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FT-5 無段階高さ調整軽量足台（ソフト袋付き） \7,344 （本体価格 \6,800）
FT-4A 軽量足台（ソフト袋付き） \4,320 （本体価格 \4,000）
FT-3 無段階高さ調整足台 \5,616 （本体価格 \5,200）
FT-2A 足台 \3,456 （本体価格 \3,200）

WS-700 バスフルートスタンド \37,800 （本体価格 \35,000）
WS-650 コントラバス・クラリネット／バズーン・スタンド \35,424 （本体価格 \32,800）
WS-600N バスチューバスタンド \35,100 （本体価格 \32,500）
WS-500N バズーンスタンド \23,544 （本体価格 \21,800）
WS-450N バスクラリネットスタンド \23,544 （本体価格 \21,800）
WS-401 トロンボーンスタンド \17,820 （本体価格 \16,500）
WS-400 トロンボーンスタンド \21,816 （本体価格 \20,200）
WS-350 フレンチホルンスタンド \20,628 （本体価格 \19,100）
WS-310 ユーフォニアムスタンド \33,480 （本体価格 \31,000）
WS-300N ユーフォニアムスタンド \15,660 （本体価格 \14,500）
WS-L240 テナー・アルト　サキソフォンスタンド \6,696 （本体価格 \6,200）
WS-220 テナー・アルト　サキソフォンスタンド \8,100 （本体価格 \7,500）
WS-205N 携帯用テナー・アルト　サキソフォンスタンド \7,020 （本体価格 \6,500）
WS-204N バリトンサキソフォンスタンド \36,288 （本体価格 \33,600）
WS-203 バリトンサキソフォンスタンド \20,412 （本体価格 \18,900）
WS-201N ２連／テナー・アルト　サキソフォンスタンド \9,936 （本体価格 \9,200）
WS-200N テナー・アルト　サキソフォンスタンド \7,344 （本体価格 \6,800）
WS-110N コンビネーション管楽器１軸スタンド \3,888 （本体価格 \3,600）
WS-109N コンビネーション管楽器２軸スタンド \4,968 （本体価格 \4,600）
WS-108N コンビネーション管楽器３軸スタンド \5,292 （本体価格 \4,900）
WS-107N ソプラノサクソフォンスタンド \6,048 （本体価格 \5,600）
WS-102-120mm ホルダーピンアダプター \1,512 （本体価格 \1,400）
WS-102-60mm ホルダーピンアダプター \1,296 （本体価格 \1,200）
WS-102PC ピッコロホルダーピン \2,808 （本体価格 \2,600）
WS-102EC Ｓクラリネット・オーボエホルダーピン \3,024 （本体価格 \2,800）
WS-102SS ソプラノサクソフォンホルダーピン \3,348 （本体価格 \3,100）
WS-102TC トランペット・コルネットホルダーピン \3,456 （本体価格 \3,200）
WS-102CO クラリネット・オーボエホルダーピン \3,024 （本体価格 \2,800）
WS-102CF フルート・クラリネットホルダーピン \3,024 （本体価格 \2,800）
WS-101N クラリネットスタンド \5,616 （本体価格 \5,200）
WS-100N トランペットスタンド \6,048 （本体価格 \5,600）

VWS-400 コントラバススタンド（弦バス） \37,800 （本体価格 \35,000）
VWS-300 チェロスタンド \30,888 （本体価格 \28,600）
VWS-100 バイオリン（スタンド支柱用）ハンガー \3,672 （本体価格 \3,400）
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（本体価格 \18,300）\19,764SPA-140-400/140B-400 壁掛け用スピーカーハンガー
（本体価格 \17,300）\18,684SPA-140-300/140B-300 壁掛け用スピーカーハンガー
（本体価格 \25,300）\27,324SPH-140/140B 天井吊り用スピーカーハンガー　

（本体価格 \24,000）\25,920SAS-320 天井吊り／壁掛け用スピーカーハンガー　
（本体価格 \22,500）\24,300SAS-260 天井吊り／壁掛け用スピーカーハンガー　
（本体価格 \19,800）\21,384SAS-190 天井吊り用スピーカーハンガー　
（本体価格 \16,300）\17,604PL-W22 壁掛け用スピーカーハンガー　
（本体価格 \14,800）\15,984PL-H15 天井吊り用スピーカーハンガー　
（本体価格 \15,400）\16,632RM-200 天井吊り／壁掛け用スピーカーハンガー　
（本体価格 \13,200）\14,256RM-100 天井吊り用スピーカーハンガー　
（本体価格 \11,500）\12,420SPH-120 天井吊り／壁掛け用スピーカーハンガー　

（本体価格 \20,900）\22,572BCH-150/150B バトンクランプ用スピーカーハンガー
（本体価格 \18,800）\20,304BCH-140/140B バトンクランプ用スピーカーハンガー
（本体価格 \18,100）\19,548BCH-60 バトンクランプ用スピーカーハンガー
（本体価格 \17,000）\18,360SFH-350 フリーセッティング用スピーカーホルダー　
（本体価格 \10,800）\11,664VS-50 フリーセッティング用スピーカーホルダー
（本体価格 \5,300）\5,724MFH-2A マイクスタンド用スピーカー横付け取付金具
（本体価格 \4,600）\4,968MFH-2AB マイクスタンド用スピーカー縦付け取付金具

（本体価格 \4,800）\5,184AL-2V 放熱用パネル
（本体価格 \3,800）\4,104AL-1V 放熱用パネル

（本体価格 \4,000）\4,320AL-F77C-12C コネクターパネル
（本体価格 \3,900）\4,212AL-F77C-10C コネクターパネル
（本体価格 \3,800）\4,104AL-F77C-8C コネクターパネル
（本体価格 \4,000）\4,320AL-DL-12C コネクターパネル
（本体価格 \3,900）\4,212AL-DL-10C コネクターパネル
（本体価格 \3,800）\4,104AL-DL-8C コネクターパネル
（本体価格 \4,000）\4,320AL-32C-12 コネクターパネル
（本体価格 \3,800）\4,104AL-32C-8 コネクターパネル
（本体価格 \4,000）\4,320AL-31C-12 コネクターパネル
（本体価格 \3,800）\4,104AL-31C-8 コネクターパネル
（本体価格 \4,000）\4,320AL-F77C-12 コネクターパネル
（本体価格 \3,900）\4,212AL-F77C-10 コネクターパネル
（本体価格 \3,800）\4,104AL-F77C-8 コネクターパネル
（本体価格 \4,000）\4,320AL-DL-12 コネクターパネル
（本体価格 \3,900）\4,212AL-DL-10 コネクターパネル
（本体価格 \3,800）\4,104AL-DL-8 コネクターパネル

（本体価格 \4,000）\4,320AL-3UF-N ブランクパネル
（本体価格 \3,600）\3,888AL-2UF-N ブランクパネル
（本体価格 \3,300）\3,564AL-1UF-N ブランクパネル

（本体価格 \520）\562NK-12 ラック用ナットホルダー（ナット付）

（本体価格 \38,000）\41,040AL-2SR ロック付きスライド式ラック棚
（本体価格 \32,000）\34,560AL-2S スライド式ラック棚
（本体価格 \11,500）\12,420AL-3TS プレスホールド式ラック棚
（本体価格 \10,000）\10,800AL-2TS プレスホールド式ラック棚
（本体価格 \7,500）\8,100AL-2T ラック棚
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PS-150 楽譜開き止め金具 （本体価格 \3,000）\3,240
MSL-40 ミュージックライト （本体価格 \8,500）\9,180

HP-10 ハンガープレート（ネット用） （本体価格 \1,300）\1,404
GH-240 ギターハンガー （本体価格 \2,500）\2,700
GH-100 ギターハンガー （本体価格 \1,400）\1,512
G-120L/120R ギターハンガー （本体価格 \1,500）\1,620
4G-400 ４本立てギタースタンド （本体価格 \28,000）\30,240
G-450N ギタースタンド （本体価格 \7,000）\7,560
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CWS-120 指揮スタンド　 （本体価格 \145,000）\156,600（大型商品の為、要別途送料）
CWS-110 指揮スタンド　 （本体価格 \82,500）\89,100（大型商品の為、要別途送料）
CWS-90 指揮スタンド　 （本体価格 \76,000）\82,080（大型商品の為、要別途送料）

MS-450 指揮者用ミュージックスタンド （本体価格 \61,400）\66,312
MS-440 指揮者用ミュージックスタンド （本体価格 \62,000）\66,960
MS-330 指揮者用ミュージックスタンド （本体価格 \53,000）\57,240
MS-200N 指揮者用ミュージックスタンド （本体価格 \43,000）\46,440

AS-28 ミュージックスタンド （本体価格 \25,200）\27,216
AS-18/18F ミュージックスタンド （本体価格 \21,800）\23,544
AS-17/17F ミュージックスタンド （本体価格 \21,600）\23,328
AS-16 ミュージックスタンド　携帯バッグ付き （本体価格 \21,000）\22,680
AS-15P ミュージックスタンド　携帯バッグ付き （本体価格 \27,600）\29,808
AS-15A ミュージックスタンド　携帯バッグ付き （本体価格 \25,600）\27,648
AS-14 ミュージックスタンド　ソフト袋付き （本体価格 \17,000）\18,360
AS-11 ミュージックスタンド （本体価格 \19,600）\21,168
AS-10 ミュージックスタンド （本体価格 \16,000）\17,280

MS-H600W 大正琴演奏スタンド専用譜面台 （本体価格 \5,600）\6,048
HS-600 大正琴演奏スタンド （本体価格 \25,000）\27,000
WMS-101B ワイド譜面ラック （本体価格 \3,000）\3,240
SIR-200 ラック（スタンド支柱用） （本体価格 \6,300）\6,804

● MH-100N マイクホルダー \1,944 （本体価格 \1,800）

AS-100 指揮者用ミュージックスタンド （本体価格 \80,000）\86,400

MS-228 ミュージックスタンド （本体価格 \19,100）\20,628
MS-222 ミュージックスタンド （本体価格 \18,900）\20,412
MS-118/118F ミュージックスタンド （本体価格 \14,700）\15,876
MS-117/117F ミュージックスタンド （本体価格 \14,100）\15,228
MS-114WN ミュージックスタンド （本体価格 \15,400）\16,632
MS-114PN ミュージックスタンド （本体価格 \9,000）\9,720
MS-114N/114FN ミュージックスタンド （本体価格 \9,000）\9,720
MS-113P ミュージックスタンド　卓上用 （本体価格 \4,500）\4,860
MS-111/111F ミュージックスタンド （本体価格 \13,600）\14,688
MS-110/110F ミュージックスタンド （本体価格 \13,200）\14,256
MS-104WWN ミュージックスタンド （本体価格 \14,300）\15,444
MS-104WPN ミュージックスタンド （本体価格 \8,000）\8,640
MS-104WN/104WFN ミュージックスタンド （本体価格 \8,000）\8,640
MSA-101-B ミュージックスタンド　ソフトケース付き （本体価格 \7,500）\8,100（ケース無し本体価格\6,400）
MS-101-N ミュージックスタンド　ソフトケース付き （本体価格 \7,400）\7,992（ケース無し本体価格\6,300）

ASC-100 AS-10/11専用運搬車 （本体価格 \88,000）\95,040（大型商品の為、要別途送料）
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（本体価格 \9,500）\10,260ALJ-053B オーディオシステムラック
（本体価格 \8,300）\8,964ALJ-053U オーディオシステムラック
（本体価格 \70,000）\75,600ALJ-050 オーディオシステムラック
（本体価格 \7,600）\8,208ALJ-103 オーディオシステムラック
（本体価格 \50,800）\54,864ALJ-102-27U オーディオシステムラック
（本体価格 \38,000）\41,040ALJ-102-20U オーディオシステムラック
（本体価格 \26,800）\28,944ALJ-102-13U オーディオシステムラック
（本体価格 \16,500）\17,820ALJ-102-6U オーディオシステムラック
（本体価格 \10,000）\10,800ALJ-102-3U オーディオシステムラック
（本体価格 \38,000）\41,040ALJ-101 オーディオシステムラック
（本体価格 \40,500）\43,740ALJ-005 オーディオシステムラック
（本体価格 \50,800）\54,864ALJ-004 オーディオシステムラック
（本体価格 \6,400）\6,912ALJ-003 オーディオシステムラック
（本体価格 \38,000）\41,040ALJ-002-27U オーディオシステムラック
（本体価格 \30,000）\32,400ALJ-002-20U オーディオシステムラック
（本体価格 \20,000）\21,600ALJ-002-13U オーディオシステムラック
（本体価格 \12,800）\13,824ALJ-002-6U オーディオシステムラック
（本体価格 \7,600）\8,208ALJ-002-3U オーディオシステムラック

\32,400ALJ-001 （本体価格 \30,000）
\84,240AL-20K-N

オーディオシステムラック

（本体価格 \58,000）
（本体価格 \78,000）

\62,640AL-12G-N オーディオシステムラック
オーディオシステムラック

（本体価格 \62,000）\66,960AL-12K-N オーディオシステムラック

（本体価格 \7,000）\7,560AL-8 オーディオシステムオープンラック
（本体価格 \80,000）ALB-612 オーディオシステムオープンラック
（本体価格 \75,000）\81,000

\86,400
ALB-118 オーディオシステムオープンラック

（本体価格 \86,000）\92,880MXS-H610 ミキサースタンド
（本体価格 \65,000）\70,200MXS-610 ミキサースタンド
（本体価格 \100,000）\108,000MXS-814 ミキサースタンド
（本体価格 \48,800）\52,704MXS-509N ミキサースタンド

（本体価格 \27,500）\29,700MT-H500 小型ミキサースタンド
（本体価格 \22,500）\24,300MT-400 マルチスタンド

（本体価格 \52,800）\57,024SC-300 SPS-300専用スピーカースタンド台車
（本体価格 \34,000）\36,720SPS-300 スピーカースタンド
（本体価格 \24,600）\26,568SPS-250 スピーカースタンド
（本体価格 \18,000）\19,440SPS-200 スピーカースタンド
（本体価格 \16,500）\17,820SPS-150 スピーカースタンド
（本体価格 \26,800）\28,944SPS-100 スピーカースタンド

（本体価格 \16,000）\17,280MAS-1 マイクスタンド
（本体価格 \14,200）\15,336MS-1000 マイクスタンド
（本体価格 \11,600）\12,528MS-800 マイクスタンド

（本体価格 \9,000）\9,720MA-200BN マイクアーム
（本体価格 \8,000）\8,640MA-100BN マイクアーム
（本体価格 \5,800）\6,264MA-50BN マイクアーム
（本体価格 \5,700）\6,156MA-25BN マイクアーム
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