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憂いの記憶 - 吹奏楽のための
前川

保・作曲

ウェブサイト：https://komakitsusho.co.jp/suisou/����rp�.html

【楽曲について】

「憂い」とはどういう意味でしょうか？また、そこから派生する
主な感情や情景はどのようなものでしょうか？
冒頭では金属質の打楽器群のみが使用され、この楽曲全体の
印象を提示するように鳴らされます。皮膜質や木質の打楽器で
は出せない響きは、不安や緊張感も生み出します。

楽曲全体を通して ff や sffz、山型アクセントなどの表記が多い
のでつい張り切ってしまいがちですが、決して音が割れてしまっ
たり、打音ばかりで音程と響きが損なわれてしまわないよう、
管楽器との響きと音色のバランスを大切にしましょう。特に金
属質の楽器は一歩間違えるととても刺激的な音になってしまう
ので気をつけましょう。

スコア全体を眺めてみると、楽器群の組み合わせでリズムが構
築されていたり、音の重なりや密集具合で音の厚さ、緊張と
緩和、間など、音楽の流れが非常に読み取りやすくなっていま
す。
[A] では山型アクセントのついた sffz の直後に、響きの中から
管楽器が出てくる形が続きます。et.（étouffé の略）と記され
ている箇所では、しっかりと cresc. してから響きをできるだけ
素早く止めることで切迫感が増し、次に現れる管楽器への繋
がりが効果的になります。特にクラリネットが niente から
cresc. で入ってくる箇所は、どのくらいの響きの中から音像が見
えてくるようにするのか、音の響かせ方や止め方を研究してみ
ましょう。

[��] からは金属打楽器とティンパニの
「響き」
が重要になります。
管楽器の「背景」でありたいので、ゆったりとしたストローク
で丁寧に響きをつくっていきたい場面です。

【Ｅ】【Ｆ】では楽器群の組み合わせで、８分音符→３連符・６
連符のリズムが構成されています。打楽器だけ音が浮いてしま
わないよう、リズムの全体像をつくりあげる一員として、流れ
に自然と乗るような音色と音量で演奏しましょう。

【Ｈ】からは変拍子（混合拍子）が続きます。民俗舞踏のよう
な極端なノリは必要ありませんが、「２＋３」「２＋２＋２」
「２
＋２＋３＋２」それぞれの拍子の中で重心がどこに来るのかを
理解し、演奏者全員でイントネーションを統一しましょう。

【各パートへのアドバイス】
Timpani

バンド全体が cresc. し、頂点へ向かう最後の一押しを担ってい
る場面が多いので、しっかりと全体の音量と響きを持ち上げて
いきましょう。

ティンパニはソフトマレットやハードマレットといった指定はあり
ませんが、場面に応じて適切なものを選んでいきましょう。

音変えやグリッサンドがスムーズに行えるよう、楽器のメンテナ
ンスも怠らないようにしましょう。

Percussion �

Suspended Cymbal：冒頭での細かい音符は ff ですが、エ
ッジではなくボウ部分を叩くとリズムがはっきり出ます。ボウも
エッジに近い位置からカップに近い位置、その中間など範囲が
広いので、アタックと響きのバランスが丁度良い場所を探して
みましょう。

[�] のブラシでの４連音符は最後の音のみ「scratch（擦る）」
の指定になっているので、どのような手順で演奏するときれい
に奏法・音色の区別がつけられるかを考えてみましょう。

[�]、[�]、[��] でのアクセントはしっかり叩き直すことで cresc.
の頂点を明確にしてメリハリをつけますが、この時叩き直す作
業に時間をかけすぎて cresc. がしぼんでしまわないように気を
付けましょう。[��]５拍目の８分音符は、シンバルのエッジをス
ティックのショルダーで叩くのか、ボウをグリップエンドで叩くの
か、音の立ち上がりや鋭さが変わってくるので色々試してみま
しょう。この小節内では accel. と ritard. がかかっているので、
シロフォンや管楽器のパートを歌い、音楽の流れに合ったスピ

ードとタッチでキメましょう。

Snare Drum：[��] からは金管楽器とニュアンスを揃えるため
の手順を考えますが、ロールの後の３連符には装飾音符がつ
いているので、リズムが曖昧にならないようにしっかりと仕分
けをしつつ、フレーズは切れないようにしましょう。

リムショットは慣れないと難しいですが、リムとヘッドに対して
スティックをどのように当てるとイメージした音を出せるか、演
奏方法を模索してみてください。的中率 ���% を目指して基礎
練習に取り組んでみましょう。

� Tom-tom：４つのトムの音域が近くなりすぎないようにチュ
ーニングに幅をつけましょう。表の皮よりも裏の皮のチューニン
グを高めにしてあげるとアタックがクリアになり、リズムが管楽
器の響きに埋もれてしまうことも避けられます。セッティングも
パッセージをスムーズに演奏できる配置にしましょう。

Wind Chime：譜面上には音の上行・下行を示す線が記され
ていますので、ランダムにガシャガシャと鳴らさずに、音の動き
が見えるように演奏しましょう。紐の部分を指でなぞるようにす
るとチャイムが暴れず、上行・下行の動きが明確に聴き取れる
ようになります。

Percussion �

Tam-tam：スーパーボールで擦るとき、サイズが小さいと高
い音域、大きいと低い音域が出ます。管楽器と重なった時にど
のような響きが欲しいのかを考え、スーパーボールのサイズや
擦る場所、スピードを探ってみましょう。

Bass Drum：ロールは演奏の始まりが曖昧にならないように
はっきりと入り、cresc. はしっかりと響きが繋がるようにしまし
ょう。叩く場所により音の厚さや響きが大きく変わるので、ヘッ
ドのセンター付近の太く、深い音でバンド全体を支え、しっか
りと cresc. を効かせましょう。
リズムが明確に欲しい箇所では、左手でヘッドをミュートして
アタックと響きのバランスを調節しながら、管楽器のリズムに
輪郭を加えるように演奏しましょう。

Sizzle Cymbal：l.v.（laisser vibrer の 略）と表 記されてい
ますが、おおよそ目安としてホルンやオーボエ等のフレーズが
終わるところまで音を持続させられるようにしたいですね。ダ
イナミクスは p で、スティックのチップで演奏するので、シンバ
ルに対して Sizzle が重すぎると音が伸びず響きがすぐに止まっ
てしまいますし、逆に Sizzle が軽すぎると Sizzle 独特の雑音
が鳴らなくなってしまうので、程よい量感で取り付けましょう。

おりん：響きを最大限鳴らせるようにスタンドは工夫しましょう。
平らのスタンド（スポンジ等）に直置きしてしまうと響きが止ま
ってしまいます。バチはトライアングルビーターの指定ですが、
おりんのサイズが変わるとアタックや鳴り具合も変わるので、
３サイズそれぞれに合ったアプローチを見つけてみてください。

Percussion �

Glockenspiel：煌びやかな音色は欲しいですが、響きばかりに
なってしまわず、音程と滑舌が明瞭なマレットを選びましょう。
[�]、[�]、[��]などでは、両腕を使って白鍵と黒鍵それぞれの響き
をできるだけ素早く止めましょう。[��]ではトランペット、
サックス
とのブレンド感を大切に、ゆったりとしたストロークで一緒に響
きをつくるようにしましょう。
� Temple blocks：この曲で唯一登場する木質打楽器です。木
魚ならではの丸みのある音色が印象的ですが、
マレットが柔ら
かすぎたりmpに気を取られると、
リズムとアタックが不明瞭に
なってしまうので気をつけましょう。

[��]～[��]ではフルートとクラリネット、
シロフォンが同じ６連符
で動き始めます。決して硬い音色で刻まず、
これらの楽器の長い
フレーズを豊かな音色でなぞるようにしましょう。

Crash Cymbals：
【Ｄ】、
【Ｉ】は曲の前半と後半それぞれの頂点
になるセクションなので、
しっかりと広がりをつくりましょう。
ただ
し、決して明るくオープンな響きにはならないように、
バスドラム
との音量バランスと音色づくりを大切にしましょう。
Tam-tam：スーパーボールでの演奏ですが、周りで鳴る木管楽

レッスン執筆：関聡

打楽器奏者、パーカッション・グループ ��、マジェステ
ィック・アーティスト

器、foot stamping、金属打楽器の響きに埋もれてしまわないよ
うに少し長めに擦ることで、
その独特な響きを効果的に鳴らしま
しょう。

Suspended Cymbal：[��]～[��]ではバスドラム同様、
リズム
が明確に欲しいところですので、
アタックと響きのバランスが良
くなる叩き方と音の処理の仕方を工夫してみましょう。
アクセン
トがついている最後の４音はタッチを変えることで音色を変えて
いきましょう。

Tambourine：最後に唯一登場する１発です。次にtutti で演奏
される ffff の８分音符に繋がるようにしっかりと皮の音を鳴らし
たいので、拳をグーにするなどしてヘッドの真ん中を叩きましょ
う。叩くと同時に楽器を逃してあげないと、皮に負荷がかかって
破れてしまうので気をつけましょう。叩いた後はジングルの余韻
が残らないようにすぐに止めます。

Percussion �

Vibraphone：一緒に音を出している管楽器との響きのブレンド
を大切にしながら音色づくりをしていきましょう。特に弱音は手
首だけではなく、
マレットと腕の重さを使って、溜息のようなゆっ
たりとしたストロークで演奏してみても良いかもしれません。

弓で演奏する時は、音が立ち上がるタイミングに気をつけましょ
う。弓が鍵盤を振動させてから実際に音として鳴るまで少しだ
け時間がかかりますので、チャイムのＡ音、
Ｄ音から丸くて深い
響きを引っ張り出すイメージで、実際に音になるタイミングを逆
算して弓を弾き始めましょう。
この時、譜面にはcresc.の表記は
ないので、音を後押ししないように最後まで一定の音量で丁寧
に弾ききりましょう。

Xylophone：常に、同じ動きをしている管楽器とアーティキュレ
ーションを揃える意識を大切にしましょう。[��]はソロです。
１音
１音スピードをつけてしっかり鳴らしましょう。[��]からの少し長
いフレーズをダブルストロークで音色を整えながら演奏していく
のは難しいですが、音色が固くならないように気をつけ、流れを
大切にしましょう。

� Temple blocks：�ndファゴット、
バリトンサックス、
チューバ、
コントラバスと一番最初にフレーズを提示するパートなので、上
記の楽器としっかりニュアンスを揃えましょう。
Whip：少し難しいタイミングですが、流れに乗り遅れないように
気をつけましょう。

Percussion �

Tubularbells：楽曲の中で特に印象的なパートです。柔らかい
音や重い音、抜けの良い開放的な音など、様々な音色の変化が
求められます。
マレットの種類を変えていくのではなく、
マレット
の持ち方や身体の使い方、
タッチを工夫して、場面に応じた色彩
豊かな音を表現できるようにしましょう。
※本文中【 】内の記号は楽譜の練習番号、[ ]内の数字は小節番号
を示しています。
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課題曲Ⅴ／「憂いの記憶 - 吹奏楽のための」使用楽器リスト
パート

楽器名

レッスン執筆者からのアドバイス／楽器

弊社当該商品

レッスン執筆者からのアドバイス／マレット&ビーター 弊社当該商品

Timpani

ティンパニ

───────

マジェスティック／シンフォニック・
グランド・シリーズ

p から ff までロールでしっかりと響きをつくれるミディ K.M.K／KK-TMK02,
K.M.K／KK-TMK02, 12,
03, 22など
04
アム〜ソフトマレット。点がクリアに出せて、響きもバラ KK-TMK12, 13, 14
ンス良くつくれるミディアム〜ハードマレットを何種類 KK-TMK22,23,24など
か使い分けていきましょう。

フィンガー・シンバル

明るい音色で、余韻が長いものを選びましょう。

サウンドキング／AP-CRT
ツリーワークス／TW-TREFC02

───────

───────

サスペンド・シンバル

ダークな音色で、立ち上がりが良く、響きが豊かなも
のを選びましょう。

小出シンバル／CA-18CSMT

sticks : リズムが明確に出せる硬めの材質で、細すぎ
ないものを。
brush : スチールやナイロンなどの種類があり、音色も
大きく変わるので、シンバルとの相性やバンドの響き
に合った材質のものを選びましょう。
mallets :
hard malletsはただ頭が小さいものではなく、綿
糸巻で少しウェイトのあるものが良いです。ロールした
時に響きがちゃんと繋がり、単音を叩いた時にはキレ
良く打音がはっきり出せるものを。
soft malletsは毛糸巻きで、pでロールした時にも
倍音と響きがたっぷりと出せるものを。

バルター・マレット／MB-BGP2,
sticks
: K.M.K／KK-CSJ, KK-CSJ2
MB-BGP3

Percussion 1

Percussion 2

Percussion 3

Percussion 4

Percussion 5

brush：ベーター／VWTR, VPYB

mallets :
hard mallets：
バルター・マレット／BM-B22R
soft mallets：
アンコール・マレット／EM-TM1

スネアドラム

細かなパッセージが明確になるよう、歯切れが
良く、タイトな音色に調整してみましょう。

4トムトム

音が細くならないよう少し厚めのヘッドを使い、響きが
飽和してリズムが埋もれてしまわないようにタイトな
チューニングを。

ウインドチャイム

明るく煌びやかな音色で、音域が広めのものを。

ツリーワークス／TW-TRE630

─────────

─────────

タムタム（銅鑼）

（Perc.4と同様）

（Perc.4と同様）

superball : 比較的大きいサイズ

バルター・マレット／BM-BERSR

バスドラム

ロールでの響きが十分に引き出せて、重厚な響きの
ものを。

レフィーマ／LF-BD36S

ウェイトがあり、ロールでの音のつながりと響き
が十分に引き出せる頭が大きめのものと、音の
輪郭がハッキリ出せる、少し硬めでウェイトがあ
るのものをそれぞれ用意しましょう

K.M.K／KK-BMDY03, KK-BMDY04
KK-BMDY12R*, KK-BMDY12C*

シズル・シンバル

Sizzleは製品としてもありますが、トライアングルビータ
ーや細くて軽い鎖のようなものを表面に乗せて代用す
ることも多々あります。シンバルのサイズに対してどの
くらいの量感で取り付けるのか、ベストなものを探して
みましょう。

ターキッシュ／TU-CL18CM
小出シンバル／10J-in18CSM
+KK-TB1(x2)
808-S18CSM

sticks : pでも打点がはっきりし、シンバルとシズルを ベーター／PICCOLO, TEARDROP,
十分に振動させることができるものを選びましょう。
ACORN

おりん（3音）

余韻が長く、それぞれの音程がある程度離れて
いるものを。

（該当品無し）

triangle beater : 楽器を十分に鳴らすことができる K.M.K／KK-TB４〜５
太さのものを、楽器のサイズに合わせて選びましょう。

グロッケンシュピール ダイナミックな ff から柔らかな弱音まで表現できる、
煌びやかな音色のもの。

マジェスティック／MJ-B3125S

hard mallets : 少し硬質で、煌びやかな響きのある
ものを。
soft mallets : 落ち着いた丸く深みのある音色のもの
を。

5テンプルブロック 音がストレートなものよりも、丸みのある柔らかい音色
のものを。単音で5つ揃える場合は、音域に偏りがない
ようにしましょう。

K.M.K／KK-TBK30〜50（５音）
グローバー／GV-TPBX

soft mallets : 5つのサイズの木魚を満遍なく バルター・マレット／BM-B83R
鳴らせるように、少しだけ大きめでウェイトのある アンコール・マレット／EM-TM2
ものを選びましょう。

クラッシュ・シンバル ダークな響きを出せて、少し厚めのものが良いです。

小出シンバル／RVN-W2, RVN-W3
小出シンバル／CAD-18CCMH*

─────────

─────────

タムタム（銅鑼）

（Perc.4と同様）

（Perc.4と同様）

superball : 比較的大きいサイズ

バルター・マレット／BM-BERSR

サスペンド・シンバル

倍音と響きが豊かなものを選びましょう。

小出シンバル／CA-18CSMT*
ターキッシュ／TU-CL18CMT

stick : 打点が出しやすい硬めの材質のもの。
sticks : K.M.K／KK-CSJ, KK-CSJ2
mallet : アタックと響きのバランスが良い綿巻のもの。 mallet : バルター・マレット／BM-B22R

タンバリン

癖がなく、明るく、華やかな音色の楽器でインパクトの
ある演奏を。

グローバー／GV-T2GS

─────────

─────────

（該当品無し）

hard mallets : 綿糸巻きで少し重さがあり、キレの
ある発音と響きが出せるもの。
medium mallets : 綿糸巻きで重さがあり、丸みの
ある発音と響きが出せるもの。
bow : コントラバスの弓
soft mallets : 毛糸巻きで少し重さがあり、深みの
ある響きを出せるものを。

hard mallets:
バルター・マレット／BM-B22R
medium mallets:
バルター・マレット／BM-B23R, BM-B46R
soft mallets:
バルター・マレット／BM-B３２２R,
BM-B48R
hard mallets:
アンコール・マレット／EM-２００R, EM-201R
medium mallets:
バルター・マレット／BM-B７R

ヴィブラフォン

マジェスティック／MJ-MPS1450MB sticks : やや太めで、スネアドラムとトムを自然と鳴ら K.M.K／KK-CSJ
せるウェイトのあるものを。
ベーター／５B（ヒッコリー）,
Fusion（ヒッコリー）
（該当品無し）
sticks : やや太めで、スネアドラムとトムを自然と鳴ら
せるウェイトのあるものを。

hard mallets :
バルター・マレット／BM-BGP2
soft mallets :
バルター・マレット／BM-B91R, BM-BGL3

シロフォン

硬質で鋭い音色のもの。

マジェスティック／MJ-X6535H

hard mallets : 少しウェイトがあり、高音域でも発音
と響きが出せる木、又はプラスティックのヘッド。
medium mallets : ヘッドは木で、丸みのある音色を
出せて、 sffz でも無理なく楽器を鳴らせるサイズと重
さのものを選びましょう。

タムタム（銅鑼）

比較的大きめのサイズで、低く深い響きと広がりがあ
るものを。

K.M.K／KG-36

mallet : ヘッドが大きく重さがあり、アタックと響きが バルター・マレット／BM-BGB3
バランス良く出せるもの。

5テンプルブロック （Perc.3と同様）

（Perc.3と同様）

（Perc.3と同様）

（Perc.3と同様）

ウィップ

スタジオ49／SD-RP2

─────────

─────────

（該当品無し）

打音や高い倍音ばかりが目立ちすぎず、柔らかなタッ グローバー／GV-PM4
チでも長いサスティンと広がりのある響きを得られる バルター・マレット／BM-BCM3
ものを選んでみましょう。

音に厚みがあるものを。

チューブラーベル

※品番に*印の付いた商品は、今後発売予定の新商品です。

推 奨品のご紹介

2022 年度全日本吹奏楽コンクール／課題曲Ⅴ「憂いの記憶 - 吹奏楽のための」

■スネアドラム

■グロッケンシュピール：

マジェスティック／MJ-B3125S
●¥149,600（税込）

マジェスティック
MJ-MPS1450MB ¥163,900（税込）

リーズナブルながら、十分な音圧とキラキラの
サウンド。

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ5インチ
●シェル材：メイプル12mm
「クラシック・スネアドラム」の決定版小太鼓。４種の響き
線を自在に調整し、繊細な表現にも強い一打にも的確に
応えてくれます。

■クラッシュ・シンバル

■サスペンド・シンバル

■小出シンバル／ケーデンス・シリーズ

■ターキッシュ

この春発売予定の新機軸「ケーデンス・シリーズ」のクラシック・
シンバルです。倍音の豊かさにフォーカスした中から、暗めの音色
の「ダーク」がおすすめ。

■シズル・シンバル
■小出シンバル／ケーデンス・シリーズ

トルコ製のオーセンティックなシンバルです。
耳馴染みの安定感。

この春発売予定の新機軸「ケーデンス・シリーズ」のクラシック・
シンバル。倍音の豊かさにフォーカスしました。

既存のトライアングル・ビーターをシンバルの
中心に引っ掛けて、ショルダーに垂らします。
２本くらいがおすすめです。

K.M.K／
KK-TB1
●φ2.5mm
炭素鋼ビーター
●¥660
（1本・税込）

CAD-18CCMH ¥99,000（税込・ペア）
●サイズ：直径18インチ
●ウェイト：ミディアム・ヘビー ●サウンド・キャラクター：ダーク
※手革は別売りです。

TU-CL18CMT ¥33,000（税込）

CA-18CSMT ¥49,500（税込）

●サイズ：直径18インチ
ウェイト：ミディアム・シン

●サイズ：直径18インチ
ウェイト：ミディアム・シン

■タンバリン

■フィンガー・シンバル

グローバー／プロジェクション・プラス・タンバリン
GV-T2GS

ツリーワークス
TW-TREFC02 ¥4,840（税込）

サウンドキング／チベッタン・マンジーラ
AP-CRT ¥9,460（税込）

●直径75mm
オーソドックスなフィンガー・シンバル。

●直径65mm

●10”／ジャーマン・シルバー-ダブル（17ジングル）
●¥45,100（税込）
硬質で明るい定番のジングルサウンド。
華やかに鳴ります。

■ウインドチャイム

AP-CRT75 12,100（税込）

ツリーワークス
TW-TRE630 ¥25,300（税込）
●全長585mm、チャイム数：34本、ダンパー付

●直径75mm
チベット製のミニシンバル。澄み切
った圧倒的なサウンド。

■ウィップ

■テンプルブロック

K.M.K／木魚5音（KK-TBK30〜50）

グローバー／GV-TPBX

木魚本来の丸く温もりのある音色の極上品です。
※アダプター、スタンドは別売です。

音質が安定したウッドサウンド。丸い音色はマレットで作り出す。
※アダプター付、スタンドは別売です。

●木魚本体のみ合計価格¥74,360（税込）

●¥74,800（税込）

記載の商品価格、仕様は ���� 年 � 月現在のものです。予告無く変更される場合があります。

スタジオ49
SD-RP2 ¥29,700（税込）
●全長：500mm、板厚：15mm

推 奨品のご紹介

2022 年度全日本吹奏楽コンクール／課題曲Ⅴ「憂いの記憶 - 吹奏楽のための」

Mallets Recommendation!!

おすすめマレット

ティンパニ・マレット

バスドラム・マレット

KK-BMDY02 KK-BMDY03 KK-BMDY04 KK-BMDY12R* KK-BMDY12C* KK-BMDY13R*

KK-TMK02 KK-TMK03 KK-TMK04 KK-TMK12 KK-TMK13 KK-TMK14 KK-TMK22 KK-TMK23 KK-TMK24

¥11,550（税込） ¥12,650（税込） ¥13,200（税込）
（未定）
（未定）
（未定）
ライト
ライト・スタンダード スタンダード
ウッド芯/ラウンド ウッド芯/シリンダー ウッド芯/ラウンド

¥7,480（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥7,480（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥7,480（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込）
ハード
Mハード
ミディアム
ハード
Mハード
ミディアム
ハード
Mハード
ミディアム
テーパーモデル テーパーモデル テーパーモデル
微テーパー
微テーパー
微テーパー
微テーパー
微テーパー
微テーパー
グリップ：15mm グリップ：15mm グリップ：15mm グリップ：12mm グリップ：12mm グリップ：12mm グリップ：13mm グリップ：13mm グリップ：13mm

スネアドラム＆トムトム
■メイプル・スティック

PICCOLO

PICCOLINO

サスペンド・シンバル用

■ヒッコリー・スティック

5B

■ジャトバ・スティック

FUSION

KK-CSJ

KK-CSJ2

¥1,650（税込） ¥1,650（税込） ¥1,650（税込） ¥1,650（税込） ¥4,510（税込） ¥4,510（税込）
メイプル
メイプル
ヒッコリー
ヒッコリー
ジャトバ
ジャトバ

BM-BGP2

BM-BGL3

¥8,580（税込） ¥8,910（税込）
フェノリック
クリアレクサン
+真鍮芯
+真鍮芯

チャイム・マレット

GV-PM4

BM-BCM3

¥7,040（税込） ¥5,720（税込）
ヘッドφ45x90㍉ ヘッドφ45x90㍉

EM-TM1

BM-B91R

¥6,930（税込）
φ28.5㍉
ポリボール

EM-200R

EM-TM2

¥9,350（税込） ¥9,680（税込）
毛糸巻
毛糸巻

RVN-CymM4R BM-B22R

■ジャトバ・スティック

VWTR

VPYB

KK-CSJ

ヴィブラフォン・マレット

BM-B7R

¥7,700（税込） ¥7,260（税込） ¥6,930（税込）
φ28.5mm
φ28.5mm
φ31.7mm楕円
高密度ポリボール
ナイロン
メイプル・ウッド

テンプルブロック

BM-B83R

EM-201R

■ブラシ

KK-CSJ2

■メイプル・スティック

ACORN

TEARDROP

¥9,680（税込） ¥15,180（税込） ¥8,800（税込） ¥5,280（税込） ¥4,730（税込） ¥4,510（税込） ¥4,510（税込） ¥1,650（税込） ¥1,650（税込）
ジャトバ
ジャトバ
メイプル
メイプル
ワイヤーブラシ
ポリブラシ

シロフォン・マレット

グロッケン・マレット

シズル・シンバル用

■マレット

BM-B22R

BM-B23R

BM-B46R

BM-B48R

BM-B322R

¥8,800（税込） ¥8,800（税込） ¥9,350（税込） ¥9.350（税込） ¥8,690（税込）
木綿巻Mハード 木綿巻ミディアム 木綿巻Mハード 木綿巻ミディアム 毛糸巻Mソフト

銅鑼

BM-BGB3

¥9,350（税込）
メイプル柄/ゴム芯

記載の商品価格、仕様は ���� 年 � 月現在のものです。予告無く変更される場合があります。

