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TREKKING 4/4 Violin  - B1000 -
品番◆ 2001S◆ 【価格】 ￥86,400.- （税抜￥80,000.-）
【重さ】 3.6kg　【外寸】 長さ 66 x 幅 30.5 x 厚み 21.5cm （外付け弓ケース ： 79cm）
【内容】 弓ケース （１本収納可）、 外付けポケット大 ・小、 弦チューブ、 レインカバー付、

　　　　　バックパックストラップ２本、 ストラップ１本

【カラー】 ブラック、 ブルー、 グリーン

CLASSIC 3/4 - 1/2 Violin  - B300N -
品番◆ 2003S◆ 【価格】 ￥43,200.- （税抜￥40,000.-）
【重さ】 2.8kg　【外寸】 長さ 72.5 x 幅 23 x 厚み 18cm
【内容】 弓１本収納可、 外付けポケット大 ・小、 小物入れポーチ、 弦チューブ、 ストラップ２本

【カラー】 ブルー＆ブラックポケット、 グレー＆ブラックポケット

CLASSIC III 4/4 Violin
　　　　　　　　　　-　クラシック・スリー　-

品番◆ 5003S◆ 【価格】 ￥43,200.- （税抜￥40,000.-）
【重さ】 2.4kg　【外寸】 長さ 79 x 幅 24.5 x 厚み 15cm
【内容】 弓２本収納可、 背面楽譜ポケット、 肩当用ポケット、

　　　　　小物入れポーチ、 ストラップ２本

【カラー】 ブラック、 ブルー、 グリーン

“ B300N ”

“ B350 ”

“ B1000 ”

“ CLASSIC III ”

CLASSIC 4/4 Violin  - B350 -
品番◆ 2002S◆ 【価格】 ￥64,800.- （税抜￥60,000.-）
【重さ】 3kg　【外寸】 長さ 77.5 x 幅 26.5 x 厚み 15cm
【内容】 弓２本収納可、 楽譜ポケット、 弦チューブ、 ストラップ２本

【カラー】 ブラック、 ブルー、 グリーン



STYLUS 4/4 Violin
- スタイラス　-

品番◆ 5001S◆ 【価格】 ￥54,000.- （税抜￥50,000.-）
【重さ】 2.9kg　【外寸】 長さ 79 x 幅 26 x 厚み 15.5cm
【内容】 弓２本収納可、 背面楽譜ポケット （パスケース ・ シートポーチ付）、

　　　　　小物入れポーチ、 弦チューブ、 ストラップ２本

【カラー】 ワイン、 グレー、 ブラック

LONDON 4/4 Violin  - B670 -
品番◆生産終了商品◆ 【価格】 ￥91,800.- （税抜￥85,000.-）
※在庫がなくなり次第、 販売終了となります

【重さ】 3.2kg　【外寸】 長さ 78 x 幅 25.5 x 厚み 16cm
【内容】 弓４収納可、 楽譜ポケット、 パスケース、 楽器用インナーバッグ、

　　　　　弦チューブ、 バックパックストラップ２本

【カラー】 ブルー、 ブラウン

CLASSIC III “St. Germain” 4/4 Violin
　　　　　　　　　　　　　　-　クラシック ・スリー “サンジェルマン”　-

品番◆SG5003S◆ 【価格】 ￥48,600.- （税抜￥45,000.-）
【重さ】 2.6kg　【外寸】 長さ 79 x 幅 24.5 x 厚み 15cm
【内容】 弓２本収納可、 背面楽譜ポケット、 肩当用ポケット、

　　　　　小物入れポーチ、 ストラップ２本

【カラー】 ブラック、 ブルー、 ブラウン、 グレー

“ STYLUS ”

“ CLASSIC III St. Germain ”

“ STYLUS St. Germain ”

“ B670 ”

STYLUS “St. Germain” 4/4 Violin
　　　　　　　　　　　　　　　　- スタイラス “サンジェルマン”　-

品番◆SG5001S◆ 【価格】 ￥59,400.- （税抜￥55,000.-）
【重さ】 3.1kg　【外寸】 長さ 79 x 幅 26 x 厚み 15.5cm
【内容】 弓２本収納可、 背面楽譜ポケット （パスケース ・ シートポーチ付）、

　　　　　小物入れポーチ、 弦チューブ、 ストラップ２本

【カラー】 ブラック、 ブルー、 ブラウン、 グレー



CLASSIC Viola  - B400-40cm, B410-41.5cm, B430-43cm -
品番◆ 2040S-40cm / 2041S-41.5cm / 2043S-43cm ◆

【価格】 ￥70,200.- （税抜￥65,000.-）
【重さ】 3.7kg　【外寸】 長さ 81 x 幅 33 x 厚み 19cm
【内寸】 B400 / B.L:40.0cm U.B:18.5cm M.B:14cm L.B:23cm

B410 / B.L:41.5cm U.B:20cm M.B:14cm L.B:24cm
B430 / B.L:43.0cm U.B:21cm M.B:15.3cm L.B:25.5cm

【内容】 弓２本収納可、 楽譜ポケット、 弦チューブ、 ストラップ２本

【カラー】 ブラック、 ブルー、 グリーン、 *ワイン、 *グレー

※ワイン、 グレーは生産終了色となっておりますので、 在庫がなくなり次第販売終了となります。

TREKKING Viola - B1410-41.5cm -
品番◆ 2141S◆ 【価格】 ￥91,800.- （税抜￥85,000.-）
【重さ】 4.2kg　【外寸】 長さ 82.5 x 幅 33 x 厚み 21.5cm
【内寸】 B.L:41.5cm U.B:20cm M.B:14cm L.B:24cm
【内容】 弓２本収納可、 外付けポケット大 ・小、 弦チューブ、 レインカバー付、

　　　　　バックパックストラップ２本、 ストラップ１本

【カラー】 ブラック、 ブルー、 グリーン、 *ワイン

※ワインは生産終了色となっておりますので、在庫がなくなり次第販売終了となります。

STYLUS Viola
　　　　　　　　- スタイラス　-

品番◆ 5101S◆ 【価格】 ￥59,400.- （税抜￥55,000.-）
【重さ】 3.2kg　【外寸】 長さ 82 x 幅 31 x 厚み 19.5cm
【内寸】 B.L:42cm U.B:19.5cm M.B:14.5cm L.B:24.5cm
【内容】 弓２本収納可、 背面楽譜ポケット （パスケース ・シートポーチ付）、

　　　　　小物入れポーチ、 ストラップ２本

【カラー】 ブラック、 グレー、 ワイン

STYLUS 400-40cm / 410-41.5cm Viola
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- スタイラス　400 / 410　-

品番◆ 5140S-40cm / 5141S-41.5cm◆

【価格】 ￥64,800.- （税抜￥60,000.-）
【重さ】 2.9kg　【外寸】 長さ 79 x 幅 28.5 x 厚み 18cm
【内寸】 400 / B.L:39cm U.B:18.5cm M.B:14cm L.B:23cm

410 / B.L:41cm U.B:20cm M.B:14cm L.B:24cm
【内容】 弓２本収納可、 背面楽譜ポケット （パスケース ・ シートポーチ付）、

　　　　　小物入れポーチ、 肩当固定用バンド、 ストラップ２本

【カラー】 ブラック、 グレー、 ワイン

“ B400, B410, B430 ”

“ B1410 ”

“ STYLUS ”

“ STYLUS 400 / 410 ”

* 【内寸】について *
B.L：ボディレングス

U.B：アッパーバウツ M.B：ミドルバウツ L.B：ロウアーバウツ



CLASSIC 41.5 Viola + 4/4 Violin  - B550 -
品番◆ 2006S ◆ 【価格】 ￥81,000.- （税抜￥75,000.-）
【重さ】 4.3kg　【外寸】 長さ 79 x 幅 40.5 x 厚み 19cm
【内寸】 Viola / B.L:41.5cm U.B:19cm M.B:14cm L.B:24cm
【内容】 バイオリン１本+ビオラ１本収納、 弓４本収納可、 楽譜ポケット、

　　　　　弦チューブ、 バックパックストラップ２本、 ストラップ１本

【カラー】 ブラック、 ブルー、 グリーン

CLASSIC 4/4 Two Violin  - B500 -
品番◆ 2005S◆ 【価格】 ￥75,600.- （税抜￥70,000.-）
【重さ】 3.3kg　【外寸】 長さ 80 x 幅 31 x 厚み 16cm
【内容】 バイオリン２本収納、 弓４収納可、 楽譜ポケット、

　　　　　弦チューブ、 ストラップ２本

【カラー】 ブラック、 ブルー、 グリーン

STYLUS “St. Germain”  Viola
　　　　　　　　　　　　- スタイラス　“サンジェルマン”　-

品番◆SG5101S◆ 【価格】 ￥64,800.- （税抜￥60,000.-）
【重さ】 3.3kg　【外寸】 長さ 82 x 幅 31 x 厚み 19.5cm
【内寸】 B.L:42cm U.B:19.5cm M.B:14.5cm L.B:24.5cm
【内容】 弓２本収納可、 背面楽譜ポケット （パスケース ・ シートポーチ付）、

　　　　　小物入れポーチ、 ストラップ２本

【カラー】 ブラック、 ブルー、 ブラウン、 グレー

STYLUS “St. Germain” 400-40cm / 410-41.5cm  Viola
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- スタイラス　“サンジェルマン”　400 / 410　-

品番◆SG5140S-40cm / SG5141S-41.5cm◆

【価格】 ￥70,200.- （税抜￥65,000.-）
【重さ】 3.1kg　【外寸】 長さ 79 x 幅 28.5 x 厚み 18cm
【内寸】 400 / B.L:39cm U.B:18.5cm M.B:14cm L.B:23cm

410 / B.L:41.5cm U.B:20cm M.B:14cm L.B:24cm
【内容】 弓２本収納可、 背面楽譜ポケット （パスケース ・ シートポーチ付）、

　　　　　小物入れポーチ、 肩当固定用バンド、 ストラップ２本

【カラー】 ブラック、 ブルー、 ブラウン、 グレー

“ STYLUS 400 / 410 St. Germain ”

“ STYLUS St. Germain ”

“ B550 ”

“ B500 ”

* 【内寸】について *
B.L：ボディレングス

U.B：アッパーバウツ M.B：ミドルバウツ L.B：ロウアーバウツ



“HIGHTECH Violin - 2 pockets”
- ハイテック　2ポケット　-

“HIGHTECH Violin - 1 pocket”
- ハイテック　ポケット付　-

“HIGHTECH Viola - 1 pocket”
- ハイテック　ポケット付　-

“HIGHTECH - without pocket”
- ハイテック　ポケットなし　-

【 Violin 4/4 】　【外寸】 長さ 77 x 幅 26.5 x 厚み 16cm

■ハイテック ・ ２ポケット （大 ・ 小） 品番◆生産終了商品◆

※このタイプは生産終了のため在庫がなくなり次第販売終了となります。

【カラー】 シルバー　【価格】 ￥167,400.- （税抜￥155,000.-）
　【重さ】 小ポケット取付時 ： 2.2kg // 大ポケット取付時 ： 2.4kg
【カラー】 ツィード　【価格】 ￥172,800.- （税抜￥160,000.-）
　【重さ】 小ポケット取付時 ： 2.4kg // 大ポケット取付時 ： 2.6kg
【内容】 弓４本収納可、 楽譜ポケット （大 ・小 ：交換可）、

　　　　　大型小物入れポーチ、 肩当固定用バンド、 弦チューブ、

　　　　　カラビナフック付ストラップ２本

■ハイテック ・ ポケット付　品番◆ 2011XL◆
【カラー】 シルバー　【重さ】 2.3kg

　【価格】 ￥156,600.- （税抜￥145,000.-）
【カラー】 カーボンブラック、 ツィード　【重さ】 2.5kg
　【価格】 ￥162,000.- （税抜￥150,000.-）
【内容】 弓４本収納可、 楽譜ポケット、 大型小物入れポーチ、

　　　　 肩当固定用バンド、 弦チューブ、 カラビナフック付ストラップ２本

■ハイテック ・ ポケットなし 品番◆ 2001XL◆
【カラー】 シルバー　【重さ】 2.1kg
　【価格】 ￥140,400.- （税抜￥130,000.-）
【カラー】 カーボンブラック、 ツィード　【重さ】 2.3kg
　【価格】 ￥145,800.- （税抜￥135,000.-）
【内容】 弓４本収納可、 大型小物入れポーチ、 肩当固定用バンド、

　　　　　弦チューブ、 カラビナフック付ストラップ２本

【 Viola 】 【外寸】 長さ 78.5 x 幅 30.5 x 厚み 17.5cm
　【ケース内寸】 長さ 75 x 幅 27cm
　【クッション内寸】 U.B:20cm L.B:25cm
※可動式ショルダークッション ： ボディレングス調整可

■ハイテック ・ ポケット付　品番◆ 2202XL◆
【カラー】 シルバー 【重さ】 2.6kg
　【価格】 ￥189,000.- （税抜￥175,000.-）
【カラー】 カーボンブラック、 ツィード 【重さ】 2.9kg
　【価格】 ￥194,400.- （税抜￥180,000.-）
【内容】 弓４本収納可、 楽譜ポケット、 大型小物入れポーチ、

　　　　　肩当固定用バンド、 弦チューブ、 カラビナフック付ストラップ２本

■ハイテック ・ ポケットなし　品番◆ 2201XL◆
【カラー】 シルバー 【重さ】 2.4kg
　【価格】 ￥162,000.- （税抜￥150,000.-）
【カラー】 カーボンブラック、 ツィード 【重さ】 2.7kg
　【価格】 ￥172,800.- （税抜￥160,000.-）
【内容】 弓４本収納可、 大型小物入れポーチ、 肩当固定用バンド、

　　　　　弦チューブ、 カラビナフック付ストラップ２本

Violin

Viola
Violin

Viola

* 【内寸】について *
U.B：アッパーバウツ L.B：ロウアーバウツ



【 Violin 4/4 】
品番◆ 2002XL◆ 【価格】 ￥108,000.- （税抜￥100,000.-）
【重さ】 1.6kg　【外寸】 長さ 79 x 幅 23 x 厚み 15.5cm
【内容】 弓２本収納可、 小物入れポーチ、 肩当固定用バンド、

　　　　　カラビナフック付ストラップ２本

“HIGHTECH - FORME”
- ハイテックフォルム　-

【 Viola 】
品番◆ 2200XL◆ 【価格】 ￥118,000.- （税抜￥110,000.-）
【重さ】 1.9kg 【外寸】 長さ 82 x 幅 30.5 x 厚み 16.5cm
【内寸】 T.L.:78.7cm U.B:17.5cm L.B:26.5cm
※可動式ショルダークッション ： ボディレングス調整可

【内容】 弓２本収納可、 小物入れポーチ、 肩当固定用バンド、

　　　　　 弦チューブ、 カラビナフック付ストラップ２本

【カラー】 カーボンブラック、 ツィード、 アニス、 アズールブルー、

　　　　　　ブラックラズリ、 カーボンシルバー

※アニス ： ビオラはございません。

“HIGHTECH - FORME L’ETOILE”
- ハイテックフォルム エトワール -　蓋側革張り

【 Violin 4/4 】
品番◆ET2002XL◆ 【価格】￥151,200.- （税抜￥140,000.-）
【重さ】 1.7kg　【外寸】 長さ 79 x 幅 23 x 厚み 16cm
【内容】 弓２本収納可、 小物入れポーチ、 肩当固定用バンド、

　　　　　カラビナフック付ストラップ２本

【 Viola 】
品番◆ET2200XL◆ 【価格】 ￥183,600.- （税抜￥170,000.-）
【重さ】 2kg 【外寸】 長さ 82 x 幅 30.5 x 厚み 17cm
【内寸】 T.L.:78.7cm U.B:17.5cm L.B:26.5cm
※可動式ショルダークッション ： ボディレングス調整可

【内容】 弓２本収納可、 小物入れポーチ、 肩当固定用バンド、

　　　　　 弦チューブ、 カラビナフック付ストラップ２本

【カラー】 ブラック、 コニャック、 グレージュ、 バイオレット

“HIGHTECH - FORME TEXAS”
- ハイテックフォルム テキサス -

【 Violin 4/4 】
品番◆TX2002XL◆ 【価格】￥162,000.- （税抜￥150,000.-）
【重さ】 1.9kg　【外寸】 長さ 79 x 幅 23 x 厚み 15.5cm
【内容】 弓２本収納可、 小物入れポーチ、 肩当固定用バンド、

　　　　　カラビナフック付ストラップ２本

【カラー】 カウ

※牛毛皮のため、 柄は１本１本異なります。

Violin

Viola

* 【内寸】について *
T.L：全長

U.B：アッパーバウツ L.B：ロウアーバウツ



品番◆ 2000XL◆ 【価格】 ￥91,800.- （税抜￥85,000.-）
【重さ】 1.8kg　【外寸】 長さ 81.5 x 幅 29 x 厚み 15.5cm
【内容】 弓２本収納可、 小物入れポーチ、 カラビナフック付ストラップ２本

【カラー】 ホワイト、 ブルー、 オレンジ、 *オリーブ

※オリーブは生産終了色となっておりますので、 在庫がなくなり次第

　販売終了となります。

【 Violin 4/4 】
品番◆ 2010LH◆ 【価格】 ￥129,600.- （税抜￥120,000.-）
【重さ】 2.5kg　【外寸】 長さ 77.5 x 幅 24.5 x 厚み 14.2cm
【内容】 弓４本収納可、 楽譜ポケット、 小ポケット、 小物入れポーチ、

　　　　　肩当固定用バンド、 弦チューブ、 カラビナフック付ストラップ２本

【 Viola 】
品番◆ 2210LH◆ 【価格】 ￥151,200.- （税抜￥140,000.-）
【重さ】 2.9kg　【外寸】 長さ 79 x 幅 27.5 x 厚み 16.5cm
【ケース内寸】 長さ 76.5 x 幅 26cm
【クッション内寸】 U.B:17.5cm L.B:23cm
※可動式ショルダークッション ： ボディレングス調整可

【内容】 弓４本収納可、 楽譜ポケット、 小ポケット、 小物入れポーチ、

　　　　　肩当固定用バンド、 弦チューブ、 カラビナフック付ストラップ２本

“HIGHTECH - SLIM Violin”
- ハイテックスリム -

“HIGHTECH - LOTUS”
- ハイテックロータス　-

Violin

Viola

【カラー】 タータン （チェック柄ポケット）、  バヤデール （ストライプ柄ポケット）

■スリム　品番◆CO2000XL◆
【価格】 ￥108,000.- （税抜￥100,000.-）
【重さ】 2.2kg　【外寸】 長さ 81.5 x 幅 29 x 厚み 15.5cm
【内容】 弓２本収納可、 小物入れポーチ、 カラビナフック付ストラップ２本

■オブロング 品番◆ CO2001XL◆
【価格】 ￥151,200.- （税抜￥140,000.-）
【重さ】 2.6kg　【外寸】 長さ 77 x 幅 26.5 x 厚み 16cm
【内容】 弓４本収納可、 大型小物入れポーチ、 肩当固定用バンド、

　　　　　弦チューブ、 カラビナフック付ストラップ２本

“HIGHTECH - CONNECTION Violin”
- ハイテックコネクション -SLIM - スリム-

OBLONG - オブロング -

【カラー】 ブラック

※合成皮革

* 【内寸】について *
U.B：アッパーバウツ L.B：ロウアーバウツ



品番◆ 2003XL◆ 【外寸】 長さ 63.5 x 幅 26 x 厚み 14cm
【カラー】 ホワイト、 ブルー、 オレンジ、 *オリーブ

　【価格】 ￥102,600.- （税抜￥95,000.-） 【重さ】 1.2kg
※オリーブは生産終了色となっておりますので、 在庫がなくなり次第

　販売終了となります。

【カラー】 カーボンブラック、 ツィード、 ブラックラズリ、  カーボンシルバー

　【価格】 ￥105,840.- （税抜￥98,000.-） 【重さ】 1.4kg
【内容】  カラビナフック付ストラップ２本、 ボウケース固定用ゴムバンド

※弓は入りません。

　ボウケースは別売り￥14,040.- （税抜￥13,000.-） となります。

“HIGHTECH - CABINE Violin”
- ハイテックキャビン -

“HIGHTECH 4/4 Two Violin”
- ハイテックダブル　-

品番◆ 2005XL◆ 【価格】 ￥194,400.- （税抜￥180,000.-）
【重さ】 3.4kg　【外寸】 長さ 78 x 幅 32 x 厚み 16cm
【内容】 バイオリン２本収納、 弓４本収納可、 小物入れポーチ２個、

　　　　　肩当固定用バンド、 弦チューブ、 カラビナフック付ストラップ２本

【カラー】 カーボンブラック、 ツィード

Bamの楽器ケースは、毎日のあらゆる衝撃と気候の変化から楽器を保護するため、独自に開発された高い断熱性を持つ軽量発砲

ポリウレタン素材の製造技術を用いて造られています。

発砲ポリウレタン素材は楽器の型の周りに注入されベルベットと一体化し、気密性の高いソフトで滑らかな層を形成します。

1.成型発泡ポリウレタンの層は軽量で高い気密性と耐久性を提供します。

2.発泡ポリウレタン素材と一体化されたベルベットは楽器の表面に優しく、断熱性

  にも寄与します。

3.発泡ポリウレタン素材は、ファイバーのケース・フレームにも浸透し一体化され、

  強度と耐久性を増しています。

身の回りに起る様々な衝撃から楽器を守る。それはBamがずっと変わることなく追求し続けているケース作りの大きなテーマ

です。HIGHTECHシリーズは、新素材 “ AIREX ”をコアにABS樹脂を重ね合わせた外装により、外圧に耐える強い抵抗力を備

えています。主要部にパットを配した内装空間が、持ち運び時におけるあらゆる衝撃から優れた安全性を支えています。

● Interiors ●

● -Hightech - Exteriors ●



“HIGHTECH L’ETOILE 2.9 SLIM Cello”
- ハイテックエトワール -　蓋側革張り

“HIGHTECH 2.9 SLIM Cello”
- ハイテックスリム　-

“HIGHTECH 4.4 ADJUSTABLE Cello”
- ハイテック　-

“HIGHTECH 3.5 COMPACT Cello”
- ハイテックコンパクト　-

品番◆ 1004XL◆ 【価格】 ￥345,600.- （税抜￥320,000.-）
［重さ］ 3.5kg
【外寸】 長さ 133.7 x 幅 49.5 x 厚み 31.5cm
【内寸】 B.L:76cm U.B:35cm L.B:45cm T.L:124.5cm
【内容】 弓２本収納可、 小物入れポーチ、 ロック５箇所、 カラビナフック付ストラップ２本

【カラー】 カーボンブラック、 ツィード

品番◆ 1005XL◆ 【価格】 ￥388,800.- （税抜￥360,000.-）
［重さ］ 2.9kg
【外寸】 長さ 133.7 x 幅 49.5 x 厚み 32cm
【内寸】 B.L:76cm U.B:36.5cm L.B:45cm T.L:124cm
【内容】 弓２本収納可、 小物入れポーチ、 ロック５箇所、 カラビナフック付ストラップ２本

※ショルダーパッド ： ボディレングス調整可

【カラー】 ホワイト、 オレンジ、 ブルー

品番◆ 1002XL◆ 【価格】 ￥291,600.- （税抜￥270,000.-）
［重さ］ 4.4kg
【外寸】 長さ 137.7 x 幅 51 x 厚み 34cm
【内寸】 B.L:77cm U.B:40cm L.B:48.5cm T.L:126.5cm
【内容】 弓２本収納可、 楽譜用シートポーチ、 小物入れポーチ、 ロック５箇所、

　　　　　サイズ調整用パッド６個、 カラビナフック付ストラップ２本

※ショルダーパッド ： ボディレングス調整可

【カラー】 シルバー

品番◆ET1005XL◆ 【価格】 ￥453,600.- （税抜￥420,000.-）
［重さ］ 3.8kg
【外寸】 長さ 133.7 x 幅 49.5 x 厚み 32cm
【内寸】 B.L:76cm U.B:36.5cm L.B:45cm T.L:124cm
【内容】 弓２本収納可、 小物入れポーチ、 ロック５箇所、 カラビナフック付ストラップ２本

※ショルダーパッド ： ボディレングス調整可

【カラー】 ブラック、 コニャック、 グレージュ、 バイオレット

* 【内寸】について *
B.L：ボディレングス T.L：全長

U.B：アッパーバウツ L.B：ロウアーバウツ



---- COLOR SAMPLE ------
● CLASSIC series, CLASSIC III, STYLUS, ST.GERMAIN ●

● HIGHTECH series ●

グリーン ブルー ブラック ワイン

(Stylus)
グレー

(Stylus)
ブラック

(Stylus)

ブルー

（B300N）
グレー

（B300N）

ブラウン

(St.Germain)
ブラック

(St.Germain)
ブルー

(St.Germain)
グレー

(St.Germain)

ツィード

Tweed : T

シルバー

Silver

ブラックラズリ

Black Lazure : LB

カーボンブラック

Carbon Black : C

カーボンシルバー

Carbon Silver : SC

ネイビーブルー

Navy Blue : B

ホワイト

White : W

オレンジ

Orange : ORG

オリーブ

Olive

-在庫限り -

アズールブルー

Azure Blue : B

アニス

Anise : A

コニャック

Cognac : CC

(L’Etoile)

バイオレット

Violet : VT

(L’Etoile)

ブラック

Black : N

(L’Etoile)

グレージュ

Greige : GR

(L’Etoile)
タータン

Tartan : T

(Lotus)

バヤデール

Byadere : B

(Lotus)



Imported by MATSUO & CO. URL: http://www.matsuo-tokyo.jp

“HOODIES - Violin”
- フーディーズ -

品番◆HO2002XL◆ 【価格】 1枚／￥19,440.- （税抜￥18,000.-）
【内寸】 長さ 79 x 幅 25 x 厚み 16cm ●ナイロン （ドライクリーニング）　

■バイオリンケース HIGHTECH-FORMEシリーズ専用 傷防止用カバー
■カバーを装着したままケースの蓋開閉可、 ショルダーストラップ２本装着可

【カラー】 グリーン、 イエロー、 グレー、 ブラウン、 オレンジ、 ライトブルー、

　　　　　　ブラック、 レッド、 バイオレット

ハイテックフォルムシリーズ専用

バイオリンケース カバー

◆スタンダード・ プラスチックフック付ストラップ◆

●バイオリンケース＆ビオラケース用

　（最長/プラスチックフック含む ： 138cm　パッド部 ： 15cm）
【価格】 1本／￥2,700.- （税抜￥2,500.-）

◆カラビナフック付ストラップ◆

●バイオリンケース＆ビオラケース用

　（最長/カラビナ含む ： 99cm　パッド部 ： 42.5cm）
●チェロケース用

　（最長/カラビナ含む ： 117cm　パッド部 ： 50cm）
【価格】 1本／￥8,100.- （税抜￥7,500.-）

◆サブウェイハンドル （縦持ち用）◆

●バイオリンケース　ハイテックスリム＆ハイテックフォルム用

　（全長/フック含む ： 30cm）
【価格】 1本／￥1,620.- （税抜￥1,500.-）

◆ストラップ付ボウケース◆

●楽弓１本用

（全長/蓋含まず ： 78cm）
弓用ベルベット ・ インナーバッグ付属

【価格】 1本／￥14,040.- （税抜￥13,000.-）


