
サバレス／クリエイション ・
カンティーガ 510MR ノーマ
ル (SET)

￥2,497 　￥1,498

プロギタリストの要望から
生まれた組み合わせ弦。①
②ニュークリスタル③アリ
アンス④～⑥カンティーガ

919558

サバレス／クリスタル ・ カン
ティーガ 510CR ノーマル (SET)

￥2,255 　￥1,353

高音弦ニュークリスタル +
低音弦カンティーガ。その
名の通りクリアな音色で、
超人気弦です。

916847

弦はセット弦がお得！新製品も登場！

新登場！人気急上昇中！

セット弦割引！
オーガスチン弦全種類 50%OFF、 プロアルテ弦全種類 55%OFF （EXP 弦、 XT 弦、 フラメンコ弦は 40%OFF）、 サバレス弦 
40%OFF （ポリッシュ弦は 25%OFF、 トマティート弦、 ウクレレ弦は 30% OFF）、 ハナバッハ弦、 アクイラ弦 ・ ラミレス弦、 ラベラ弦 
全種類 35%OFF、 オプティマ弦全種類 25%OFF、 メディナ ・ アルティガス弦全種類 40%OFF ！、 ドーガル弦全種類 30%OFF

不動の人気！超定番弦をご紹介！

ラ ベ ラ 2001 Classical 
MHT ミディアムハイ (SET)

オーガスチン／パラゴン ・
赤 ・ ミディアム (SET)
高音弦にパラゴン・フロ
ロ カ ー ボ ン（ ミ デ ィ ア
ム）、低音弦は赤を使用。
ブライトでシャープな音
の立ち上がりが魅力

プロアルテ／ XTC45 ノーマ
ル (SET)

￥3,190　￥1,914

EXP 弦をさらに進化させた最新
のコーティング弦『XT 』。ノン
コーティング弦のようなナチュ
ラルなトーンとタッチフィーリ
ングを併せ持ったロングライフ
弦

透明感と立体感のある高音
弦、ピッチと安定性に優れ
た低音弦のラベラのスタ
ンダード。ヨークが愛用。
ロー、ミディアム、ハイあ
り。

※パッケージはデザイン変更のため写真と異
なる場合があります。
※バラ弦の割引率は異なります。
※ご注文の際は、 メーカー名、 商品名、 テ
ンション （弦の張りの強さ） をご指定ください。

\2,816　￥1,690

人気の510MRの低音弦に「カ
ンティーガ・プレミアム」を
使用。豊潤で重厚感のある音
色、持ちの良さが人気 !

サバレス／クリエイション ・
カンティーガ ・ プレミアム
510MRP ノーマル (SET)

920844

プロアルテ／ EJ-45 ノーマル
(SET)

￥3,520　￥1,584

定番中の定番、プロアルテ
ノーマル弦。

プロアルテ／ EJ-45-3D
ノーマル (SET)

￥8,800　￥3,960

定番中の定番、プロアル
テ弦をお得にまとめ買
い！

905308913297

920967

921094

921018 ￥2,420　￥1,573

ハナバッハ／エクスクルー
シヴ ・ ミディアム （SET）

￥5,280 ￥3,432

3 弦にチタニール弦、低
音弦に新素材長寿命弦使
用。ハナバッハ最高級弦。

サバレス／クリスタル ・ カン
ティーガ ・ ポリッシュ 510CRH
ノーマルテンション （SET）

￥4,763 　￥3,573

音色の力強さはそのまま
に、左手のポジショニング・
ノイズを極限まで軽減。サ
バレス弦の最高級モデル。

一度使うとやめられない！？こだわりの高級弦！

オプティマ／クリアナイロ
ン ・ 24K ゴ ー ル ド ・ ハ イ
GNHT(SET)

￥4,477　￥3,358

明瞭な「クリアナイロン」
（高音）と、重厚感のある
「24K ゴ ー ル ド 」（ 低 音 ）
の組み合わせ。

プロアルテ／ EJ-45FF
カーボン ・ ノーマル (SET)

￥5,390 　￥2,426

高音はカーボン弦、低音
はダイナコア弦のセット

919480918926

918278 919787

指への負担を軽減、 ローテンション弦！

プロアルテ／ EJ-43
ライト (SET)

￥3,520 　￥1,584

① ～ ⑥ の 張 力 合 計
35.7Kg

オーガスチン／黒 (SET)サバレス／赤 520R(SET)

￥2,376　￥1,426

① ～ ⑥ の 張 力 合 計
37.2Kg

ハナバッハ／シルバー ・
スーパー・ロー （黄） (SET)

￥2,970　￥1,931

①～⑥の張力合計 37.0Kg

①～⑥の張力合計 37.5Kg

902444

901720

900495

901409 ￥1,760　￥880

￥2,970 　￥1,931

ドイツの老舗弦メーカー、
ハナバッハの主力商品。艶
やかな音色で、バランスの
いい商品です。

ハナバッハ／シルバー ・ ミ
ディアム （黒） (SET)

900631

サバレス／カンティーガ510AR
ノーマルテンション (SET)

￥2,794 　￥1,676

高音弦アリアンス・ノー
マルテンション + 低音弦
カンティーガ・ノーマル
テンション

915734

￥3,300　￥1,650

オーガスチン／リーガル赤
(SET) 

￥2,200 　￥1,100

音程の正確さを向上させ
たリーガル（高音のみ）と、
定評ある赤ラベルの低音
弦を組み合わせたセット。

905247

オーガスチン／リーガル青
(SET)

GG シ ョ ッ プ 売 上 No.1。
輝きのある音色、リーズ
ナブルな価格が人気です。

905254 ￥2,420　￥1,210

輝きのある音、 豊かな音量、 ハイテンション弦！

ハナバッハ／シルバー ・
ハイ （青） (SET)

￥2,970 　￥1,931

① ～ ⑥ の 張 力 合 計
44.3Kg

サバレス／アリアンス 540J
ハイ (SET)

￥2,706　￥1,624

① ～ ⑥ の 張 力 合 計
42.6Kg

プロアルテ／ EJ-44 エク
ストラハード (SET)

￥3,520　￥1,584

①～⑥の張力合計 40.9Kg

900709

901867

905292

オーガスチン／パラゴン ・
青 ・ ハイ (SET)
高音弦にパラゴン・フロ
ロカーボン（ハイ）、低
音弦は青を使用。ブライ
トでシャープな音の立ち
上がりが魅力

920974 ￥3,520　￥1,760

■ご注文はこちらへ
https://www.gendaiguitar.com
sales@gendaiguitar.com
FAX : 03-3530-5405
TEL : 03-3530-5343（平日 12:00～17:00）
〒 171-0044 東京都豊島区千早 1-16-14
（株）現代ギター社 GG通販サービス

人気のヒミツ　その 1
最高水準の工作精度 !

オーダーから納品まで 1 年以上の時間をかけて
丁寧に製作します。本体のほとんどが自然の木
材を加工し仕上げていくため、乾燥の工程で歪
みや割れが生じることがあります。時間をかけ
てじっくり製作することで、お客様への納品時
には、狂いの少ない状態でお渡しすることが出
来ます。

人気のヒミツ　その２
卓越した演奏性 !

楽器選びで重要なポイントは弾き易さです。ど
んなに音が良い楽器でも弾き辛くては楽器の実
力を出す事が出来ません。「河野・桜井ギター」
は桜井が考案した「ネックの黄金比」により、
今までにない弾き易さを体感していただけま
す。ギター製作５０年にも及ぶ経験から生み出
したネックは、プロ・アマ問わず高い評価を得
ています。

人気のヒミツ　その３
クリアな音質とバランスの取れた音量 !

ギターは弦を弾き振動を加えて、表面板を揺ら
し音を出す楽器です。工作精度が悪い楽器は
鳴ってはいけないところまで共鳴しノイズの原
因にもなります。濁りの無いクリアな音質は高
い工作精度によるものです。

桜井正毅　PC

パリ国際ギター製作コンクール
1 位受賞モデル

908774

松 / 中南米ローズウッド

伝統の技に最先端の技術伝統の技に最先端の技術伝統の技に最先端の技術
を投じた桜井シリーズを投じた桜井シリーズを投じた桜井シリーズ

桜井・河野ギターの即納可能な
レギュラー・ショートスケールが入荷！
他の製作家の楽器もお問い合わせください

New! New!

￥660,000

お問合せ下さい 

桜井正毅　　

スペシャル　SP

905179
松 / 中南米ローズウッド

お問合せ下さい 

お問合せ下さい 

￥770,000

桜井 / 河野

スペシャル　SP

905179
松 / 中南米ローズウッド

写真 ：スペシャル　630mm 写真 ： RF　レイズドフィンガーモデル 写真 ：スペシャル　640mm

￥1,100,000
911460

松 / 中南米ローズウッド

極上の杉材を使用
した桜井 ・ 河野大
量入荷予定！松材
とは違う甘く豊かな
音色が楽しめます。
桜井 RF 杉　650mm

河野 MA 杉 640mm

桜井 PC 杉 640mm

桜井 CO-J 杉　650mm

各限定１本

桜井 / 河野桜井 / 河野桜井 / 河野

日本の誇る銘器。日本の誇る銘器。
桜井河野シリーズ桜井河野シリーズ

￥825,000

お問合せ下さい 

桜井河野

マエストロ　MA

河野シリーズの最高峰モデル

905162

松 / 中南米ローズウッド

￥1,100,000

お問合せ下さい 

限定１本
650mm
即納可！

限定１本
630mm
即納可！

限定１本
650 ｍｍ

限定１本
640mm
即納可！

レイズドフィンガーボード

迫力の低音が特徴の
スペシャルモデル。

弾き易いショートスケール　

開催期間 ：  11/28( 木 )12 ： 00 ～1/27( 月 ) 　GGショップ はちょっと長く 2/11( 火 ) まで開催期間 ：  11/28( 木 )12 ： 00 ～1/27( 月 ) 　GGショップ はちょっと長く 2/11( 火 ) まで

ウィンターセール 2019/20

現代ギター社 GG通販サービス及びGGショップ（実店舗）は経済産業省が実施する、キャッシュレス・消費者還元事業制度に
対応しています。 GG通販サービスから還元対象のクレジットカード（Visa、Mastercard、JCB、AMEX、ダイナースクラブ）
でお買い物をされたお客様は、お買い上げ金額の 5％分が還元されます。
GGショップ（実店舗）で還元対象のクレジットカード（Visa、Mastercard、JCB、AMEX、ダイナースクラブ）またはPayPay
でお買い物をされたお客様は、お買い上げ金額の 5％分が還元されます。

桜井 ・ 河野ギターをお買い上げの
方にスペシャルプレゼント！

＊セール期間中は特価にてお取扱いしております。試奏のご希望、カタログ上にない材料での製作や弦長の変更など特注のご相談も承ります。
＊手工ギターの納品には 6カ月以上かかる場合がございますので予めご了承ください。30 万円以上の楽器をお買い上げの場合、クレジットローンがご利用可能
です。（15回払いまで金利・手数料無料）クレジットローンとクレジットカードの併用はできません。

　GGFS-BW 木製足台

　GG スーパー ・ クロス

メンテナンス用品 ・ その他

人気の定番クロス。
約 39cm × 44cm。
素 材： ポ リ エ ス テ ル
80％、ナイロン 20％

カルナバ ・ ポリッシュ

古美術品、骨董品な
どにも使用される湿
度調整剤。2 袋入り

909931

ピンク 911125

ベージュ 911101

ブルー 911118

ミスティ　クリアコート ・ クリーナー

汚れを落とし光沢を与え、
さらに保護コーティング。
油脂系成分を含まないため、
ほぼ全ての楽器に対応。ス
マホのクリーニングにも。
容量：114ml

乾燥剤 〈ギターペット〉

湿度調整、消臭、
除 菌、 サ ビ 防 止
に。2 個入り。

903847

￥2,860

￥2,431

￥1,045

￥889

￥660

￥528

￥1,320

￥1,188

高 級 感 あ ふ れ る
大 人 気 木 製 足 台。
縦： 約 23 × 横：
約 9cm。 高 さ：3
段 階 切 替（ 約 10、
14.5、17.5cm） 
重量：約 450g
ブナ無垢材。巾着
袋付。

オアシス ・ ギターヒューミディファイア OH-1

ギ タ ー 内 部 の 加 湿
に！特殊素材入りの
容器の中に水を入れ、
サウンドホール上の
弦に装着。繰り返し
使用可。

912146

オアシス ・ ケースヒューミディファイア OH-6
ケース内の加湿に！　
特 殊 素 材 入 り の 容 器
に水を入れ、付属のク
リップでケース内に装
着。水分が減るにした
がって本体が曲がって
いくので、水の補給時
期がひと目でわかりま
す。繰り返し使用可。

914201

￥3,080

￥2,618

￥3,080

￥2,618

￥4,620

￥3,927

楽器表面のクリーニン
グ、保護・艶出し効果
に。どんな塗装にも対
応可。

513072

￥1,320

￥1,188

518969

桜井 ・ 河野ギターをお買い上げの桜井 ・ 河野ギターをお買い上げの桜井 ・ 河野ギターをお買い上げの桜井 ・ 河野ギターをお買い上げの

乾燥剤 〈ミュージック ・ モイスチャー〉

「マチネの終わりに」関連商品

平野啓一郎の小説『マチネ
の終わりに』に登場する楽
曲を、福田進一の演奏で再
現。林そよかによる「幸福
の硬貨」を収録。

小説に登場する楽曲を、福
田が演奏するタイアップ CD

『マチネの終わりに』第 2 弾。
鈴木大介編、ブラームスの
間奏曲 Op.118-2 を収録。

映画『マチネの終わりに』の
オリジナル・サウンドトラッ
ク。福山自身による菅野祐悟
作「幸福の硬貨」のほか福田
進一、荘村清志の演奏を収録

2017 年 1 月福田進一により
初演された「幸福の硬貨」
※ご注意：映画『マチネの終
わりに』で演奏される菅野祐
悟による曲とは異なります。

小 説 や 映 画 で も 重 要 な 役
回 り を 果 た し た 間 奏 曲
Op.118-2（ブラームス）を
含む鈴木大介のベスト曲集。
全 15 曲。

【楽譜】 鈴木大介ギ
ターベストコレクション
GG634　￥2,200

【楽譜】 林そよか
幸福の硬貨

　￥509

月刊現代ギター
19 年 11 月号 (No.631)

　￥1,540

特集　映画『マチネの終わりに』
公開。福田進一インタビュー 
～映画『マチネの終わりに』の
音楽について～。添付楽譜『大
聖堂』（バリオス）タブ譜付き

【CD】 福田進一
〈マチネの終わりに〉　

￥3,056

【CD】 福田進一
〈マチネの終わりに

 and more〉　
￥3,300

【CD】 〈映画 「マチネの終わりに」
オリジナル ･ サウンドトラック〉

　￥3,300

限定１本
650mm
即納可！

・ 桜井 RF、 PC、 SP　河野 MA、 SP
はバム ・ ハイテック ・ ギターケース

・ 桜井 CO-J　CO-R　河野 PR-J
はスーパーライトケース

をサービスします。

10 万円以上のギターをお買
い上げの方にローディー ・ ギ
ター ・ チューナープレゼント！

スマートフォン（iPhone4s 以降、
Android　4.3 以降）と連動し、自動的
に糸巻きを巻き上げ、チューニングを行
う電動式自動ギターチューナー！
※スマートフォンは付いておりません。

2017 年　used
貴重なRFの中古品が入荷しました！

新品と見間違うほどの美品です。
コンディションも抜群！
桜井正毅

RF　レイズドフィンガーモデル

New! New!

高級輸入ギター、 他邦人製作
ギターの取り扱いもございます。
お求めのギターが無い場合は
お気軽にお問い合わせください。
楽器に関することは
TEL03-3530-5343
までお問い合わせ下さい。

006734 073248 077581 506642 063404

920769



ブリュッセル生まれの作曲家アルトゥー
ル・ボスマンによる、5 つの楽章からな
る作品。ダウランド作品など多くの編曲
を手掛けるギタリスト、プイエンブルッ
クに献呈された、上級者向けの作品。

ボスマン ： ブラジレイラス

073535　¥3,080 ￥2,772

　現代ギター社の新刊、 人気楽譜 ・ 書籍

※現代ギター社の出版物は定価販売となります。

ソル、カルカッシ、バリオスのオリジナ
ル曲、タレガ、リョベート、佐藤弘和編
曲のクリスマス作品 21 曲を収載。村治佳
織のために編曲された〈讃美歌メドレー〉
などメロディックな名アレンジばかりで
す。 GG545 ￥2,200

「卒業写真」「贈る言葉」「いい日旅立ち」
など「卒業・旅立ち」をテーマにした 17
曲をギターソロで。大切なあの人に音楽
で感謝の気持ちを贈りましょう。

GG418 ￥3,080

ギターソロのための 「贈るうた、 旅立ちのうた」 ／江
部賢一、 平倉信行、 田嶌道生・編 （CD、 タブ譜付）

ギター ・ ソロのためのクラシカル ・ クリスマス
～ 21 のクリスマスの歌～／佐藤弘和 ・ 篇

クリスマスがテーマの『やさしいギターア
ンサンブル』第 7 巻。定番のクリスマス・
ソングやクリスマス・キャロル 14 曲をギ
ター三重奏、四重奏にアレンジ。完全準拠
模範演奏 CD 付。

GG603 ￥3,300

やさしいギターアンサンブル第 7 集 ： クリスマ
ス音楽／日本ギター合奏連盟 ・ 編 （CD 付き）

「ホワイト・クリスマス」「きよしこの夜」
「アヴェ・マリア」など、ウクレレ・ソ
ロで奏でるクリスマス・ソング集。パー
ティーや発表会でお薦めのアレンジで
す。

GG379 ￥2,750

ウクレレ ・ ソロのためのウクレレ ・ クリ
スマス／細田武士 ・ 編曲

ブラーボ編曲の人気のタンゴ名曲集。「チ
キリン ･ デ ･ バチン」「想いの届く日」ほ
か 17 曲。「エル・チョクロ」はやさしめ
と上級者向けの 2 種類を収載。別売りの
準拠した CD（GGBD3031）も人気です。

GG539 ￥2,860

タンゴ名曲集～カナロからピアソラま
で～／レオナルド ・ ブラーボ ・ 編村治愛奏曲集。〈マイ・フェイヴァリット・

シングス〉〈ティアーズ・イン・ヘヴン〉な
ど佐藤弘和編曲作品ほか、〈はちすずめ〉

〈トロイメライ〉などクラシック名曲も
収載。ポピュラー、クラシック、どちら
のファンにもオススメ。Vol.1（GG225、
￥2,420）も人気。 GG520 ￥2,200

ギター二重奏のためのアルゼンチンタンゴ ・
アルバム（マイナスワン＆模範演奏 CD 付き）
1st、2nd のカラオケ CD にあわせて一人でも
ギター二重奏が楽しめます。本巻は「ポル・
ウナ・カベーサ」（ガルデル）「リベルタンゴ」

（ピアソラ）「エル・チョクロ」（ビジョルド）
「ラ・クンパルシータ」（ロドリゲス）を収載。

ウィーン音大のライナー教授の「歴史的
演奏法」を基に「テンポ」「舞曲」「装飾
音符」の観点から楽譜の読み方を解説。
ギターに特化した本ではありませんが、
音大の副教材で使われている名著です。

GG470 ￥1,650

正しい楽譜の読み方 バッハから
シューベルトまで／大島富士子

収載のトレーニングを積むことで、80
代になってもコンサート活動を続けた著
者のまさに秘伝の書。ギターを愛するシ
ニア世代のために公開です。

GG553 ￥1,980

年齢を超える！ギター技巧維持教本
～オリジナル選集 5 曲付／中林淳眞

　ハードギターケース　各種

バム・ハイテック・ギターケース・パンサー ............................................... ￥110,000 ￥93,500
　パンサー・ブラック [920707] パンサー・グレー [920714]
　軽量かつ堅牢なバムケースの新シリーズ「パンサー」。高評価の基本仕様はそのままに、強さ
　としなやかなエレガントさを追求したデザイン。バックルは、より開閉がしやすい新仕様に。
バム・ハイテック・ギターケース ...................................................................... ￥99,000 ￥89,100
　パリス [919886] ラ・デファンス [919596] ラ・デファンス・クラシカル・オレンジ [920578]
バム・ハイテック・ギターケース ...................................................................... ￥88,000 ￥79,200
　カーボンブラック [911743] ツイードグレー [911767] ホワイト [916427]
　重量約 3.3 ㎏。ABS 樹脂製。愛器を確実に守る最高級ケース。背負い式ストラップ付。
バム・フーディー・ギター・ケース・カバー ................................................... ￥19,800 ￥17,820
　グレー [461456] レッド [461470] ブラウン [461487] ブラック [461494] グリーン [461500]
　イエロー [461517] ブルー [461524] バイオレット [461531]　※ お取り寄せ商品。
ヴィセスナット・アクティブ（ダークグレー）[461951]..................... ￥88,000 ￥74,800
　高品質ケースのヴィセスナットのお求めやすい価格のアクティブシリーズ。重量約 3.5kg。
アランフェス・ギターケース・スタンダード .............................................. ￥37,400 ￥31,790
　サンドベージュ [005089] アクア [005096] チェリーレッド [005102]
　ライム[005119]ホットピンク[005126]ラベンダー[005133]パステルイエロー[005140]
　重量約 3kg。グラスファイバー製。キズが目立たない表面加工。背負式ストラップ付。
アランフェス・ギターケース・ラフフィニッシュ ..................................... ￥37,400 ￥31,790
　シルバー [912252] ダークグレー [912245] ブルー [912351] ホワイト [914058] レッド [912368] グリーン [912665]
アランフェス・ギターケース・カーボン Newtype.................................... ￥83,600 ￥71,060
　カムフラージュ・レッド [920134] カムフラージュ・ブルー [920141] 重さ：約 2.6kg。
　丸みのあるシェイプ、厚めの内装のクッションなど新仕様。背負い式ストラップ付。
アランフェス・ギターケース・ナチュラルカーボン .................................. ￥83,600 ￥71,060
　レッド [917561] ブルー [918292] ブラック [918537]
　弊社取扱いのハードケース中最軽量の約 2.3 ㎏！軽量・堅牢なカーボン素材を用い
　たアランフェスケースの決定版！背負い式ストラップ付。

　軽量ギターケース　各種

ナスカ・クラシックギターケース（防水ファスナー）.......................... ￥41,800 ￥35,530
　ブラック [920028] ブラウン [920035] ブルー [920042] ワインレッド [920059] モスグリーン [920325]
　軽くて人気のナスカケース、ファスナーが防水仕様になり、大好評！その他の仕様
　は旧型と変更ございません。※商品お届けまでに数か月お待ち頂く場合があります
MAC-150 スチロフォームケース..................................................................... ￥18,700￥14,960
　グリーン [910685] ブラウン [910678] ブラック [910753] ブルー [910661] レッド [911736]
　重量約 2.1kg。人気の軽量ケース。外部ポケットに楽譜などを収納可能。背負い式ストラップ付。
スーパーライトケース ........................................................................................ ￥27,500. ￥23,375
　ブラウン [910708] ブラック [910784] ブルー [910692] ワインレッド [910715]
　スティールブルー [918551] オレンジ [918810] アイボリー [918544]
　重量約 2.5kg。本体には耐衝撃性に優れたスタイロフォームを使用。ケース内の温度
　や湿度の急激な変化を防ぎます。オリジナルロック付。背負い式ストラップ付。
アリア・ライトフォームケース ......................................................................... ￥13,200 ￥11,220
　ブラック [918704] ワインレッド [918711] ブラウン [919626]
　重量約 2kg。20mm 硬質フォーム +10mm のクッションが楽器をしっかりと保護し
　ます。背負い式ストラップ付。

　ギタースタンド　

GGウッディ・ギタースタンドGGWS-1S[920172]...........................................￥7,150 ￥6,078
　河野 賢デザインによる元祖折りたたみ式スタンド。材料を合板に変更し耐久性 UP。木目
も魅力。設置時：奥行約 30 ×正面幅約 30 ×高さ約 64cm　重量：約 850g
GG ウッディ・ギタースタンド GGWS-2....................................[918865] ￥17,600　￥14,960
　現代ギター社製オリジナル高級木製スタンド。ブナ材使用。台座部の素材はＭＤＦ（木
　質繊維板）。正面幅：約 42 ×奥行：約 30 ×高さ：約 62cm　重量：約 3.6kg

ハーキュレス・ギタースタンド GS401BB[915680]........................................ ￥3,850 ￥3,273
　ボディ部分を支える立て掛け式。コンパクトに畳めるミニスタンド。金属製。折畳時：28.5
× 10cm　重量：900g。※長時間ご使用の場合、ギターの塗装に影響が出る場合があり
ます。ギターとスタ　ンドのゴム部分の間にクロスなどを敷くことをお薦めします。
ハーキュレス・ギタースタンド GS200B EZPack[919640]..................... ￥2,860　￥2,431
　ボディ部分を支える立て掛けタイプ。プラスチック素材で軽量かつコンパクトに畳め
るミニスタンド。携帯に便利。。収納時：約 25×10.5×4.5cm　重量：約 540g

　ギター支持具　

ギターレスト GR-IIB (GR-II の黒仕上 )[903472].......................................... ￥6,930　￥5,891
　一番人気。ギターの側面を挟んでネジで固定。重量：240g
ダイナレット ( 大・12cm)[903526]( 小・10cm)[903519].......................... ￥6,600　￥5,610
　太ももの上に載せるクッション状のギター支持具。袋付き。重量：260g
エルゴプレイ（大）[908378]（小）[919121].............................................. ￥7,700　￥6,545
　ドイツ製ギター支持具。（大）23cm × 13cm、高さ 9cm。
　（小）21cm × 11cm、高さ 7cm。調整可能。重量：200g
アリア／ギターサポート [536086]................................................................... ￥4,180　￥3,553
　2 つの吸盤でギターの側板に固定。軽量・コンパクト。折畳み時： 7×12cm 重量：115g
GGスーパー・マット[903434].....................................................................................￥550　￥468
　色：黒 2 枚組大きさ：約 150 × 250 ミリ膝に敷く滑り止め。

　譜面台　

バークレイ MS200N( スチール製・黒 )[912122]........................................... ￥2,750　￥2,338
　スタンダードタイプ。スチール製。譜面部：縦約 27.5× 横約 50cm、高さ約 50 ～ 
　120cm、重量 850g、ソフトケース付
アリア・アルミ製譜面台 AMS-100[914102].................................................. ￥3,300　￥2,805
　定番。譜面部：縦 28.5 ×横 45 ～ 74cm、高さ 45 ～ 118cm、重量：約 600g
アリア・卓上譜面台AMS-30DT[552093].........................................................￥1,540　￥1,309
　コンパクト。スチール製。譜面台サイズ：約 225(H) x 約 450(W)mm、収納時サイズ：
　約 245(H) x 約 63(W) x 約 50(D)mm。重量：450g　ポーチ付き
ヤマハ譜面台MS500ALS[916144]....................................................................￥7,260　￥6,171
　軽量かつ低めの譜面台。茶色、簡単角度調節。譜面板部を取り外し、卓上譜面台と
　しても。ソフトケース付。高さ：45 ～ 86cm。譜面部：45×21.5/28cm
　重量：542g　アルミ製。

　演奏椅子

ギター専用椅子 GGS-PRO（ブラック）[920530]（ブラウン）[920528].... ￥33,000　￥28,050
　小物～楽譜までしまえる収納付き。猫足。奥行 34× 幅 56× 高さ 41 ～ 50cm、
　収納部：奥行 29.5 ×幅 51.5 ×深さ 5.5cm、重量：約 11.7Kg、座面：塩化ビニールレザー
ギター専用椅子GGS-STANDARD（ブラック）[920547].........................￥19,800　￥16,830
　シンプルなデザインとコストパフォーマンスに優れた椅子。サイズ（約）：奥行 29
　×幅 47 ×高さ 37 ～ 43cm、重量：約 7.9Kg、座面：塩化ビニールレザー

　GG オリジナル小物

GG スーパーギターミュート ........................................................................................ ￥660  ￥528
　ダークベージュ [903724] 若草色 [915604] 水色 [915611] ピンク [915628] 紫 [915635]
GG ミュートくん [906367] ............................................................................................ ￥550 ￥440
GG スーパーグリス [905742] ....................................................................................... ￥330 ￥264
GG オリジナル・マウスパッド [916199] ................................................................ ￥1,047 ￥733
GG レインカバー [920981] .................................................................................... ￥2,750 ￥2,475
　ハード・軽量両タイプに対応したケース用レインカバー。発売以来大人気です。

「雨よけくん」軽量ケース用 [912955]（在庫限り）.......................................... ￥2,200 ￥1,540

15%OFF!

20%OFF!

10 ～ 15%OFF!

15 ～ 20%OFF!

15%OFF!

15%OFF!

15%OFF!

15%OFF!

10 ～ 30%OFF!

〈スペイン舞曲〉の中でも人気の 5 曲の
バルエコ編。1981 年に出版された 5 番
を除く 4 曲を一部修正し、新たに 5 番を
加えた一冊。今後、多くのプロやギター
愛好家が演奏することでしょう。中～上
級者向け。

ロドリーゴ ： 歌とギターのためのアルバム
［マルコ ・ ソシアス監修 ・ 編曲］
ロドリーゴ没後 20 周年記念出版。ギター
伴奏による歌曲集。既に出版されていた
作品もあわせ全 31 曲を収載。収載曲の
一部はホセ・フェッレーロ（T）とソシ
アスの CD（735483）に収録されていま
す。

やさしく、短めにアレンジされた、初～
中級者用のクリスマス曲集。「ジングル・
ベル」「サイレント・ナイト」などクリ
スマスの名曲 30 曲と、ポール・コール
ズのオリジナル曲 10 曲を収載です。

2019 年に生誕 100 周を迎えたジョン・
W. デュアートへのトリビュート曲集。
デュアートの作品 3 曲と、ヴァイスやリ
エラ、スカルラッティ、ダウランドなど、
デュアートに影響を与えた作品、全 20
曲を収載。

メリー・クリスマス・フォー・ギター［コー
ルズ編］

ジョン ・ W. デュアート生誕 100 周年
を祝して ［コールズ監修］

1911 年に作曲されたピアノ独奏曲、バ
ルトークの代表作である「アレグロ・バ
ルバロ」のギター独奏編です。オリジナ
ル同様、高度なテクニックを求められる
編曲です。上級者向け。

作曲、編曲でも高い評価の、ガジャルド・
デル・レイの編曲作品。嬰へ短調。セー
ハが多用され難易度は高いですが、憂愁
ある響きが作品の世界感に見事にマッチ
しています。中～上級者向け。待望の再
入荷！

バルトーク：アレグロ・バルバロ ［シュ
タインコグラー編］

417011　¥5,500 ￥4,950 476526　¥3,080 ￥2,772 476519　¥3,080 ￥2,772

475734　¥2,970 ￥2,673 882461　¥2,970 ￥2,673

グラナドス ： スペイン舞曲 Op.37 第 1、
3、 4、 5、 12 番 ［バルエコ編］New! New! New! New!

New!
New! ピアソラ：アディオス・ノニーノ ［ガジャ

ルド ・ デル ・ レイ編］

　輸入楽譜 ・ 輸入ＣＤ ・ 国内ＣＤ

※一部の商品を除き、 輸入楽譜、 輸入 CD は 10~50％ OFF です。 国内 CD は定価販売です。

040061　¥2,750 ￥2,475

　輸入楽譜　

ジラルディーノ：野の花 [389450].............................................................................................¥1,485
ジラルディーノ：サントゥアーリオ [389467].......................................................................¥1,287
コシュキン：ソナタ第2番[389474]..........................................................................................¥2,970
バッハ：目覚めよと呼ぶ声あり (2G)[ ヴォルフ編 ][590350]............................................¥1,485
ペルー民謡：コンドルは飛んでいく（4G）[ コクラン編 ][389443]..............................¥1,485
ハイドン：四重奏曲ニ長調 Hob.III:8（G&Vn&Vla&Vc）［プイエンブルック編］[001606]......¥4,158
レーモン：星々の彼方へ [951528].............................................................................................¥1,188
バッハ：パルティータ第 2 番 BWV.826[ マヌーキアン編 ][553785].............................¥1,485
ベートーヴェン：エリーゼのために [ ヴォルフ編 ][389436]............................................¥1,287
ザ・プレスティ＆ラゴヤ・コレクションVol.9～ベートーヴェン作品集（スコア+パート譜）[389429]......¥5,940
ヴィラ = ロボス：トリストローザ［フォーゴ編］[388927]................................................¥1,188
ディアンス：タンゴ・アン・スカイ [947930]..........................................................................¥1,188
ディアンス：出会いの編曲集 [972475]....................................................................................¥3,168
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲（ギターパート譜）［A. ロメロ運指］[203120]......¥2,772
ブローウェル：新・シンプル・エチュード [993044]............................................................¥3,465
レーモン：エボカシオン・ノスタルジーク [383243]...........................................................¥1,188
ウィリス：海のセレナーデ [382314].........................................................................................¥1,485
スカルラッティ：4 つのソナタ［ラッセル編曲］[347375]................................................¥2,178
レーモン：サンタ・アナ・クルス[381133]....................................................................................¥891
日本古謡：さくら [ レーモン編 ][381188]................................................................................¥1,188
ガジャルド・デル・レイ：アストゥリアス州歌の変奏曲 [387906]..................................¥2,475
ザ・クラシカル・ギター・コレクション［ブリーム編、ほか］[538799]..................¥3,168
レーモン：マ・フィーユ～私の愛しい娘 [378349]................................................................¥1,188
レーモン：アンソロジー　[383373].........................................................................................¥6,435
ボンファ：カーニバルの朝（黒いオルフェ）[ レーモン編 ][381157]..............................¥1,188
レーモン：ジャルダン・スクレ [380983]......................................................................................¥891
イタリア・ルネサンス期の作者不詳の 6 つの小品 [ バタイニ監修 ][992596]............¥1,980
ヴィラ = ロボス：ギター独奏曲集［ノード編］[042684]................................................¥5,940
ヴィラ = ロボス：ショーロス第 1 番、シンプレス、演奏会用ワルツ第 2 番 Op.8［ジガンテ監修］[383366]......¥3,465
ヴィラ = ロボス：12 の練習曲集［ジガンテ編］[045418]................................................¥4,950
ヴィラ = ロボス：5 つの前奏曲［ジガンテ編］[045081]................................................¥2,475
ウォルトン：5 つのバガテル［ブリーム運指］[594074]................................................¥2,970
ガケール：ディアンス讃歌 [378608].........................................................................................¥1,683
ガケール：アラパネス [382925]................................................................................................¥1,386
コスト：25 の練習曲 Op.38［マクミーケン校訂］[714025]..........................................¥3,465
ジョン・ウィリアムズ：ラウンズ [019821].............................................................................¥2,475
ソル作品選集［バルエコ校訂・運指］[385599]..................................................................¥2,475
アルベニス作品集 Vol.1［ラッセル編］[383991]...................................................................¥2,475
アルベニス作品集 Vol.2［ラッセル編］[384004]..................................................................¥2,475
アルベニス作品集 Vol.3［ラッセル編］[384011]..................................................................¥2,475
バッハ：G 線上のアリア、パストラーレ BWV590、シンフォニア BWV156［ラッセル編］[382253]......¥1,485
バルトーク：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ Sz.117［デジュール編］[474812]......¥2,970
ヒメネス：100 のメヌエット［セルゲイ・ラミレス校訂］[727070]........................¥4,455
ブローウェル：シンプル・エチュード［ジガンテ監修］（CD 付）[093168]............¥4,257
サウメル：ギター二重奏のための19のコントルダンス [バタイニ編][992619]......¥2,673
セルバンテス：ギター二重奏のための 14 のキューバの舞曲 [ バタイニ編 ][992602]......¥2,673
バルトーク：子供のために（2G）［シュタインコグラー編］[475185]........................¥2,970
マウロ・ゴドイ・ヴィラロボス：アストルとコーヒー～ピアソラ讃歌～（2G）[474584]......¥2,475
ル・ガルス：ケルトの思い出 Vol.1（2G）[991681]............................................................¥2,178
ル・ガルス：マビノギオンと中世ウェールズのおとぎ話（2G）[991698]..................¥2,673
プレイ・ギター・ウィズ・ミロシュ LEVEL.1（英語）[614902]...................................................¥2,079
プレイ・ギター・ウィズ・ミロシュ LEVEL.2（英語）[388934]................................................¥2,079
デプレーテル：睡蓮 [383076]......................................................................................................¥1,540
バリオス：ラテン・アメリカ・オリジナル作品集［ディアス校訂］[381102]......¥2,156

クーク：つばめ [381508]................................................................................................................¥1,386
クーク：ワルツ [381515]................................................................................................................¥1,386
ガジャルド・デル・レイ：アリアと変奏 [384608]............................................................¥1,540
ヴァイス：ファンタジー、トンボー［シャイト編曲］（ニュー・カール・シャイト・ギター・エディション）[381867]......¥1,386
ディアンス：ニテロイ（2G）（スコア + パート譜）[382178]..........................................¥1,771
ロイエ：セカンド・トリオ Op.42（3G）[384714].......................................................... ￥3,080
ロドリーゴ：トッカータ [375989]........................................................................................ ￥1,100
ディアンス：ヴァルナ～フューチャーメモリーズ（3G）[382185].......................... ￥1,650
マルタン：4 つの小品 (4G)［ブリューデル編］[378935]............................................ ￥4,125

　輸入 CD　

ヴォイン・コツィッチ〈ギター・リサイタル～期待の新進演奏家シリーズ〉[739061].....¥1,122
シンプソン〈ゴステナ：25 のファンタジア〉[959443]..................................................¥1,029
アンドレス・オルティス（Vn）＆パブロ・リオハ（G）〈リヴィジティング・ヴァイオリン＆ギター〉[170374].....¥2,618
カリー＆モリアーティ〈ニュージーランドのギター二重奏作品集〉[790413]..........¥1,122
ケイン〈忘れられた夢のソナタ～オーストラリアのギター音楽〉[739610]..........¥1,122
グリゴリアン・ブラザーズ、ほか〈J.S. バッハ：2 つのギターのための協奏曲集〉[639814].....¥2,338
ビン・フー〈チャッコーナ～ギターによる J.S. バッハ〉[170336]..............................¥2,338
ホプシュトック、ほか〈ホプシュトク（ウィルコックス）ギター作品集〉[774316].....¥2,338
クレルチ〈ロドリーゴ：アランフェス協奏曲〉[638046].................................................¥2,079
ヴィドヴィチ〈クロアチアの神童〉[637957]......................................................................¥2,079
ディアンス〈甘いレモン〉[617522]...........................................................................................¥2,079
ワット〈祈り～スペインの印象〉[636202].............................................................................¥1,925
セルシェル、ほか〈フォー・ウルリク～ウルリク・ノイマン・ギター作品集〉[635854].......¥2,156
北京ギター・デュオ〈マラカイペ〉[633492]...........................................................................¥1,925
ミルズ〈セゴビア～ラミレス・イヤー〉（2CD）[636868]............................................. ￥2,090
バルエコ＆ラテンアメリカ SQ〈サウンド・オブ・アメリカンズ〉[632259]............. ￥1,375
ブローウェル、ペレグリーニ、他〈オモ・ルーデンス〉（2 枚組）[627002]............. ￥1,540

　メンテナンス ・ グッズ （次ページもご覧ください）

バム・マイクロファイバークロス L（ブラック） [920202] ....................... ￥2,200 ￥1,980
バム・マイクロファイバークロス M（ブラック） [920196] .......................￥1,650 ￥1,485
シルキー・ワイプクロス [970080] ........................................................................￥2,860 ￥2,574
ギター・ポリッシュ（プラネットウェーブ） [911941] .............................. ￥1,430 ￥1,287
レモンオイル [530961] ................................................................................................￥1,100 ￥990
フェルナンデス・スクラッチメンダー 946 [026278] ...................................... ￥1,100 ￥990
フレット磨き用プレート [904902] .............................................................................￥550 ￥495
ロゼット／フレット・ポリッシングキット RFP3M1 [920189] .............. ￥1,760 ￥1,584
ロゼット／ギター・ルブリカント・キット KTL-02 [920226] ..................... ￥1,760 ￥1,584

　加湿器、 乾燥剤 ( 部屋の湿度に応じてお選びください )

加湿器〈プラネット・ウェイブス　ギター・ヒューミディファイア〉 [872021] ...........￥2,200 ￥1,870
加湿器〈プラネット・ウェイブス　ヒューミディパック〉 [913235] ..................￥4,400 ￥3,740
乾燥剤〈ドライフォルテ〉 [872021] ...................................................................... ￥1,100 ￥935
乾燥剤〈ピックボーイ・ドライキーパー　H-95〉 [913235] ............................ ￥1,045 ￥889

　爪のお手入れ用品

ネイルシェイプキットNS-90 [009752] .................................................................￥990　￥891
ザ・ギタリスト～カイナ・マット・ベースコート [080048] .......................... ￥2,200　1,980
カイナ・デイクリーム [080017] ............................................................................ ￥2,750　2,475
カイナ・ナイトジェル [080024] ............................................................................ ￥3,520　3,168
アリア ･ ネイル ･ キット ANK-100 [616405] .................................................. ￥2,640　2,376

10%OFF ～、 青字 30％ OFF、 赤字 50％ OFF

1982 年、キューバで生まれのアランゴ。
2014 年アルハンブラ国際ル優勝、2018
年タレガ国際優勝の実力者です。「グラ
ン・ホタ」「マリア」（タレガ）「大聖堂」（バ
リオス）など名曲のほか自作品も収録。

2018 年 GFA 優勝記念アルバム。「前奏曲
第 5 番」（ヴィラ＝ロボス）、「マズルカ・
アパシオナー」（バリオス）、「詩的ワルツ
集」（グラナドス）の他スクリャービン、
ラフマニノフのピアノ曲のギター編も収
録です。

【CD】 アリ ・ アランゴ 〈ギター ・ リサイタル
～期待の新進演奏家シリーズ〉

【CD】 ラファエル ・ フィアートル 〈ギター ・ リ
サイタル～期待の新進演奏家シリーズ〉

741118　¥1,320 ￥1,122 741279　¥1,320 ￥1,122

世界的古楽演奏・研究家として知られる
モレーノ。1991 ～ 2004 年までの録音
から選りすぐりのスペイン音楽を集めた
CD12 枚組。ビウエラ、19 ｃ G、歌曲な
ど様々なスペインのギター音楽を楽しめ
ます。

【CD】 モレーノ （19cG、 ビウエラ、 ほか）、 ほか 〈スペイン
のギター～グロッサ ・ レコーディングス〉 （12CD）

201149　¥8,250 ￥7,013

2017 年タレガ国際優勝、メキシコ生まれ
のギタリストです。得意とする「南のソ
ナチネ」（ポンセ）や「ソナチネ」（M= トロー
バ）など 5 曲を収録。世界が注目する高
度なテクニックと音楽性をご堪能くださ
い。

【CD】 アレハンドロ ・ コルドバ 〈ギター ・ リサ
イタル～期待の新進演奏家シリーズ〉

739726　¥1,320 ￥1,122

ピアソラ ： 天使のミロンガ ［ガジャルド ・
デル ・ レイ編］

同じくガジャルド・デル・レイによる編曲。
調は異なりますが、原曲同様、転調（イ
短調 - 変ロ短調 - ロ短調 - 嬰ニ短調）によっ
て物語が展開する緻密な編曲は、流石で
す。中～上級者向け。待望の再入荷！

882447　¥2,970 ￥2,673

歌劇の旋律を用いた幻想曲やゆったりと
した舞曲など優雅な雰囲気を感じさせる
作品集。〈「椿姫」の主題による幻想曲〉
と〈「ラ・ファヴォリータ」の主題による
変奏曲〉の準拠楽譜（167994）あり。

「鳥の歌」「アヴェ・マリア」などベテラ
ン佐藤の愛奏曲が並んだアルバムです。
佐藤の美しく温かい音楽が、聴く者を優
しく包み込みます。佐藤編「見上げてご
らん夜の星を」の美しさが話題です。

【CD】スコグモ＆フランケ〈フェレール：
ギター二重奏作品全集〉

740111　¥1,320 ￥1,122 639890　定価販売 ￥2,750

New! New!
【CD】 佐藤達男 〈佐藤達男愛奏曲
集～ファイナルピース～〉

国内の主要のコンクールを制し活動の幅
を広げている木村のデビューアルバム。

〈カヴァティーナ〉（マイヤーズ）〈ワル
ツ第 4 番〉（バリオス）ほか、歌心に溢
れた佐藤弘和作品などを収録。中でも佐
藤の〈青空の向こうに〉の美しさは必聴。

人気ギタリスト、ミロシュの最新アルバ
ム。タレガやブローウェルの作品だけで
なく、サイモン＆ガーファンクルやレディ
オヘッドなど、様々なジャンルの作品を
収録した、ミロシュらしい、クロスオー
バーな収録曲が楽しいアルバムです。

【CD】 木村眞一朗 〈青空の向こうに〉 【CD】 ミロシュ 〈サウンド ・ オブ ・ サイレンス〉

520429　定価販売 ￥2,640 345269　定価販売 ￥3,080

ソルと同時代に制作された 19 世紀ギター
を使用し、指頭弾弦で演奏するなど、藤
元のこだわりが見えるソル作品集。「魔笛」

「練習曲 Op.35」など、藤元の表現者とし
て更なる大きな一歩を感じさせる必聴の
一枚。

【CD】 藤元高輝 （19cG） 〈フェルナ
ンド ・ ソル ： ギター作品集〉

098223　定価販売 ￥3,080

「ガヴォット・ショーロ」（ヴィラ = ロボ
ス）「天使の死」（ピアソラ）など全 11 曲。
熊谷の美しい音色、鮮やかなリズムと色
彩感あふれる響きに満ちたアルバムです。
近現代の南米音楽の新たな魅力、表情を
感じさせます。

【CD】 熊谷俊之 〈トッカータ ・ ブラジリス〉

406335　定価販売 ￥3,300

福田の新譜はオーボエとイングリッシュ
ホルンとの共演。「グリーンスリーブス」

「アヴェ・マリア」ほか、グリーグの抒情
小曲集から 8 曲など収録です。ギターと
木管楽器の豊かな響きをお楽しみくださ
い。

【CD】 大萩康司 (G) ＆波多野睦美 (Ms、 朗読 )
〈C= テデスコ ： プラテーロとわたし〉 (2CD)
大萩自身のレーベルからの初めてのアル
バムは C= テデスコの「プラテーロとわた
し」（全 28 編）。詩の情景を鮮やかに描く
大萩のギターと、波多野による新訳版朗
読で全曲録音された話題のアルバムです。

310285　定価販売 ￥5,000

【CD】 福田進一＆池田昭子 （Ob、 E.H ｒ） 〈白鳥
の歌～オーボエとギターのための作品集～〉

406939　定価販売 ￥3,300

New! New!

New!
New! New! New!

15%OFF、 青字 30％ OFF、 赤字 50％ OFF

15%OFF!

10%OFF!

［原典版］ 完訳カルカッシ完全ギター教則本
Op.59 ／監修：原 善伸、翻訳：上谷直子 (No.666)
ギター学習者必携！日本初の原典版準拠・
完訳版「カルカッシ・ギター教則本」。他
の版には載っていない練習曲を含む、唯
一の完全版。基礎練習に最適の一冊。全
てのギター愛好家に捧げる教則本。準拠
CD（￥3,740）あり。1903R ￥2,530

世界中のクラシックギターの楽譜から、
人気の 1,300 点を厳選。作曲者名（和・
欧文）、生没年、作品名（和・欧文）、作
品のコメントなどを紹介。執筆陣は濱田
滋郎ほか、日本のギタリスト33人。楽曲・
楽譜探しの際など、名曲事典のように使
えるガイドブック。1606R ￥2,200

クラシックギター音楽ガイド (No.630)愛器を語る ・ 第 3 巻 (No.650)
人気連載「愛器を語る」。2014 年 8 月
号から 2017 年 3 月号までの連載に、渡
辺香津美、沖 仁の愛器を加えた、総勢
34 人へのインタビュー・34 種類の楽器
写真、詳細なデータ等を掲載です。「第
2 巻」も好評発売中。「第 1 巻」は PDF
で販売中。 1712R ￥2,420 1007R ￥3,080

ギターのための原典版準拠バッハ・リュー
ト作品全集～ 別冊楽譜付 (No.554)
バッハのリュート作品を、ギター用に移調
した原典版楽譜を収載。本書を基に編曲・
運指を考えるほか、本書と編曲譜を比較す
ることによりバッハ、編曲者の意図が明ら
かになります。バッハを弾くギタリスト必
携の 1 冊。

ギターソロのための映画音楽名曲集
Vol.1 ／竹内永和 ・ 編曲
竹内の名編曲で弾く映画音楽集第 1 巻。

「エデンの東」「ロミオとジュリエット」
など名曲 21 曲を収載。「ニュー・シネマ・
パラダイス」「スタンド・バイ・ミー」ほ
か 19 曲を収載の Vol.2（GG595）もお薦
めです。 GG589 ￥2,420

キネマ楽園～ギター名曲集／編曲 ・
監修 ： 鈴木大介
映画通の鈴木編曲のロングセラーの映画
音楽集。「She」「ひまわり」「シチリアー
ナ」ほか「ニューシネマパラダイス」の
二重奏編など、プロ・アマ問わず人気の
曲集です。中～上級者にオススメ。

GG572 ￥3,080 GG510 ￥3,300

やさしいギターアンサンブル第 3 集 ： 映画音
楽 [1] ／日本ギター合奏連盟 ・ 編 （CD 付き）

やさしいアレンジで大人気の『やさしいギ
ターアンサンブル』第 3 巻。映画音楽集
です。「戦場にかける橋」「魔女の宅急便」

「エデンの東」など国内外の映画音楽 13
作品を収載。CD 付き。

改訂新版オラシオン～永遠のギ
ター ・ アルバム 2 ／長野文憲 ・ 編

人気曲集「オラシオン」が再登場！人気
の「インスピレーション」ほか、「太陽が
いっぱい」「第三の男」など長野の名編曲
を収載。改定にあたり「ブーベの恋人」
を「愛の讃歌」に変更。長野の編曲の妙
が光ります。 GG623 ￥2,200

村治佳織ギターソロ ・ コレクション Vol.2

GG484 ￥2,750

GG582 ￥1,870

ギター名曲ミステリー／手塚健旨 ・ 著
手塚健旨によるユニークな連載「ギター
音楽の謎」と「奇跡のギタリスト」に大
幅に加筆・改編し、5 つの新たな書き下
ろしを加えた、ギターの世界を楽しく知
ることができる人気本。巻末にルビーラ
の手書譜「禁じられた遊び」をはじめ、
5 曲の珍しい楽譜付。

日本・スペインギター協会編纂シリーズ第
1 巻。〈禁じられた遊び〉〈ラグリマ〉〈ア
ストゥリアス〉など 46 曲。スペインギ
ター音楽の決定版です。第 2 巻（GG592、
￥2,860）、第 3 巻（GG621、￥2,750）も
オススメ！ GG574 ￥2,750

スペインギター音楽名曲コレクション第
1 集／日本 ・ スペインギター協会編 New! New! New! New!

30%OFF!

15%OFF!

30%OFF!

「人生のメリーゴーランド」（映画「ハウル
の動く城」）「Summer」（映画「菊次郎の夏」）
など、久石 譲の人気曲 23 曲をソロギター
にアレンジ！編曲担当の小関の模範演奏
CD 付き。

GG547 ￥3,300

ギターソロ曲集 ・ 久石 譲／小関佳
宏・編曲・演奏 （CD2 枚、 タブ譜付）



ブリュッセル生まれの作曲家アルトゥー
ル・ボスマンによる、5 つの楽章からな
る作品。ダウランド作品など多くの編曲
を手掛けるギタリスト、プイエンブルッ
クに献呈された、上級者向けの作品。

ボスマン ： ブラジレイラス

073535　¥3,080 ￥2,772

　現代ギター社の新刊、 人気楽譜 ・ 書籍

※現代ギター社の出版物は定価販売となります。

ソル、カルカッシ、バリオスのオリジナ
ル曲、タレガ、リョベート、佐藤弘和編
曲のクリスマス作品 21 曲を収載。村治佳
織のために編曲された〈讃美歌メドレー〉
などメロディックな名アレンジばかりで
す。 GG545 ￥2,200

「卒業写真」「贈る言葉」「いい日旅立ち」
など「卒業・旅立ち」をテーマにした 17
曲をギターソロで。大切なあの人に音楽
で感謝の気持ちを贈りましょう。

GG418 ￥3,080

ギターソロのための 「贈るうた、 旅立ちのうた」 ／江
部賢一、 平倉信行、 田嶌道生・編 （CD、 タブ譜付）

ギター ・ ソロのためのクラシカル ・ クリスマス
～ 21 のクリスマスの歌～／佐藤弘和 ・ 篇

クリスマスがテーマの『やさしいギターア
ンサンブル』第 7 巻。定番のクリスマス・
ソングやクリスマス・キャロル 14 曲をギ
ター三重奏、四重奏にアレンジ。完全準拠
模範演奏 CD 付。

GG603 ￥3,300

やさしいギターアンサンブル第 7 集 ： クリスマ
ス音楽／日本ギター合奏連盟 ・ 編 （CD 付き）

「ホワイト・クリスマス」「きよしこの夜」
「アヴェ・マリア」など、ウクレレ・ソ
ロで奏でるクリスマス・ソング集。パー
ティーや発表会でお薦めのアレンジで
す。

GG379 ￥2,750

ウクレレ ・ ソロのためのウクレレ ・ クリ
スマス／細田武士 ・ 編曲

ブラーボ編曲の人気のタンゴ名曲集。「チ
キリン ･ デ ･ バチン」「想いの届く日」ほ
か 17 曲。「エル・チョクロ」はやさしめ
と上級者向けの 2 種類を収載。別売りの
準拠した CD（GGBD3031）も人気です。

GG539 ￥2,860

タンゴ名曲集～カナロからピアソラま
で～／レオナルド ・ ブラーボ ・ 編村治愛奏曲集。〈マイ・フェイヴァリット・

シングス〉〈ティアーズ・イン・ヘヴン〉な
ど佐藤弘和編曲作品ほか、〈はちすずめ〉

〈トロイメライ〉などクラシック名曲も
収載。ポピュラー、クラシック、どちら
のファンにもオススメ。Vol.1（GG225、
￥2,420）も人気。 GG520 ￥2,200

ギター二重奏のためのアルゼンチンタンゴ ・
アルバム（マイナスワン＆模範演奏 CD 付き）
1st、2nd のカラオケ CD にあわせて一人でも
ギター二重奏が楽しめます。本巻は「ポル・
ウナ・カベーサ」（ガルデル）「リベルタンゴ」

（ピアソラ）「エル・チョクロ」（ビジョルド）
「ラ・クンパルシータ」（ロドリゲス）を収載。

ウィーン音大のライナー教授の「歴史的
演奏法」を基に「テンポ」「舞曲」「装飾
音符」の観点から楽譜の読み方を解説。
ギターに特化した本ではありませんが、
音大の副教材で使われている名著です。

GG470 ￥1,650

正しい楽譜の読み方 バッハから
シューベルトまで／大島富士子

収載のトレーニングを積むことで、80
代になってもコンサート活動を続けた著
者のまさに秘伝の書。ギターを愛するシ
ニア世代のために公開です。

GG553 ￥1,980

年齢を超える！ギター技巧維持教本
～オリジナル選集 5 曲付／中林淳眞

　ハードギターケース　各種

バム・ハイテック・ギターケース・パンサー ............................................... ￥110,000 ￥93,500
　パンサー・ブラック [920707] パンサー・グレー [920714]
　軽量かつ堅牢なバムケースの新シリーズ「パンサー」。高評価の基本仕様はそのままに、強さ
　としなやかなエレガントさを追求したデザイン。バックルは、より開閉がしやすい新仕様に。
バム・ハイテック・ギターケース ...................................................................... ￥99,000 ￥89,100
　パリス [919886] ラ・デファンス [919596] ラ・デファンス・クラシカル・オレンジ [920578]
バム・ハイテック・ギターケース ...................................................................... ￥88,000 ￥79,200
　カーボンブラック [911743] ツイードグレー [911767] ホワイト [916427]
　重量約 3.3 ㎏。ABS 樹脂製。愛器を確実に守る最高級ケース。背負い式ストラップ付。
バム・フーディー・ギター・ケース・カバー ................................................... ￥19,800 ￥17,820
　グレー [461456] レッド [461470] ブラウン [461487] ブラック [461494] グリーン [461500]
　イエロー [461517] ブルー [461524] バイオレット [461531]　※ お取り寄せ商品。
ヴィセスナット・アクティブ（ダークグレー）[461951]..................... ￥88,000 ￥74,800
　高品質ケースのヴィセスナットのお求めやすい価格のアクティブシリーズ。重量約 3.5kg。
アランフェス・ギターケース・スタンダード .............................................. ￥37,400 ￥31,790
　サンドベージュ [005089] アクア [005096] チェリーレッド [005102]
　ライム[005119]ホットピンク[005126]ラベンダー[005133]パステルイエロー[005140]
　重量約 3kg。グラスファイバー製。キズが目立たない表面加工。背負式ストラップ付。
アランフェス・ギターケース・ラフフィニッシュ ..................................... ￥37,400 ￥31,790
　シルバー [912252] ダークグレー [912245] ブルー [912351] ホワイト [914058] レッド [912368] グリーン [912665]
アランフェス・ギターケース・カーボン Newtype.................................... ￥83,600 ￥71,060
　カムフラージュ・レッド [920134] カムフラージュ・ブルー [920141] 重さ：約 2.6kg。
　丸みのあるシェイプ、厚めの内装のクッションなど新仕様。背負い式ストラップ付。
アランフェス・ギターケース・ナチュラルカーボン .................................. ￥83,600 ￥71,060
　レッド [917561] ブルー [918292] ブラック [918537]
　弊社取扱いのハードケース中最軽量の約 2.3 ㎏！軽量・堅牢なカーボン素材を用い
　たアランフェスケースの決定版！背負い式ストラップ付。

　軽量ギターケース　各種

ナスカ・クラシックギターケース（防水ファスナー）.......................... ￥41,800 ￥35,530
　ブラック [920028] ブラウン [920035] ブルー [920042] ワインレッド [920059] モスグリーン [920325]
　軽くて人気のナスカケース、ファスナーが防水仕様になり、大好評！その他の仕様
　は旧型と変更ございません。※商品お届けまでに数か月お待ち頂く場合があります
MAC-150 スチロフォームケース..................................................................... ￥18,700￥14,960
　グリーン [910685] ブラウン [910678] ブラック [910753] ブルー [910661] レッド [911736]
　重量約 2.1kg。人気の軽量ケース。外部ポケットに楽譜などを収納可能。背負い式ストラップ付。
スーパーライトケース ........................................................................................ ￥27,500. ￥23,375
　ブラウン [910708] ブラック [910784] ブルー [910692] ワインレッド [910715]
　スティールブルー [918551] オレンジ [918810] アイボリー [918544]
　重量約 2.5kg。本体には耐衝撃性に優れたスタイロフォームを使用。ケース内の温度
　や湿度の急激な変化を防ぎます。オリジナルロック付。背負い式ストラップ付。
アリア・ライトフォームケース ......................................................................... ￥13,200 ￥11,220
　ブラック [918704] ワインレッド [918711] ブラウン [919626]
　重量約 2kg。20mm 硬質フォーム +10mm のクッションが楽器をしっかりと保護し
　ます。背負い式ストラップ付。

　ギタースタンド　

GGウッディ・ギタースタンドGGWS-1S[920172]...........................................￥7,150 ￥6,078
　河野 賢デザインによる元祖折りたたみ式スタンド。材料を合板に変更し耐久性 UP。木目
も魅力。設置時：奥行約 30 ×正面幅約 30 ×高さ約 64cm　重量：約 850g
GG ウッディ・ギタースタンド GGWS-2....................................[918865] ￥17,600　￥14,960
　現代ギター社製オリジナル高級木製スタンド。ブナ材使用。台座部の素材はＭＤＦ（木
　質繊維板）。正面幅：約 42 ×奥行：約 30 ×高さ：約 62cm　重量：約 3.6kg

ハーキュレス・ギタースタンド GS401BB[915680]........................................ ￥3,850 ￥3,273
　ボディ部分を支える立て掛け式。コンパクトに畳めるミニスタンド。金属製。折畳時：28.5
× 10cm　重量：900g。※長時間ご使用の場合、ギターの塗装に影響が出る場合があり
ます。ギターとスタ　ンドのゴム部分の間にクロスなどを敷くことをお薦めします。
ハーキュレス・ギタースタンド GS200B EZPack[919640]..................... ￥2,860　￥2,431
　ボディ部分を支える立て掛けタイプ。プラスチック素材で軽量かつコンパクトに畳め
るミニスタンド。携帯に便利。。収納時：約 25×10.5×4.5cm　重量：約 540g

　ギター支持具　

ギターレスト GR-IIB (GR-II の黒仕上 )[903472].......................................... ￥6,930　￥5,891
　一番人気。ギターの側面を挟んでネジで固定。重量：240g
ダイナレット ( 大・12cm)[903526]( 小・10cm)[903519].......................... ￥6,600　￥5,610
　太ももの上に載せるクッション状のギター支持具。袋付き。重量：260g
エルゴプレイ（大）[908378]（小）[919121].............................................. ￥7,700　￥6,545
　ドイツ製ギター支持具。（大）23cm × 13cm、高さ 9cm。
　（小）21cm × 11cm、高さ 7cm。調整可能。重量：200g
アリア／ギターサポート [536086]................................................................... ￥4,180　￥3,553
　2 つの吸盤でギターの側板に固定。軽量・コンパクト。折畳み時： 7×12cm 重量：115g
GGスーパー・マット[903434].....................................................................................￥550　￥468
　色：黒 2 枚組大きさ：約 150 × 250 ミリ膝に敷く滑り止め。

　譜面台　

バークレイ MS200N( スチール製・黒 )[912122]........................................... ￥2,750　￥2,338
　スタンダードタイプ。スチール製。譜面部：縦約 27.5× 横約 50cm、高さ約 50 ～ 
　120cm、重量 850g、ソフトケース付
アリア・アルミ製譜面台 AMS-100[914102].................................................. ￥3,300　￥2,805
　定番。譜面部：縦 28.5 ×横 45 ～ 74cm、高さ 45 ～ 118cm、重量：約 600g
アリア・卓上譜面台AMS-30DT[552093].........................................................￥1,540　￥1,309
　コンパクト。スチール製。譜面台サイズ：約 225(H) x 約 450(W)mm、収納時サイズ：
　約 245(H) x 約 63(W) x 約 50(D)mm。重量：450g　ポーチ付き
ヤマハ譜面台MS500ALS[916144]....................................................................￥7,260　￥6,171
　軽量かつ低めの譜面台。茶色、簡単角度調節。譜面板部を取り外し、卓上譜面台と
　しても。ソフトケース付。高さ：45 ～ 86cm。譜面部：45×21.5/28cm
　重量：542g　アルミ製。

　演奏椅子

ギター専用椅子 GGS-PRO（ブラック）[920530]（ブラウン）[920528].... ￥33,000　￥28,050
　小物～楽譜までしまえる収納付き。猫足。奥行 34× 幅 56× 高さ 41 ～ 50cm、
　収納部：奥行 29.5 ×幅 51.5 ×深さ 5.5cm、重量：約 11.7Kg、座面：塩化ビニールレザー
ギター専用椅子GGS-STANDARD（ブラック）[920547].........................￥19,800　￥16,830
　シンプルなデザインとコストパフォーマンスに優れた椅子。サイズ（約）：奥行 29
　×幅 47 ×高さ 37 ～ 43cm、重量：約 7.9Kg、座面：塩化ビニールレザー

　GG オリジナル小物

GG スーパーギターミュート ........................................................................................ ￥660  ￥528
　ダークベージュ [903724] 若草色 [915604] 水色 [915611] ピンク [915628] 紫 [915635]
GG ミュートくん [906367] ............................................................................................ ￥550 ￥440
GG スーパーグリス [905742] ....................................................................................... ￥330 ￥264
GG オリジナル・マウスパッド [916199] ................................................................ ￥1,047 ￥733
GG レインカバー [920981] .................................................................................... ￥2,750 ￥2,475
　ハード・軽量両タイプに対応したケース用レインカバー。発売以来大人気です。

「雨よけくん」軽量ケース用 [912955]（在庫限り）.......................................... ￥2,200 ￥1,540

15%OFF!

20%OFF!

10 ～ 15%OFF!

15 ～ 20%OFF!

15%OFF!

15%OFF!

15%OFF!

15%OFF!

10 ～ 30%OFF!

〈スペイン舞曲〉の中でも人気の 5 曲の
バルエコ編。1981 年に出版された 5 番
を除く 4 曲を一部修正し、新たに 5 番を
加えた一冊。今後、多くのプロやギター
愛好家が演奏することでしょう。中～上
級者向け。

ロドリーゴ ： 歌とギターのためのアルバム
［マルコ ・ ソシアス監修 ・ 編曲］
ロドリーゴ没後 20 周年記念出版。ギター
伴奏による歌曲集。既に出版されていた
作品もあわせ全 31 曲を収載。収載曲の
一部はホセ・フェッレーロ（T）とソシ
アスの CD（735483）に収録されていま
す。

やさしく、短めにアレンジされた、初～
中級者用のクリスマス曲集。「ジングル・
ベル」「サイレント・ナイト」などクリ
スマスの名曲 30 曲と、ポール・コール
ズのオリジナル曲 10 曲を収載です。

2019 年に生誕 100 周を迎えたジョン・
W. デュアートへのトリビュート曲集。
デュアートの作品 3 曲と、ヴァイスやリ
エラ、スカルラッティ、ダウランドなど、
デュアートに影響を与えた作品、全 20
曲を収載。

メリー・クリスマス・フォー・ギター［コー
ルズ編］

ジョン ・ W. デュアート生誕 100 周年
を祝して ［コールズ監修］

1911 年に作曲されたピアノ独奏曲、バ
ルトークの代表作である「アレグロ・バ
ルバロ」のギター独奏編です。オリジナ
ル同様、高度なテクニックを求められる
編曲です。上級者向け。

作曲、編曲でも高い評価の、ガジャルド・
デル・レイの編曲作品。嬰へ短調。セー
ハが多用され難易度は高いですが、憂愁
ある響きが作品の世界感に見事にマッチ
しています。中～上級者向け。待望の再
入荷！

バルトーク：アレグロ・バルバロ ［シュ
タインコグラー編］

417011　¥5,500 ￥4,950 476526　¥3,080 ￥2,772 476519　¥3,080 ￥2,772

475734　¥2,970 ￥2,673 882461　¥2,970 ￥2,673

グラナドス ： スペイン舞曲 Op.37 第 1、
3、 4、 5、 12 番 ［バルエコ編］New! New! New! New!

New!
New! ピアソラ：アディオス・ノニーノ ［ガジャ

ルド ・ デル ・ レイ編］

　輸入楽譜 ・ 輸入ＣＤ ・ 国内ＣＤ

※一部の商品を除き、 輸入楽譜、 輸入 CD は 10~50％ OFF です。 国内 CD は定価販売です。

040061　¥2,750 ￥2,475

　輸入楽譜　

ジラルディーノ：野の花 [389450].............................................................................................¥1,485
ジラルディーノ：サントゥアーリオ [389467].......................................................................¥1,287
コシュキン：ソナタ第2番[389474]..........................................................................................¥2,970
バッハ：目覚めよと呼ぶ声あり (2G)[ ヴォルフ編 ][590350]............................................¥1,485
ペルー民謡：コンドルは飛んでいく（4G）[ コクラン編 ][389443]..............................¥1,485
ハイドン：四重奏曲ニ長調 Hob.III:8（G&Vn&Vla&Vc）［プイエンブルック編］[001606]......¥4,158
レーモン：星々の彼方へ [951528].............................................................................................¥1,188
バッハ：パルティータ第 2 番 BWV.826[ マヌーキアン編 ][553785].............................¥1,485
ベートーヴェン：エリーゼのために [ ヴォルフ編 ][389436]............................................¥1,287
ザ・プレスティ＆ラゴヤ・コレクションVol.9～ベートーヴェン作品集（スコア+パート譜）[389429]......¥5,940
ヴィラ = ロボス：トリストローザ［フォーゴ編］[388927]................................................¥1,188
ディアンス：タンゴ・アン・スカイ [947930]..........................................................................¥1,188
ディアンス：出会いの編曲集 [972475]....................................................................................¥3,168
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲（ギターパート譜）［A. ロメロ運指］[203120]......¥2,772
ブローウェル：新・シンプル・エチュード [993044]............................................................¥3,465
レーモン：エボカシオン・ノスタルジーク [383243]...........................................................¥1,188
ウィリス：海のセレナーデ [382314].........................................................................................¥1,485
スカルラッティ：4 つのソナタ［ラッセル編曲］[347375]................................................¥2,178
レーモン：サンタ・アナ・クルス[381133]....................................................................................¥891
日本古謡：さくら [ レーモン編 ][381188]................................................................................¥1,188
ガジャルド・デル・レイ：アストゥリアス州歌の変奏曲 [387906]..................................¥2,475
ザ・クラシカル・ギター・コレクション［ブリーム編、ほか］[538799]..................¥3,168
レーモン：マ・フィーユ～私の愛しい娘 [378349]................................................................¥1,188
レーモン：アンソロジー　[383373].........................................................................................¥6,435
ボンファ：カーニバルの朝（黒いオルフェ）[ レーモン編 ][381157]..............................¥1,188
レーモン：ジャルダン・スクレ [380983]......................................................................................¥891
イタリア・ルネサンス期の作者不詳の 6 つの小品 [ バタイニ監修 ][992596]............¥1,980
ヴィラ = ロボス：ギター独奏曲集［ノード編］[042684]................................................¥5,940
ヴィラ = ロボス：ショーロス第 1 番、シンプレス、演奏会用ワルツ第 2 番 Op.8［ジガンテ監修］[383366]......¥3,465
ヴィラ = ロボス：12 の練習曲集［ジガンテ編］[045418]................................................¥4,950
ヴィラ = ロボス：5 つの前奏曲［ジガンテ編］[045081]................................................¥2,475
ウォルトン：5 つのバガテル［ブリーム運指］[594074]................................................¥2,970
ガケール：ディアンス讃歌 [378608].........................................................................................¥1,683
ガケール：アラパネス [382925]................................................................................................¥1,386
コスト：25 の練習曲 Op.38［マクミーケン校訂］[714025]..........................................¥3,465
ジョン・ウィリアムズ：ラウンズ [019821].............................................................................¥2,475
ソル作品選集［バルエコ校訂・運指］[385599]..................................................................¥2,475
アルベニス作品集 Vol.1［ラッセル編］[383991]...................................................................¥2,475
アルベニス作品集 Vol.2［ラッセル編］[384004]..................................................................¥2,475
アルベニス作品集 Vol.3［ラッセル編］[384011]..................................................................¥2,475
バッハ：G 線上のアリア、パストラーレ BWV590、シンフォニア BWV156［ラッセル編］[382253]......¥1,485
バルトーク：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ Sz.117［デジュール編］[474812]......¥2,970
ヒメネス：100 のメヌエット［セルゲイ・ラミレス校訂］[727070]........................¥4,455
ブローウェル：シンプル・エチュード［ジガンテ監修］（CD 付）[093168]............¥4,257
サウメル：ギター二重奏のための19のコントルダンス [バタイニ編][992619]......¥2,673
セルバンテス：ギター二重奏のための 14 のキューバの舞曲 [ バタイニ編 ][992602]......¥2,673
バルトーク：子供のために（2G）［シュタインコグラー編］[475185]........................¥2,970
マウロ・ゴドイ・ヴィラロボス：アストルとコーヒー～ピアソラ讃歌～（2G）[474584]......¥2,475
ル・ガルス：ケルトの思い出 Vol.1（2G）[991681]............................................................¥2,178
ル・ガルス：マビノギオンと中世ウェールズのおとぎ話（2G）[991698]..................¥2,673
プレイ・ギター・ウィズ・ミロシュ LEVEL.1（英語）[614902]...................................................¥2,079
プレイ・ギター・ウィズ・ミロシュ LEVEL.2（英語）[388934]................................................¥2,079
デプレーテル：睡蓮 [383076]......................................................................................................¥1,540
バリオス：ラテン・アメリカ・オリジナル作品集［ディアス校訂］[381102]......¥2,156

クーク：つばめ [381508]................................................................................................................¥1,386
クーク：ワルツ [381515]................................................................................................................¥1,386
ガジャルド・デル・レイ：アリアと変奏 [384608]............................................................¥1,540
ヴァイス：ファンタジー、トンボー［シャイト編曲］（ニュー・カール・シャイト・ギター・エディション）[381867]......¥1,386
ディアンス：ニテロイ（2G）（スコア + パート譜）[382178]..........................................¥1,771
ロイエ：セカンド・トリオ Op.42（3G）[384714].......................................................... ￥3,080
ロドリーゴ：トッカータ [375989]........................................................................................ ￥1,100
ディアンス：ヴァルナ～フューチャーメモリーズ（3G）[382185].......................... ￥1,650
マルタン：4 つの小品 (4G)［ブリューデル編］[378935]............................................ ￥4,125

　輸入 CD　

ヴォイン・コツィッチ〈ギター・リサイタル～期待の新進演奏家シリーズ〉[739061].....¥1,122
シンプソン〈ゴステナ：25 のファンタジア〉[959443]..................................................¥1,029
アンドレス・オルティス（Vn）＆パブロ・リオハ（G）〈リヴィジティング・ヴァイオリン＆ギター〉[170374].....¥2,618
カリー＆モリアーティ〈ニュージーランドのギター二重奏作品集〉[790413]..........¥1,122
ケイン〈忘れられた夢のソナタ～オーストラリアのギター音楽〉[739610]..........¥1,122
グリゴリアン・ブラザーズ、ほか〈J.S. バッハ：2 つのギターのための協奏曲集〉[639814].....¥2,338
ビン・フー〈チャッコーナ～ギターによる J.S. バッハ〉[170336]..............................¥2,338
ホプシュトック、ほか〈ホプシュトク（ウィルコックス）ギター作品集〉[774316].....¥2,338
クレルチ〈ロドリーゴ：アランフェス協奏曲〉[638046].................................................¥2,079
ヴィドヴィチ〈クロアチアの神童〉[637957]......................................................................¥2,079
ディアンス〈甘いレモン〉[617522]...........................................................................................¥2,079
ワット〈祈り～スペインの印象〉[636202].............................................................................¥1,925
セルシェル、ほか〈フォー・ウルリク～ウルリク・ノイマン・ギター作品集〉[635854].......¥2,156
北京ギター・デュオ〈マラカイペ〉[633492]...........................................................................¥1,925
ミルズ〈セゴビア～ラミレス・イヤー〉（2CD）[636868]............................................. ￥2,090
バルエコ＆ラテンアメリカ SQ〈サウンド・オブ・アメリカンズ〉[632259]............. ￥1,375
ブローウェル、ペレグリーニ、他〈オモ・ルーデンス〉（2 枚組）[627002]............. ￥1,540

　メンテナンス ・ グッズ （次ページもご覧ください）

バム・マイクロファイバークロス L（ブラック） [920202] ....................... ￥2,200 ￥1,980
バム・マイクロファイバークロス M（ブラック） [920196] .......................￥1,650 ￥1,485
シルキー・ワイプクロス [970080] ........................................................................￥2,860 ￥2,574
ギター・ポリッシュ（プラネットウェーブ） [911941] .............................. ￥1,430 ￥1,287
レモンオイル [530961] ................................................................................................￥1,100 ￥990
フェルナンデス・スクラッチメンダー 946 [026278] ...................................... ￥1,100 ￥990
フレット磨き用プレート [904902] .............................................................................￥550 ￥495
ロゼット／フレット・ポリッシングキット RFP3M1 [920189] .............. ￥1,760 ￥1,584
ロゼット／ギター・ルブリカント・キット KTL-02 [920226] ..................... ￥1,760 ￥1,584

　加湿器、 乾燥剤 ( 部屋の湿度に応じてお選びください )

加湿器〈プラネット・ウェイブス　ギター・ヒューミディファイア〉 [872021] ...........￥2,200 ￥1,870
加湿器〈プラネット・ウェイブス　ヒューミディパック〉 [913235] ..................￥4,400 ￥3,740
乾燥剤〈ドライフォルテ〉 [872021] ...................................................................... ￥1,100 ￥935
乾燥剤〈ピックボーイ・ドライキーパー　H-95〉 [913235] ............................ ￥1,045 ￥889

　爪のお手入れ用品

ネイルシェイプキットNS-90 [009752] .................................................................￥990　￥891
ザ・ギタリスト～カイナ・マット・ベースコート [080048] .......................... ￥2,200　1,980
カイナ・デイクリーム [080017] ............................................................................ ￥2,750　2,475
カイナ・ナイトジェル [080024] ............................................................................ ￥3,520　3,168
アリア ･ ネイル ･ キット ANK-100 [616405] .................................................. ￥2,640　2,376

10%OFF ～、 青字 30％ OFF、 赤字 50％ OFF

1982 年、キューバで生まれのアランゴ。
2014 年アルハンブラ国際ル優勝、2018
年タレガ国際優勝の実力者です。「グラ
ン・ホタ」「マリア」（タレガ）「大聖堂」（バ
リオス）など名曲のほか自作品も収録。

2018 年 GFA 優勝記念アルバム。「前奏曲
第 5 番」（ヴィラ＝ロボス）、「マズルカ・
アパシオナー」（バリオス）、「詩的ワルツ
集」（グラナドス）の他スクリャービン、
ラフマニノフのピアノ曲のギター編も収
録です。

【CD】 アリ ・ アランゴ 〈ギター ・ リサイタル
～期待の新進演奏家シリーズ〉

【CD】 ラファエル ・ フィアートル 〈ギター ・ リ
サイタル～期待の新進演奏家シリーズ〉

741118　¥1,320 ￥1,122 741279　¥1,320 ￥1,122

世界的古楽演奏・研究家として知られる
モレーノ。1991 ～ 2004 年までの録音
から選りすぐりのスペイン音楽を集めた
CD12 枚組。ビウエラ、19 ｃ G、歌曲な
ど様々なスペインのギター音楽を楽しめ
ます。

【CD】 モレーノ （19cG、 ビウエラ、 ほか）、 ほか 〈スペイン
のギター～グロッサ ・ レコーディングス〉 （12CD）

201149　¥8,250 ￥7,013

2017 年タレガ国際優勝、メキシコ生まれ
のギタリストです。得意とする「南のソ
ナチネ」（ポンセ）や「ソナチネ」（M= トロー
バ）など 5 曲を収録。世界が注目する高
度なテクニックと音楽性をご堪能くださ
い。

【CD】 アレハンドロ ・ コルドバ 〈ギター ・ リサ
イタル～期待の新進演奏家シリーズ〉

739726　¥1,320 ￥1,122

ピアソラ ： 天使のミロンガ ［ガジャルド ・
デル ・ レイ編］

同じくガジャルド・デル・レイによる編曲。
調は異なりますが、原曲同様、転調（イ
短調 - 変ロ短調 - ロ短調 - 嬰ニ短調）によっ
て物語が展開する緻密な編曲は、流石で
す。中～上級者向け。待望の再入荷！

882447　¥2,970 ￥2,673

歌劇の旋律を用いた幻想曲やゆったりと
した舞曲など優雅な雰囲気を感じさせる
作品集。〈「椿姫」の主題による幻想曲〉
と〈「ラ・ファヴォリータ」の主題による
変奏曲〉の準拠楽譜（167994）あり。

「鳥の歌」「アヴェ・マリア」などベテラ
ン佐藤の愛奏曲が並んだアルバムです。
佐藤の美しく温かい音楽が、聴く者を優
しく包み込みます。佐藤編「見上げてご
らん夜の星を」の美しさが話題です。

【CD】スコグモ＆フランケ〈フェレール：
ギター二重奏作品全集〉

740111　¥1,320 ￥1,122 639890　定価販売 ￥2,750

New! New!
【CD】 佐藤達男 〈佐藤達男愛奏曲
集～ファイナルピース～〉

国内の主要のコンクールを制し活動の幅
を広げている木村のデビューアルバム。

〈カヴァティーナ〉（マイヤーズ）〈ワル
ツ第 4 番〉（バリオス）ほか、歌心に溢
れた佐藤弘和作品などを収録。中でも佐
藤の〈青空の向こうに〉の美しさは必聴。

人気ギタリスト、ミロシュの最新アルバ
ム。タレガやブローウェルの作品だけで
なく、サイモン＆ガーファンクルやレディ
オヘッドなど、様々なジャンルの作品を
収録した、ミロシュらしい、クロスオー
バーな収録曲が楽しいアルバムです。

【CD】 木村眞一朗 〈青空の向こうに〉 【CD】 ミロシュ 〈サウンド ・ オブ ・ サイレンス〉

520429　定価販売 ￥2,640 345269　定価販売 ￥3,080

ソルと同時代に制作された 19 世紀ギター
を使用し、指頭弾弦で演奏するなど、藤
元のこだわりが見えるソル作品集。「魔笛」

「練習曲 Op.35」など、藤元の表現者とし
て更なる大きな一歩を感じさせる必聴の
一枚。

【CD】 藤元高輝 （19cG） 〈フェルナ
ンド ・ ソル ： ギター作品集〉

098223　定価販売 ￥3,080

「ガヴォット・ショーロ」（ヴィラ = ロボ
ス）「天使の死」（ピアソラ）など全 11 曲。
熊谷の美しい音色、鮮やかなリズムと色
彩感あふれる響きに満ちたアルバムです。
近現代の南米音楽の新たな魅力、表情を
感じさせます。

【CD】 熊谷俊之 〈トッカータ ・ ブラジリス〉

406335　定価販売 ￥3,300

福田の新譜はオーボエとイングリッシュ
ホルンとの共演。「グリーンスリーブス」

「アヴェ・マリア」ほか、グリーグの抒情
小曲集から 8 曲など収録です。ギターと
木管楽器の豊かな響きをお楽しみくださ
い。

【CD】 大萩康司 (G) ＆波多野睦美 (Ms、 朗読 )
〈C= テデスコ ： プラテーロとわたし〉 (2CD)
大萩自身のレーベルからの初めてのアル
バムは C= テデスコの「プラテーロとわた
し」（全 28 編）。詩の情景を鮮やかに描く
大萩のギターと、波多野による新訳版朗
読で全曲録音された話題のアルバムです。

310285　定価販売 ￥5,000

【CD】 福田進一＆池田昭子 （Ob、 E.H ｒ） 〈白鳥
の歌～オーボエとギターのための作品集～〉

406939　定価販売 ￥3,300

New! New!

New!
New! New! New!

15%OFF、 青字 30％ OFF、 赤字 50％ OFF

15%OFF!

10%OFF!

［原典版］ 完訳カルカッシ完全ギター教則本
Op.59 ／監修：原 善伸、翻訳：上谷直子 (No.666)
ギター学習者必携！日本初の原典版準拠・
完訳版「カルカッシ・ギター教則本」。他
の版には載っていない練習曲を含む、唯
一の完全版。基礎練習に最適の一冊。全
てのギター愛好家に捧げる教則本。準拠
CD（￥3,740）あり。1903R ￥2,530

世界中のクラシックギターの楽譜から、
人気の 1,300 点を厳選。作曲者名（和・
欧文）、生没年、作品名（和・欧文）、作
品のコメントなどを紹介。執筆陣は濱田
滋郎ほか、日本のギタリスト33人。楽曲・
楽譜探しの際など、名曲事典のように使
えるガイドブック。1606R ￥2,200

クラシックギター音楽ガイド (No.630)愛器を語る ・ 第 3 巻 (No.650)
人気連載「愛器を語る」。2014 年 8 月
号から 2017 年 3 月号までの連載に、渡
辺香津美、沖 仁の愛器を加えた、総勢
34 人へのインタビュー・34 種類の楽器
写真、詳細なデータ等を掲載です。「第
2 巻」も好評発売中。「第 1 巻」は PDF
で販売中。 1712R ￥2,420 1007R ￥3,080

ギターのための原典版準拠バッハ・リュー
ト作品全集～ 別冊楽譜付 (No.554)
バッハのリュート作品を、ギター用に移調
した原典版楽譜を収載。本書を基に編曲・
運指を考えるほか、本書と編曲譜を比較す
ることによりバッハ、編曲者の意図が明ら
かになります。バッハを弾くギタリスト必
携の 1 冊。

ギターソロのための映画音楽名曲集
Vol.1 ／竹内永和 ・ 編曲
竹内の名編曲で弾く映画音楽集第 1 巻。

「エデンの東」「ロミオとジュリエット」
など名曲 21 曲を収載。「ニュー・シネマ・
パラダイス」「スタンド・バイ・ミー」ほ
か 19 曲を収載の Vol.2（GG595）もお薦
めです。 GG589 ￥2,420

キネマ楽園～ギター名曲集／編曲 ・
監修 ： 鈴木大介
映画通の鈴木編曲のロングセラーの映画
音楽集。「She」「ひまわり」「シチリアー
ナ」ほか「ニューシネマパラダイス」の
二重奏編など、プロ・アマ問わず人気の
曲集です。中～上級者にオススメ。

GG572 ￥3,080 GG510 ￥3,300

やさしいギターアンサンブル第 3 集 ： 映画音
楽 [1] ／日本ギター合奏連盟 ・ 編 （CD 付き）

やさしいアレンジで大人気の『やさしいギ
ターアンサンブル』第 3 巻。映画音楽集
です。「戦場にかける橋」「魔女の宅急便」

「エデンの東」など国内外の映画音楽 13
作品を収載。CD 付き。

改訂新版オラシオン～永遠のギ
ター ・ アルバム 2 ／長野文憲 ・ 編

人気曲集「オラシオン」が再登場！人気
の「インスピレーション」ほか、「太陽が
いっぱい」「第三の男」など長野の名編曲
を収載。改定にあたり「ブーベの恋人」
を「愛の讃歌」に変更。長野の編曲の妙
が光ります。 GG623 ￥2,200

村治佳織ギターソロ ・ コレクション Vol.2

GG484 ￥2,750

GG582 ￥1,870

ギター名曲ミステリー／手塚健旨 ・ 著
手塚健旨によるユニークな連載「ギター
音楽の謎」と「奇跡のギタリスト」に大
幅に加筆・改編し、5 つの新たな書き下
ろしを加えた、ギターの世界を楽しく知
ることができる人気本。巻末にルビーラ
の手書譜「禁じられた遊び」をはじめ、
5 曲の珍しい楽譜付。

日本・スペインギター協会編纂シリーズ第
1 巻。〈禁じられた遊び〉〈ラグリマ〉〈ア
ストゥリアス〉など 46 曲。スペインギ
ター音楽の決定版です。第 2 巻（GG592、
￥2,860）、第 3 巻（GG621、￥2,750）も
オススメ！ GG574 ￥2,750

スペインギター音楽名曲コレクション第
1 集／日本 ・ スペインギター協会編 New! New! New! New!

30%OFF!

15%OFF!

30%OFF!

「人生のメリーゴーランド」（映画「ハウル
の動く城」）「Summer」（映画「菊次郎の夏」）
など、久石 譲の人気曲 23 曲をソロギター
にアレンジ！編曲担当の小関の模範演奏
CD 付き。

GG547 ￥3,300

ギターソロ曲集 ・ 久石 譲／小関佳
宏・編曲・演奏 （CD2 枚、 タブ譜付）



サバレス／クリエイション ・
カンティーガ 510MR ノーマ
ル (SET)

￥2,497 　￥1,498

プロギタリストの要望から
生まれた組み合わせ弦。①
②ニュークリスタル③アリ
アンス④～⑥カンティーガ

919558

サバレス／クリスタル ・ カン
ティーガ 510CR ノーマル (SET)

￥2,255 　￥1,353

高音弦ニュークリスタル +
低音弦カンティーガ。その
名の通りクリアな音色で、
超人気弦です。

916847

弦はセット弦がお得！新製品も登場！

新登場！人気急上昇中！

セット弦割引！
オーガスチン弦全種類 50%OFF、 プロアルテ弦全種類 55%OFF （EXP 弦、 XT 弦、 フラメンコ弦は 40%OFF）、 サバレス弦 
40%OFF （ポリッシュ弦は 25%OFF、 トマティート弦、 ウクレレ弦は 30% OFF）、 ハナバッハ弦、 アクイラ弦 ・ ラミレス弦、 ラベラ弦 
全種類 35%OFF、 オプティマ弦全種類 25%OFF、 メディナ ・ アルティガス弦全種類 40%OFF ！、 ドーガル弦全種類 30%OFF

不動の人気！超定番弦をご紹介！

ラ ベ ラ 2001 Classical 
MHT ミディアムハイ (SET)

オーガスチン／パラゴン ・
赤 ・ ミディアム (SET)
高音弦にパラゴン・フロ
ロ カ ー ボ ン（ ミ デ ィ ア
ム）、低音弦は赤を使用。
ブライトでシャープな音
の立ち上がりが魅力

プロアルテ／ XTC45 ノーマ
ル (SET)

￥3,190　￥1,914

EXP 弦をさらに進化させた最新
のコーティング弦『XT 』。ノン
コーティング弦のようなナチュ
ラルなトーンとタッチフィーリ
ングを併せ持ったロングライフ
弦

透明感と立体感のある高音
弦、ピッチと安定性に優れ
た低音弦のラベラのスタ
ンダード。ヨークが愛用。
ロー、ミディアム、ハイあ
り。

※パッケージはデザイン変更のため写真と異
なる場合があります。
※バラ弦の割引率は異なります。
※ご注文の際は、 メーカー名、 商品名、 テ
ンション （弦の張りの強さ） をご指定ください。

\2,816　￥1,690

人気の510MRの低音弦に「カ
ンティーガ・プレミアム」を
使用。豊潤で重厚感のある音
色、持ちの良さが人気 !

サバレス／クリエイション ・
カンティーガ ・ プレミアム
510MRP ノーマル (SET)

920844

プロアルテ／ EJ-45 ノーマル
(SET)

￥3,520　￥1,584

定番中の定番、プロアルテ
ノーマル弦。

プロアルテ／ EJ-45-3D
ノーマル (SET)

￥8,800　￥3,960

定番中の定番、プロアル
テ弦をお得にまとめ買
い！

905308913297

920967

921094

921018 ￥2,420　￥1,573

ハナバッハ／エクスクルー
シヴ ・ ミディアム （SET）

￥5,280 ￥3,432

3 弦にチタニール弦、低
音弦に新素材長寿命弦使
用。ハナバッハ最高級弦。

サバレス／クリスタル ・ カン
ティーガ ・ ポリッシュ 510CRH
ノーマルテンション （SET）

￥4,763 　￥3,573

音色の力強さはそのまま
に、左手のポジショニング・
ノイズを極限まで軽減。サ
バレス弦の最高級モデル。

一度使うとやめられない！？こだわりの高級弦！

オプティマ／クリアナイロ
ン ・ 24K ゴ ー ル ド ・ ハ イ
GNHT(SET)

￥4,477　￥3,358

明瞭な「クリアナイロン」
（高音）と、重厚感のある
「24K ゴ ー ル ド 」（ 低 音 ）
の組み合わせ。

プロアルテ／ EJ-45FF
カーボン ・ ノーマル (SET)

￥5,390 　￥2,426

高音はカーボン弦、低音
はダイナコア弦のセット

919480918926

918278 919787

指への負担を軽減、 ローテンション弦！

プロアルテ／ EJ-43
ライト (SET)

￥3,520 　￥1,584

① ～ ⑥ の 張 力 合 計
35.7Kg

オーガスチン／黒 (SET)サバレス／赤 520R(SET)

￥2,376　￥1,426

① ～ ⑥ の 張 力 合 計
37.2Kg

ハナバッハ／シルバー ・
スーパー・ロー （黄） (SET)

￥2,970　￥1,931

①～⑥の張力合計 37.0Kg

①～⑥の張力合計 37.5Kg

902444

901720

900495

901409 ￥1,760　￥880

￥2,970 　￥1,931

ドイツの老舗弦メーカー、
ハナバッハの主力商品。艶
やかな音色で、バランスの
いい商品です。

ハナバッハ／シルバー ・ ミ
ディアム （黒） (SET)

900631

サバレス／カンティーガ510AR
ノーマルテンション (SET)

￥2,794 　￥1,676

高音弦アリアンス・ノー
マルテンション + 低音弦
カンティーガ・ノーマル
テンション

915734

￥3,300　￥1,650

オーガスチン／リーガル赤
(SET) 

￥2,200 　￥1,100

音程の正確さを向上させ
たリーガル（高音のみ）と、
定評ある赤ラベルの低音
弦を組み合わせたセット。

905247

オーガスチン／リーガル青
(SET)

GG シ ョ ッ プ 売 上 No.1。
輝きのある音色、リーズ
ナブルな価格が人気です。

905254 ￥2,420　￥1,210

輝きのある音、 豊かな音量、 ハイテンション弦！

ハナバッハ／シルバー ・
ハイ （青） (SET)

￥2,970 　￥1,931

① ～ ⑥ の 張 力 合 計
44.3Kg

サバレス／アリアンス 540J
ハイ (SET)

￥2,706　￥1,624

① ～ ⑥ の 張 力 合 計
42.6Kg

プロアルテ／ EJ-44 エク
ストラハード (SET)

￥3,520　￥1,584

①～⑥の張力合計 40.9Kg

900709

901867

905292

オーガスチン／パラゴン ・
青 ・ ハイ (SET)
高音弦にパラゴン・フロ
ロカーボン（ハイ）、低
音弦は青を使用。ブライ
トでシャープな音の立ち
上がりが魅力

920974 ￥3,520　￥1,760

■ご注文はこちらへ
https://www.gendaiguitar.com
sales@gendaiguitar.com
FAX : 03-3530-5405
TEL : 03-3530-5343（平日 12:00～17:00）
〒 171-0044 東京都豊島区千早 1-16-14
（株）現代ギター社 GG通販サービス

人気のヒミツ　その 1
最高水準の工作精度 !

オーダーから納品まで 1 年以上の時間をかけて
丁寧に製作します。本体のほとんどが自然の木
材を加工し仕上げていくため、乾燥の工程で歪
みや割れが生じることがあります。時間をかけ
てじっくり製作することで、お客様への納品時
には、狂いの少ない状態でお渡しすることが出
来ます。

人気のヒミツ　その２
卓越した演奏性 !

楽器選びで重要なポイントは弾き易さです。ど
んなに音が良い楽器でも弾き辛くては楽器の実
力を出す事が出来ません。「河野・桜井ギター」
は桜井が考案した「ネックの黄金比」により、
今までにない弾き易さを体感していただけま
す。ギター製作５０年にも及ぶ経験から生み出
したネックは、プロ・アマ問わず高い評価を得
ています。

人気のヒミツ　その３
クリアな音質とバランスの取れた音量 !

ギターは弦を弾き振動を加えて、表面板を揺ら
し音を出す楽器です。工作精度が悪い楽器は
鳴ってはいけないところまで共鳴しノイズの原
因にもなります。濁りの無いクリアな音質は高
い工作精度によるものです。

桜井正毅　PC

パリ国際ギター製作コンクール
1 位受賞モデル

908774

松 / 中南米ローズウッド

伝統の技に最先端の技術伝統の技に最先端の技術伝統の技に最先端の技術
を投じた桜井シリーズを投じた桜井シリーズを投じた桜井シリーズ

桜井・河野ギターの即納可能な
レギュラー・ショートスケールが入荷！
他の製作家の楽器もお問い合わせください

New! New!

￥660,000

お問合せ下さい 

桜井正毅　　

スペシャル　SP

905179
松 / 中南米ローズウッド

お問合せ下さい 

お問合せ下さい 

￥770,000

桜井 / 河野

スペシャル　SP

905179
松 / 中南米ローズウッド

写真 ：スペシャル　630mm 写真 ： RF　レイズドフィンガーモデル 写真 ：スペシャル　640mm

￥1,100,000
911460

松 / 中南米ローズウッド

極上の杉材を使用
した桜井 ・ 河野大
量入荷予定！松材
とは違う甘く豊かな
音色が楽しめます。
桜井 RF 杉　650mm

河野 MA 杉 640mm

桜井 PC 杉 640mm

桜井 CO-J 杉　650mm

各限定１本

桜井 / 河野桜井 / 河野桜井 / 河野

日本の誇る銘器。日本の誇る銘器。
桜井河野シリーズ桜井河野シリーズ

￥825,000

お問合せ下さい 

桜井河野

マエストロ　MA

河野シリーズの最高峰モデル

905162

松 / 中南米ローズウッド

￥1,100,000

お問合せ下さい 

限定１本
650mm
即納可！

限定１本
630mm
即納可！

限定１本
650 ｍｍ

限定１本
640mm
即納可！

レイズドフィンガーボード

迫力の低音が特徴の
スペシャルモデル。

弾き易いショートスケール　

開催期間 ：  11/28( 木 )12 ： 00 ～1/27( 月 ) 　GGショップ はちょっと長く 2/11( 火 ) まで開催期間 ：  11/28( 木 )12 ： 00 ～1/27( 月 ) 　GGショップ はちょっと長く 2/11( 火 ) まで

ウィンターセール 2019/20

現代ギター社 GG通販サービス及びGGショップ（実店舗）は経済産業省が実施する、キャッシュレス・消費者還元事業制度に
対応しています。 GG通販サービスから還元対象のクレジットカード（Visa、Mastercard、JCB、AMEX、ダイナースクラブ）
でお買い物をされたお客様は、お買い上げ金額の 5％分が還元されます。
GGショップ（実店舗）で還元対象のクレジットカード（Visa、Mastercard、JCB、AMEX、ダイナースクラブ）またはPayPay
でお買い物をされたお客様は、お買い上げ金額の 5％分が還元されます。

桜井 ・ 河野ギターをお買い上げの
方にスペシャルプレゼント！

＊セール期間中は特価にてお取扱いしております。試奏のご希望、カタログ上にない材料での製作や弦長の変更など特注のご相談も承ります。
＊手工ギターの納品には 6カ月以上かかる場合がございますので予めご了承ください。30 万円以上の楽器をお買い上げの場合、クレジットローンがご利用可能
です。（15回払いまで金利・手数料無料）クレジットローンとクレジットカードの併用はできません。

　GGFS-BW 木製足台

　GG スーパー ・ クロス

メンテナンス用品 ・ その他

人気の定番クロス。
約 39cm × 44cm。
素 材： ポ リ エ ス テ ル
80％、ナイロン 20％

カルナバ ・ ポリッシュ

古美術品、骨董品な
どにも使用される湿
度調整剤。2 袋入り

909931

ピンク 911125

ベージュ 911101

ブルー 911118

ミスティ　クリアコート ・ クリーナー

汚れを落とし光沢を与え、
さらに保護コーティング。
油脂系成分を含まないため、
ほぼ全ての楽器に対応。ス
マホのクリーニングにも。
容量：114ml

乾燥剤 〈ギターペット〉

湿度調整、消臭、
除 菌、 サ ビ 防 止
に。2 個入り。

903847

￥2,860

￥2,431

￥1,045

￥889

￥660

￥528

￥1,320

￥1,188

高 級 感 あ ふ れ る
大 人 気 木 製 足 台。
縦： 約 23 × 横：
約 9cm。 高 さ：3
段 階 切 替（ 約 10、
14.5、17.5cm） 
重量：約 450g
ブナ無垢材。巾着
袋付。

オアシス ・ ギターヒューミディファイア OH-1

ギ タ ー 内 部 の 加 湿
に！特殊素材入りの
容器の中に水を入れ、
サウンドホール上の
弦に装着。繰り返し
使用可。

912146

オアシス ・ ケースヒューミディファイア OH-6
ケース内の加湿に！　
特 殊 素 材 入 り の 容 器
に水を入れ、付属のク
リップでケース内に装
着。水分が減るにした
がって本体が曲がって
いくので、水の補給時
期がひと目でわかりま
す。繰り返し使用可。

914201

￥3,080

￥2,618

￥3,080

￥2,618

￥4,620

￥3,927

楽器表面のクリーニン
グ、保護・艶出し効果
に。どんな塗装にも対
応可。

513072

￥1,320

￥1,188

518969

桜井 ・ 河野ギターをお買い上げの桜井 ・ 河野ギターをお買い上げの桜井 ・ 河野ギターをお買い上げの桜井 ・ 河野ギターをお買い上げの

乾燥剤 〈ミュージック ・ モイスチャー〉

「マチネの終わりに」関連商品

平野啓一郎の小説『マチネ
の終わりに』に登場する楽
曲を、福田進一の演奏で再
現。林そよかによる「幸福
の硬貨」を収録。

小説に登場する楽曲を、福
田が演奏するタイアップ CD

『マチネの終わりに』第 2 弾。
鈴木大介編、ブラームスの
間奏曲 Op.118-2 を収録。

映画『マチネの終わりに』の
オリジナル・サウンドトラッ
ク。福山自身による菅野祐悟
作「幸福の硬貨」のほか福田
進一、荘村清志の演奏を収録

2017 年 1 月福田進一により
初演された「幸福の硬貨」
※ご注意：映画『マチネの終
わりに』で演奏される菅野祐
悟による曲とは異なります。

小 説 や 映 画 で も 重 要 な 役
回 り を 果 た し た 間 奏 曲
Op.118-2（ブラームス）を
含む鈴木大介のベスト曲集。
全 15 曲。

【楽譜】 鈴木大介ギ
ターベストコレクション
GG634　￥2,200

【楽譜】 林そよか
幸福の硬貨

　￥509

月刊現代ギター
19 年 11 月号 (No.631)

　￥1,540

特集　映画『マチネの終わりに』
公開。福田進一インタビュー 
～映画『マチネの終わりに』の
音楽について～。添付楽譜『大
聖堂』（バリオス）タブ譜付き

【CD】 福田進一
〈マチネの終わりに〉　

￥3,056

【CD】 福田進一
〈マチネの終わりに

 and more〉　
￥3,300

【CD】 〈映画 「マチネの終わりに」
オリジナル ･ サウンドトラック〉

　￥3,300

限定１本
650mm
即納可！

・ 桜井 RF、 PC、 SP　河野 MA、 SP
はバム ・ ハイテック ・ ギターケース

・ 桜井 CO-J　CO-R　河野 PR-J
はスーパーライトケース

をサービスします。

10 万円以上のギターをお買
い上げの方にローディー ・ ギ
ター ・ チューナープレゼント！

スマートフォン（iPhone4s 以降、
Android　4.3 以降）と連動し、自動的
に糸巻きを巻き上げ、チューニングを行
う電動式自動ギターチューナー！
※スマートフォンは付いておりません。

2017 年　used
貴重なRFの中古品が入荷しました！

新品と見間違うほどの美品です。
コンディションも抜群！
桜井正毅

RF　レイズドフィンガーモデル

New! New!

高級輸入ギター、 他邦人製作
ギターの取り扱いもございます。
お求めのギターが無い場合は
お気軽にお問い合わせください。
楽器に関することは
TEL03-3530-5343
までお問い合わせ下さい。

006734 073248 077581 506642 063404

920769


