜）238,000¥
バランスに優れた明瞭なトーンとプレイスタイルにとらわれない抜群のフィット感

DMP500 VTS三条本店 Stage

アコースティックギター メーカー希望小売価格

213,840税込価格￥
GIBSON （税込）

▲465,480¥ （税抜）198,000¥
ギブソンアコースティックの中でも特に人気の高いモデル

J-45TV草津 A•SQUARE店

アコースティックギター

300,240税込価格￥
GIBSON OPEN （税抜）278,000¥
ハチドリの描かれたピックガードが特徴の Gibson の定番モデル

HUMMING BIRD HD 2016草津 A•SQUARE店

アコースティックギター

258,000税込価格￥
GIBSON OPEN （税抜）238,889¥
人気ハミングバード 2016 年モデル。 長期展示品の為

HUMMINGBIRD 2016 HCイオンモール久御山店

アコースティックギター

328,000税込価格￥
GIBSON OPEN （税抜）303,704¥
ハミングバードにヴィンテージ要素を取り込んだ新モデル 長期展示品の為

HUMMING BIRD VINTAGEイオンモール久御山店

ウクレレ メーカー希望小売価格

107,784税込価格￥
KOALOHA （税込）

▲167,400¥ （税抜）99,800¥
オールコア材使用。人気 “コアロハ” のコンサートサイズ 長期展示品の為

KCM-00イオンモール久御山店

アコースティックギター メーカー希望小売価格

367,200税込価格￥
GIBSON （税込）

▲589,680¥ （税抜）340,000¥
GIBSON アコースティックの新技術 Thermally Aged Top 搭載。

J-45 VINTAGE 2016 VSイオンモール茨木店

アコースティックギター メーカー希望小売価格

213,840税込価格￥
GIBSON （税込）

▲341,280¥ （税抜）198,000¥
軽やかさと歯切れの良さに、クリアな深鳴りを加えた新機軸のギター

J-29 ROSEWOOD 2016イオンモール茨木店

クラシックギター メーカー希望小売価格

43,200税込価格￥
YAMAHA （税込）

▲66,960¥ （税抜）40,000¥
ナイロン弦サウンドの魅力をより身近にしたベーシックなクラシックギター

NCX700イオンモール茨木店

商品の状態につきましては、各店にお問合せ下さい。

JEUGIAオススメ！アコースティック・ギター LINEUP

ダイナミックで温かみのある音色。
ハイレベルのパフォーマンスに応える
フラッグシップモデル。

ダイナミックで温かみのある音色。
ハイレベルのパフォーマンスに応える
フラッグシップモデル。

A5MA5M

(税抜)

JEUGIA販売価格
メーカー希望小売価格

￥161,500
￥174,420(税込)

￥205,200(税込)

高級感あるシリーズ
フラッグシップの日本製モデル。
高級感あるシリーズ
フラッグシップの日本製モデル。

AC5MAC5M

(税抜)

JEUGIA販売価格
メーカー希望小売価格

￥161,500
￥174,420(税込)

￥205,200(税込)

全国 100 本限定モデル！
ライブでも引きたつ黒色のボディ
全国 100 本限定モデル！
ライブでも引きたつ黒色のボディ

A3R BLA3R BL

(税抜)

JEUGIA販売価格
メーカー希望小売価格 ￥124,200(税込)

￥97,750
￥105,570(税込)

JEUGIA は L-island
Platinum Dealer です

L - i s l a n d  P l a t i n u m  D e a l e r  と は
L/APX/CPXの各シリーズを豊富に取り揃え
ヤマハアコースティックギターの魅力を
存 分 に 体 験 で き る 特 別 な シ ョ ッ プ で す 。



予約受付中!
ご好評のため、ご予約順のお渡しとなります

2（土）

～10（日）9/
ＢＯＳＳコンパクトエフェクター

３%OFF!!表示価格からさらに
※一部対象外の商品がございます。

11（月）

～20（水）9/
※一部対象外の商品がございます。

ギターシールド

20%OFF!!表示価格から

21（木）

～30（土）9/
※一部対象外の商品がございます。

ギター・ベース・キーボードケース

５%OFF!!表示価格から

10

JEUGIAオススメ! エレキギター LINEUP

JEUGIAオススメ! 電子ドラム LINEUP

(税抜)

JEUGIA販売価格
▼OPEN PRICE

￥50,000
￥54,000(税込)

YAMAHA DTX400KS
コンパクトな
デザインながら、
アコースティックドラムと
同様のセッティングが可能。

今なら スティック・
ヘッドホン・マット・
教則本もついてます！

(税抜)

JEUGIA販売価格
▼OPEN PRICE

￥122,000
￥131,760(税込)

YAMAHA DTX532KFS 
アコースティックドラムに
迫る自然な打感を実現し
ドラマーの表現力を
強力にサポート。
豊富なトレーニング機能も
魅力。

今なら スティック・
ヘッドホン・マット・
教則本もついてます！

(税抜)

JEUGIA販売価格
▼OPEN PRICE

￥156,000
￥168,480(税込)

Roland TD-11KV-S
コンパクトなサイズながら
新音源で表現豊かな演奏が
可能。
※キックベダル・椅子は別売りです。

RSP20CRRSP20CR
よく弾き込まれたギターと
同じ状態の鳴りの
良さを再現。
Made in Japanモデル。

よく弾き込まれたギターと
同じ状態の鳴りの
良さを再現。
Made in Japanモデル。

(税抜)

JEUGIA販売価格

￥195,480(税込)

メーカー希望小売価格
￥237,600(税込)

￥181,000

ヴェノーヴァ  YVS-100ヴェノーヴァ  YVS-100

RS820CRRS820CR
音が整えられて、
エッジの効いた
サウンドが魅力。

音が整えられて、
エッジの効いた
サウンドが魅力。

(税抜)

JEUGIA販売価格

￥124,200(税込)

メーカー希望小売価格
￥151,200(税込)

￥115,000

音楽界を刺激し続けてきた
ストラトが進化を遂げた
真のオリジナルモデル。

音楽界を刺激し続けてきた
ストラトが進化を遂げた
真のオリジナルモデル。

American
Professional
Stratocaster

American
Professional
Stratocaster

(税抜)

JEUGIA販売価格

￥199,800(税込)

メーカー希望小売価格
￥221,400(税込)

￥185,000

話題沸騰!話題沸騰!

決算!

Venova!! Venova!! 

手軽に始められて、かつ本格的な演奏も楽しめる新しい管楽器

・手軽に持って行ける、軽くてコンパクトなデザイン
・水洗い OK, お手入れも簡単
・リコーダーに似たやさしい指使い

・サクソフォンのような表現力豊かな音色と
　本格的な吹き心地
・シンプルな構造ながら 2 オクターブの音域

(税抜)JEUGIA販売価格
￥10,800(税込)

OPEN PRICE

￥10,000

でも本格的

手軽な魅力

小物お買い得祭!! 小物お買い得祭!! 

ご予約はお早めに!

259,200（税込）メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）168,000¥決算特価

トーカイが誇る
質の高いLP
コピーモデル

TOKAI
エレキギター

HLS-240

草津 A•SQUARE 店

税込価格￥ 181,440

OPEN PRICE

（税抜）46,800¥決算特価

エピフォンの中でも
個性が際立つ
ブルースホーク

EPIPHONE
エレキギター

Blueshawk
DELUXE MS

イオンモール茨木店

税込価格￥ 50,544

OPEN PRICE

（税抜）198,000¥決算特価

セミアコの王道！
憧れのES-335
※キズ有
※長期展示品の為

GIBSON
エレキギター

ES-335

イオンモール久御山店

税込価格￥ 213,840

118,800（税込）メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）80,139¥決算特価

2つのアンプをミックスして
音作り可能なデュアルアンプ機能搭載
※長期展示品の為

YAMAHA
アンプ

THR100H DUAL

イオンモール久御山店

税込価格￥ 86,550

421,200（税込）メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）222,222¥決算特価

シカゴ交響楽団
ジョン･ハグストロム監修モデル。
※長期店頭展示品・旧品番

YAMAHA
C管トランペット

YTR-9445CHS

APEX 管楽器

税込価格￥ 240,000

318,600（税込）メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）229,629¥決算特価

初めてピッコロトランペットに
挑戦する方でも扱いやすい人気モデル
※長期店頭展示品

XO
ピッコロトランペット

PX-GB

APEX 管楽器

税込価格￥ 248,000

エレキギター メーカー希望小売価格

341,280税込価格￥
SUHR （税込）

▲507,384¥ （税抜）316,000¥
プロミュージシャンの現場の声を活かしたハイエンドギター

J STD 510 THB/R三条本店 Stage
フルート メーカー希望小売価格

289,440税込価格￥
PEARL （税込）

▲388,800¥ （税抜）268,000¥
管体、台座、ポストを銀製とし、より洗練されたクオリティ

F-7750REIL草津 A•SQUARE店

フルート メーカー希望小売価格

166,320税込価格￥
ALTUS （税込）

▲189,000¥ （税抜）154,000¥
明るく華やかで美しい音色が特徴

807Eイオンモール久御山店

フルート メーカー希望小売価格

313,200税込価格￥
YAMAHA （税込）

▲378,000¥ （税抜）290,000¥
SE モデルをベースに独特の形状を持つバレル、ベルを採用。

YCL-850ⅡVイオンモール久御山店

クラリネット メーカー希望小売価格

172,800税込価格￥
CRAMPON （税込）

▲248,400¥ （税抜）160,000¥
操作性や音抜けについてはもちろん、練習量が多い方に配慮されたモデル

E12F TRADイオンモール茨木店

ユーフォニアム メーカー希望小売価格

364,000税込価格￥
io （税込）

▲486,000¥ （税抜）337,037¥
ゴールドブラスベル&エルゴノミクストリガー付限定モデル ※廃盤・長期店頭展示品・小キズあり

EO1070GBS/TAPEX管楽器

コルネット メーカー希望小売価格

168,000税込価格￥
YAMAHA （税込）

▲216,000¥ （税抜）155,556¥
豊かな響きとなめらかな吹奏感が特徴のプロフェッショナルモデル ※長期店頭展示品

YCR-6330SAPEX管楽器

バイオリン メーカー希望小売価格

61,344税込価格￥
YAMAHA （税込）

▲88,560¥ （税抜）56,800¥
本格派の手工分数バイオリン 1/2 モデル

V7SG 1/2草津 A•SQUARE店

クラリネット メーカー希望小売価格

230,000税込価格￥
YAMAHA （税込）

▲334,800¥ （税抜）212,962¥
ドイツ管に近い内径形状を採用し、幅広い多様な音色を生み出します。

YCL-852IIイオンモール茨木店

バスクラリネット メーカー希望小売価格

1632000税込価格￥
B.Crampon （税込）

▲1,944,000¥ （税抜）1,511,111¥
全世界で高い評価を得ている Tosca シリーズのバスクラリネット ※長期店頭展示品

Tosca Low-CAPEX管楽器

トランペット メーカー希望小売価格

218,000税込価格￥
XO （税込）

▲280,800¥ （税抜）201,852¥
オーケストラ・吹奏楽に最適なモデル ※長期店頭展示品

SD-SAPEX管楽器

C管トランペット メーカー希望小売価格

240000税込価格￥
YAMAHA （税込）

▲421,200¥ （税抜）222,222¥
元ニューヨークフィルのロバート･サリバン監修モデル。 ※長期店頭展示品・旧品番

YTR-9445NYSAPEX管楽器

トロンボーン メーカー希望小売価格

498,000税込価格￥
GETZEN （税込）

▲669,600¥ （税抜）461,111¥
イアン・バウスフィールド監修モデル ※長期店頭展示品

4147IBAPEX管楽器

トロンボーン メーカー希望小売価格

316,000税込価格￥
CONN （税込）

▲410,400¥ （税抜）292,593¥
テナーに近い吹奏感と、豊かで広がりのある音色が特徴のモデル ※長期店頭展示品

88HR-O Rose Brass BellAPEX管楽器

エレキギター

213,840税込価格￥
RICKENBUCKER OPEN PRICE （税抜）198,000¥
風合いのあるバーストが魅力的。

LTD330MTZBRN三条本店 Stage

エレキギター メーカー希望小売価格

192,240税込価格￥
FENDER （税込）

▲256,608¥ （税抜）178,000¥
旧モデルにつき特価！

AM STD ST RW 3TS三条本店 Stage

エレキギター メーカー希望小売価格

192,240税込価格￥
FENDER （税込）

▲256,608¥ （税抜）178,000¥
旧モデルにつき特価！

AM STD TELE RW 3TS三条本店 Stage

エレキギター メーカー希望小売価格

203,040税込価格￥
FENDER （税込）

▲378,000¥ （税抜）188,000¥
FENDER の AMERICAN VINTAGE シリーズ

AM VIN 56 ST 2CS草津 A•SQUARE店

エレキギター メーカー希望小売価格

118,800税込価格￥
GIBOSN （税込）

▲236,520¥ （税抜）110,000¥
人気のレスポールスタジオモデル塗装剥がれのため大特価！

Les Paul STUDIO 2016 EB草津 A•SQUARE店

エレキギター メーカー希望小売価格

170,640税込価格￥
SAGO （税込）

▲253,800¥ （税抜）158,000¥
独創性のあるフォルム。個性派におすすめ。

CLASSIC STYLE TL PPG草津 A•SQUARE店

エレキギター メーカー希望小売価格

138,240税込価格￥
GIBSON （税込）

▲234,360¥ （税抜）128,000¥
レスポールスペシャルがジャパンリミテッドとして登場！

Les Paul Special 2016 JP HCイオンモール茨木店

エレキギター メーカー希望小売価格

129,600税込価格￥
ZEMAITIS （税込）

▲194,400¥ （税抜）120,000¥
エントリーモデルながら ZEMATIS らしい個性を発揮したモデル

C24MF BKイオンモール茨木店

エレキギター メーカー希望小売価格

185,760税込価格￥
FENDER （税込）

▲237,600¥ （税抜）172,000¥
カスタムショップ製のピックアップを搭載、HANDMADE in USA。 ※長期展示品の為

American Standard Stratocaster 3TS/Rイオンモール久御山店

エレキベース メーカー希望小売価格

129,600税込価格￥
アトリエZ （税込）

▲214,920¥ （税抜）120,000¥
1 本で「JB」と「H」2 つのサウンドがプレイできる” 二重人格” ベース

JHJ-189 TPWH三条本店 Stage

エレキベース

230,040税込価格￥
MUSICMAN OPEN PRICE （税抜）213,000¥
アクティブベースの代名詞的存在。スラップが冴えます。

SR-4 NM/B三条本店 Stage

エフェクター

41,472税込価格￥
BOSS OPEN PRICE （税抜）38,400¥
エフェクト・機能面共に更に使いやすく充実したギタープロセッサー

GT-100イオンモール茨木店

エレキギター メーカー希望小売価格

91,260税込価格￥
YAMAHA （税込）

▲119,880¥ （税抜）84,500¥
豊かな低音域とエッジの効いた高音域はロックサウンドに最適 ※長期展示品の為

RS620イオンモール久御山店

エレキギターお買い得品！商品の状態につきましては、
各店にお問合せ下さい。 管楽器・弦楽器お買い得品！ 商品の状態につきましては、

各店にお問合せ下さい。

鍵盤楽器お買い得品!
商品の状態につきましては、各店にお問合せ下さい。

電子ドラムお買い得品!
商品の状態につきましては、各店にお問合せ下さい。

744,120（税込）

税込価格¥558,000

メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）516,667¥決算特価

ALTUS
フルート

A25-GP-E

APEX 管楽器

アルタス25周年記念モデル
総銀・金メッキ仕上げ ※長期店頭展示品

653,400（税込）

税込価格¥499,000

メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）462,037¥決算特価

SANKYO
アルトフルート

ストレートモデル 頭部管銀製

APEX 管楽器

低音の伸びと、大らかな響きで
高い評価を得ているモデル ※長期店頭展示品

810,000（税込）

税込価格¥648,000

メーカー希望小売価格 ¥

（税抜）600,000¥決算特価

SELMER
クラリネット

Privilege

APEX 管楽器

セルマー・パリ社の最高級クラリネット。
Newモデル ※長期店頭展示品

(税抜)決算特価決算特価
OPEN PRICEOPEN PRICE

￥225,000
243,000税込価格¥

ROLAND HPi 50e RWS
便利で多彩な機能が魅力の” デジスコア” 搭載
※長期展示品の為

電子ピアノ

イオンモール久御山店

(税抜)決算特価決算特価
OPEN PRICEOPEN PRICE

￥144,500
156,060税込価格¥

ROLAND TD-11KVS
V ドラムならではの
高い演奏性と操作性。
※長期展示品の為

電子ドラム

イオンモール久御山店 マット・イス
フットペダル
ヘッドホン
スティック
プレゼント!!
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