
I ’  o r i g i n a l

.......................Made in France..........

.......................Violin case...............

.............Viola case..........................

HIGHTECH model.

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。

VIOLIN case 4/4・・・・・・・・・・・・・・・楽譜ポケット（大・小）付
【価格】シルバー：￥162,750.-（￥155,000.-/税抜き）
　　　カーボンブラック, ツィード：￥168,000.-（￥160,000.-/税抜き）
【重さ】約 2.9kg（カーボンブラック大ポケットで測定）

楽譜ポケット・弓4 本収納可・ストラップ２本付属・ポーチ付
【カラー】シルバー・カーボンブラック・ツィード

VIOLA case・・・・・・・・・・・・・・・楽譜ポケット（大）付/ショルダー部クッション移動可
【価格】シルバー：￥183,750.-（￥175,000.-/税抜き）
　　　　 カーボンブラック, ツィード：￥189,000.-（￥180,000.-/ 税抜き）
【重さ】約 3.1kg（カーボンブラック大ポケットで測定）

VIOLIN 4/4

VIOLA

ナンバー式ロック

※重さにつきましては、外装色
（シルバー / カーボンブラック＆
ツィード）の違い、またポケット
を交換した際に異なることがご
ざいます。予めご了承ください。

Hightech cases.....

HIGHTECH-FORME model. 弓2 本収納可・ストラップ２本付属・ポーチ付
【カラー】カーボンブラック・ツィード

VIOLIN case 4/4
【価格】￥105,000.-（￥100,000.-/税抜き）
【重さ】1.4kg

VIOLA case・・・・・・・・・・・・・・・ショルダー部クッション移動可
【価格】￥115,500.-（￥110,000.-/税抜き）
【重さ】1.7kg

Pouch for Violin

Pouch for Viola

.............Imported by MATSUO & CO...........................



CLASSIC model.

VIOLIN 4/4 VIOLA 40cm/41.5cm/43cm

楽譜ポケット・弓２本収納可・ストラップ２本付属

VIOLIN case 4/4 B350
【重さ】2.5kg　【価格】￥63,000.-（￥60,000.-/税抜き）

【カラー】ブラック・グリーン・ブルー・グレー

VIOLA case

B400-40cm

       B410-41.5cm

             B430-43cm

【重さ】3.2kg
【価格】￥68,250.-（￥65,000.-/税抜き）

【カラー】ブラック・グリーン・ブルー・
　　　　 グレー・ワイン

VIOLIN case 3/4-1/2兼用兼用兼用兼用兼用 B300
【重さ】1.9kg
【価格】￥42,000.-（￥40,000.-/税抜き）

【カラー】レッド・ブルー・イエロー

弓１本収納可・ストラップ１本付属

VIOLIN 3/4 + 1/2

TREKKING model.

VIOLIN 4/4

VIOLA 41.5cm
大小ポケット・弓２本収納可
　　　　　　　　ストラップ２本付属・レインコート内蔵

VIOLIN case 4/4 B1000
【重さ】3.5kg　【価格】￥84,000.-（￥80,000.-/税抜き）

【カラー】ブラック・グリーン・ブルー

VIOLA case 41.5cm B1410
【重さ】4kg　【価格】￥89,250.-（￥85,000.-/ 税抜き）

【カラー】ブラック・グリーン・ブルー・ワイン

LONDON model.
楽譜ポケット・弓４本収納可・ストラップ２本付属
インナーバック・ポーチ付き

VIOLIN case 4/4 B670
【重さ】3.2kg　【価格】￥89,250.-（￥85,000.-/税抜き）

【カラー】ブルー・ブラウン

VIOLIN 4/4

VIOLIN 4/4 DOUBLE

VIOLIN 4/4 + VIOLA 41.5cm

VIOLIN 4/4 DOUBLE case B500
【重さ】3.3kg
【価格】￥73,500.-（￥70,000.-/税抜き）

【カラー】ブラック・グリーン・ブルー
　　　　グレー

VIOLIN 4/4 + VIOLA  41.5 case B550
【重さ】4kg
【価格】￥78,750.-（￥75,000.-/税抜き）

【カラー】ブラック・グリーン・ブルー

楽譜ポケット・弓4本収納可・ストラップ２本付属

The Standards cases.....
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。

ブラック グリーン ブルー グレー ワイン ブラウン



HIGHTECH-SLIM

小物入れ・弓2 本収納可・ストラップ２本付属

【価　格】￥378,000.-（￥360,000.-/税抜き）

【カラー】カーボンシルバー　【重さ】2.9kg

楽器のサイズにできる限り近づけるよう

デザインされたHIGHTECH-SLIM
バックサイドのユニークな“Ｃ”
ケースを寝かせた際、平らに置けるよう
デザインされました

HIGHTECH-COMPACT

小物入れ・弓2 本収納可・ストラップ２本付属

【価格】￥336,000.-（￥320,000.-/税抜き）

【カラー】カーボンブラック・アルミニウム・ツィード

【重　さ】3.5kg

大きなHIGHTECHよりも、持ち運びやすさを重視

して開発されたのがHIGHTECH-COMPACT　

名前のとおり小振りで 3.5kgと軽量タイプです

HIGHTECH

楽譜入れ・小物入れ・サイズ調整用パッド６個

弓2 本収納可・ストラップ２本付属

【価　格】￥283,500.-（￥270,000.-/税抜き）

【カラー】シルバー　【重　さ】4.4kg

モンタニァーナモデルもゆったり入る軽量・多機能型ケースです
ケース内ショルダー部パッドが移動可能なので、付属されている
６個のパッドを併用して楽器の大きさに合わせて調節できます

NEWTECH

小物入れ・弓2 本収納可・ストラップ２本付属

【価格】￥210,000.-（￥200,000.-/税抜き）

　　　***** ローラー付￥231,000.-（￥220,000.-/税抜き）

【カラー】ミント・テラコッタ・ブラック・ブルー　

【重　さ】5kg　***** ローラー付 5.3kg

カラーバリエーション豊かなスタンダードタイプ

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。頑丈で歪

みがなく、たった５箇所のロック付止め具で開閉も容易。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。

Bam.......Bam......France..................Bam...............!!!

I ’ o r i g i n a l

Imported by MATSUO & CO.



Violin case 4/4  “CLASSIC III”・・・ブラック

・・・ブルー

・・・グリーン

【重さ】2.4kg　【価格】￥42,000.-（￥40,000.-/税抜き）

【カラー】ブラック・ブルー・グリーン

弓２本収納可・楽譜ポケット・小物用ポケット
取外し可能な小物用ポーチ・ストラップ２本付属

I ’ o r i g i n a l

Imported by MATSUO & CO.

小物入れポケット



I ’ o r i g i n a l

Violin Oblong case 4/4
【重　さ】　2.9kg

【価　格】　￥52,500.-（￥50,000.-/税抜き）

【カラー】　ブラック・グレー・ワイン

“ STYLUS ”

Viola Shaped case
【重　さ】　3.1kg

【価　格】　￥57,750.-（￥55,000.-/税抜き）

【カラー】　ブラック・グレー・ワイン

【サイズ】　Body length : 42cm

　　　　　Upper bouts : 20cm

　　　　　Lower bouts : 25cm

ケース
底部に

楽譜ポ
ケット

中に２
種類の

ポーチ
が入っ

ていま
す。

このケースは、強度を高めるためＡＢＳ板で補強されています。
《弓２本収納可・弦チューブ・取外し可能な小物用ポーチ・ストラップ２本付属》

ジッパー・プルでロックします。

！！！！！バイオリン（角型）・ビオラ（三角型）になります！！！！！

Imported by MATSUO & CO.



MELOS ROSIN MADE IN GREECE

Violin  Light / Dark    Cello   Light / Dark    Bass  Light / Dark

希望小売価格希望小売価格希望小売価格希望小売価格希望小売価格          ￥￥￥￥￥3,675.- ///// 税税税税税込込込込込　　　　　（（（（（￥￥￥￥￥3,500.-/税抜価格）税抜価格）税抜価格）税抜価格）税抜価格）

Violin Mini  Light / Dark    Cello Mini   Light / Dark

希望小売価格希望小売価格希望小売価格希望小売価格希望小売価格          ￥￥￥￥￥1,785.- / / / / / 税税税税税込込込込込　　　　　（（（（（￥￥￥￥￥1,700.-/税抜価格税抜価格税抜価格税抜価格税抜価格）））））

ギリシャのチェリストが自分の弓に合う松脂を考え、自ら製作した松脂です。

ギリシャは高品質な松脂の産地であり、楽器用途にだけでなく何世紀も前から多用途に使われ、

今日に至るまで良質な松脂が作られ続けています。　この製品はギリシャの演奏家たちに熱狂

的に迎え入れられ、A. S. MUTTER,　R. WALLFISCH,　J. VOGLER...著名な演奏家もメロス

を使っています。  メロスはいかなる楽器にも、LightとDarkこの２種類の松脂を使い分ける

ことにより、どのような条件のもとでもその効果を発揮します。　ライトは、滑らかな演奏、ソ

ロ、室内楽、そして春・夏の暖かい季節に使うことをお勧めします。  ダークは、力強く音量

を出すような演奏、オーケストラ、大きなホールでのソロ、そして秋・冬に使うことをお勧め

します。　このように使い分けることにより、メロスロジンはプレーヤーの求めるどのような

音も、感触も与えてくれます。

Imported by MATSUO & CO.

M E LM E LM E LM E LM E L O S  RO S  RO S  RO S  RO S  R O S I NO S I NO S I NO S I NO S I N



Rosin for Violin,

   Viola and Cello

made in France                                                                Imported by MATSUO & CO.

弓職人として３０年の経験持つ Jean Francois Raffin

　　　その経験と専門知識を生かし造られた松脂 “ JFR ”
　　　　　　　　　　バイオリン、ビオラそしてチェロを問わず、
オリジナリティ溢れる木製ケースに入った松脂です。 （※ 交換可能）

ケース付松脂 * 標準価格￥5,250.- / 税込 （￥5,000.-税抜価格）

交換用松脂 * 標準価格￥2,100.- / 税込 （￥2,000.-税抜価格）



MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX

MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX

MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX

MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX

MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX

MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX MILLANT-DEROUX

COLOPHANE - ROSIN - COLOPHANE
The most celebrated French rosin in 1884 MILLANT- DEROUX

for
VIOLIN - VIOLA - CELLO

私達は、世紀を超え伝えられているMILLANT - DEROUXの昔ながらの芸
術的な独自の製造方法をすべて継承し、奏者が永遠に求め続ける比類なき音
質、弓毛と弦への最高の吸い付き、そしてロジン・ダストを最小限に抑えた
松脂を造り続けています。

GOLD  &  SILVERは、大きなコンサートホールで力強く

演奏する巨匠達のために念入りに造られています。音楽家が求

める音質の領域を正確に奏でるのと同様に、最高音の音域とフ

ラジオレットも放ちやすく、またハッキリとした急速なスピッ

カートを演奏することが可能です。

JADEは、松脂における全ての主要な特性を併せ持った、非常

に優れた松脂です。1999年 1月、アメリカ・ロサンゼルスで行

われたNAMM-SHOWにおいて発表し、多くの賞賛を獲得し

た商品です。

※金属性添加物には楽器のニスを傷つける恐れがあり
ますので、私達の松脂には一切使用しておりません。

Imported by MATSUO & CO.

黒猫 ( DARK / LIGHT )
希望小売税込価格　￥2,100.- （税抜価格￥2,000.-）

GOLD & SILVER

JADE ～ジェイド～

希望小売税込価格　￥2,100.- （税抜価格￥2,000.-）

希望小売税込価格　￥2,625.- （税抜価格￥2,500.-）



          ミュートミュートミュートミュートミュート          “ MOUSTRO ”   made in U. S. A.

ネズミが駒に乗っている！？・・・わけではありません。
遊び感覚満載のミュート、その名も “マウストロ”

蝶ネクタイを締めたかわいいネズミがしっかり仕事をこなします。

【希望小売価格】
バイオリン用　￥2,100（税込価格）
チェロ用　　　￥4,200（税込価格）



   ・・・・・・・・・・  GERALD CROWSON  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                                 made in England

                                     CATALOGUE

“French” model
- フレンチ -

“English” model
- イングリッシュ -

“Vatelot” model
- バテロー -

《 Box wood / Rose wood / Ebony 》
飾り：Ivory / Ebony / Box wood

《 Box wood / Rose wood / Ebony 》
飾り：Ivory / Ebony / Box wood

《 Rose wood / Ebony 》

Imported by MATSUO &  CO.



“Guarneri” model    《 Box wood / Rose wood / Ebony 》
- ガルネリ -

“Ruggeri” model    《 Box wood / Rose wood / Ebony 》
- ルジェリ -

“Strad I” model    《 Box wood / Rose wood / Ebony 》
- ストラド I -

“Flesch” model    《 Box wood / Rose wood / Ebony 》
- フレッシュ -

“High teka” model    《 Box wood / Rose wood / Ebony 》
- ハイテカ -

“Low teka” model    《 Box wood / Rose wood / Ebony 》
- ロウテカ -

“Stuber” model    《 Box wood / Rose wood / Ebony 》
- スチュバー -

“Strad II” model    《 Box wood / Rose wood / Ebony 》
- ストラド II -

※商品によっては受注生産となりますので、暫くお時間がかかる場合がございます。
　どうぞご了承くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。



CROWSON PRICE LIST  2007年9月 改定

◆　糸巻（４本）　★French model　◆ ◆　テイルピース　French & English model　◆

材 飾り Violin Viola Cello 材 飾り Violin Viola Cello

¥63,000 ¥70,350 ¥96,600 ¥44,100 ¥51,450 ¥93,450
（￥60,000税抜き） （￥67,000税抜き） （￥92,000税抜き） （￥42,000税抜き） （￥49,000税抜き） （￥89,000税抜き）

¥105,000 ¥120,750 ¥168,000 ¥48,300 ¥55,650 ¥96,600
（￥100,000税抜き） （￥115,000税抜き） （￥160,000税抜き） （￥46,000税抜き） （￥53,000税抜き） （￥92,000税抜き）

¥76,650 ¥85,050 ¥113,400 ¥52,500 ¥60,900 ¥105,000
（￥73,000税抜き） （￥81,000税抜き） （￥108,000税抜き） （￥50,000税抜き） （￥58,000税抜き） （￥100,000税抜き）

¥118,650 ¥135,450 ¥186,900 ¥56,700 ¥63,000 ¥109,200
（￥113,000税抜き） （￥129,000税抜き） （￥178,000税抜き） （￥54,000税抜き） （￥60,000税抜き） （￥104,000税抜き）

◆　糸巻（４本）　★English model　◆ ◆　エンドピン　◆

材 飾り Violin Viola Cello 材 飾り

¥73,500 ¥80,850 ¥116,550
（￥70,000税抜き） （￥77,000税抜き） （￥111,000税抜き）

¥115,500 ¥131,250 ¥189,000
（￥110,000税抜き） （￥125,000税抜き） （￥180,000税抜き）

¥87,150 ¥95,550 ¥134,400
（￥83,000税抜き） （￥91,000税抜き） （￥128,000税抜き）

¥128,100 ¥147,000 ¥207,900
（￥122,000税抜き） （￥140,000税抜き） （￥198,000税抜き）

◆　糸巻（４本）　Vatelot model　◆ ※トリミングセット、チンレストの価格につきましては、裏面に記載してあります。

材 飾り Violin Viola Cello ※在庫のない商品に関しまして、2～3ヵ月かかる場合もございます。

¥37,800 ¥44,100 ¥70,350 　予めご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

（￥36,000税抜き） （￥42,000税抜き） （￥67,000税抜き）

¥50,400 ¥58,800 ¥88,200
（￥48,000税抜き） （￥56,000税抜き） （￥84,000税抜き）

（￥23,000税抜き）

¥15,750
（￥15,000税抜き）

黒檀　/　ローズウッド

黒檀　/　ローズウッド

ツゲ
¥26,250

（￥25,000税抜き）

Violin & Viola

¥13,650
（￥13,000税抜き）

¥24,150

ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

　象牙

ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

　象牙

ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

黒檀　/　ローズウッド

ツゲ

ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

　象牙

ツゲ

ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

　象牙

ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

　象牙

ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

　象牙

ツゲ

ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

　象牙

黒檀　/　ローズウッド

黒檀　/　ローズウッド

ツゲ

　象牙

MATSUO and CO.  Asahiseimei Bldg., 41-9 Sangenjaya 1-chome, Setagaya-ku, Tokyo 154-0024  Tel : 03-3410-1915  Fax : 03-3487-6558  E-mail : info@matsuo-tokyo.jp



CROWSON PRICE LIST  2007年9月 改定

◆　トリミングセット（糸巻＋テイルピース＋エンドピン）　　◆ ◆　チンレスト　◆

★French model model. 材 Violin Viola

材 飾り Violin Viola ¥71,400 ¥72,450

¥120,750 ¥135,450 （￥68,000税抜き） （￥69,000税抜き）

（￥115,000税抜き） （￥129,000税抜き） ¥58,800 ¥59,850

¥177,450 ¥200,550 Guarneri　（ガルネリ） （￥56,000税抜き） （￥57,000税抜き）

（￥169,000税抜き） （￥191,000税抜き） ¥67,200 ¥68,250

¥144,900 ¥161,700 （￥64,000税抜き） （￥65,000税抜き）

（￥138,000税抜き） （￥154,000税抜き） ¥58,800 ¥59,850

¥201,600 ¥224,700 Strad （ストラド） （￥56,000税抜き） （￥57,000税抜き）

（￥192,000税抜き） （￥214,000税抜き） ¥67,200 ¥68,250
（￥64,000税抜き） （￥65,000税抜き）

◆　トリミングセット（糸巻＋テイルピース＋エンドピン）　　◆ ¥58,800 ¥59,850

★English model Ruggeri　（ルジェリ） （￥56,000税抜き） （￥57,000税抜き）

材 飾り Violin Viola ¥67,200 ¥68,250

¥131,250 ¥145,950 （￥64,000税抜き） （￥65,000税抜き）

（￥125,000税抜き） （￥139,000税抜き） ¥58,800 ¥59,850

¥187,950 ¥211,050 Flesch　（フレッシュ） （￥56,000税抜き） （￥57,000税抜き）

（￥179,000税抜き） （￥201,000税抜き） ¥63,000 ¥64,050

¥155,400 ¥172,200 （￥60,000税抜き） （￥61,000税抜き）

（￥148,000税抜き） （￥164,000税抜き） ¥54,600 ¥55,650

¥211,050 ¥236,250 Highteka （ハイテカ） （￥52,000税抜き） （￥53,000税抜き）

（￥201,000税抜き） （￥225,000税抜き） ¥63,000 ¥64,050
（￥60,000税抜き） （￥61,000税抜き）

※糸巻・テイルピース・エンドピンの価格につきましては、裏面に記載してあります。 ¥54,600 ¥55,650

※在庫のない商品に関しまして、2～3ヵ月かかる場合もございます。 Lowteka　（ロウテカ） （￥52,000税抜き） （￥53,000税抜き）

　予めご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 ¥63,000 ¥64,050
（￥60,000税抜き） （￥61,000税抜き）

¥54,600 ¥55,650

Stuber　（スチュバー） （￥52,000税抜き） （￥53,000税抜き）

黒檀　/　ローズウッド

ツゲ

　ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

　象牙

　ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

　象牙

ツゲ

　ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

　象牙

黒檀　/　ローズウッド

　ツゲ　/　黒檀　/　ローズウッド

　象牙

　黒檀　/　ローズウッド

　ツゲ

　ツゲ

　黒檀　/　ローズウッド

　ツゲ

　黒檀　/　ローズウッド

　ツゲ

　黒檀　/　ローズウッド

　ツゲ

　黒檀　/　ローズウッド

　ツゲ

　黒檀　/　ローズウッド

　ツゲ

　黒檀　/　ローズウッド

MATSUO and CO.  Asahiseimei Bldg., 41-9 Sangenjaya 1-chome, Setagaya-ku, Tokyo 154-0024  Tel : 03-3410-1915  Fax : 03-3487-6558  E-mail : info@matsuo-tokyo.jp



FUSEN
WOODEN PRODUCTS
MUSIC STAND
MADE IN CHINA

高さ（約）

お部屋のインテリアとしても美しい木製譜面台を
お求めやすい価格でご提供いたします。
譜面台に欠かせない角度調節も全種類可能です。
色合いは飽きの来ないダークブラウン。
クラシックな雰囲気をどうぞお楽しみ下さい。

￥29,400.-  税込価格
    ￥28,000.-  標準価格

FS - EF FS - Q FS - P

FS - A

FS - K

FS - C

高さ : FS - EF,  Q,  P,  A,  K 共通
　　　※ FS - K,  C については座奏可能。
　　　　　　　　　　　　　（サイズ＝右写真参照）　

51cm

83cm ～
　  120cm

幅（約）

高さ（約）
31cm

譜面受け幅
約 3.5cm

天板サイズ :  全種類共通

ジョイント
　取外し可能
　（25cm）

※座奏可能

※座奏用

（約）58cm ～
　          95cm

※ジョイント
取外し後の高さ

高さ（約）
60cm ～
　  89cm

調節可能





Ｆ.Ｅ.Ｌ.社製シェノンソー・チェロケースは、優雅な
美しさで知られる、フランスの古城シェノンソー城にちな
で名づけられました。

その名の示す優美なデザイン、そして、楽器保護のノウハ
ウが結集されたチェロケースです。

カラー

①　ノアール
②　グリ
③　ルージュ
④　イヴオアール
⑤　マリーヌ
⑥　マロン
※　ヴェール

( Noir )

( Gris )

( Rouge )

( Ivoire )

( Marine )

( Marron )

( Vert )

ブラック
グレー
レッド
アイボリー
ネイビーブルー
ブラウン
グリーン

写真には掲載されておりません

仕 様
ボウホルダー×２、 小物入れ、 ショルダーストラップ

1
2 3 4

5
6

税込み標準小売価格　￥141,750.-
　　　　　　　　 　　（本体価格　￥135,000.-）

* 仕様及び価格は予告なしに改定されることがあります。

取扱店名

Imported  by  MATSUO & CO.



F. E. L. 社　 - Made in FRANCE -

Imported by MATSUO & CO.

F340 Violin 4/4  《《《《《希望小売価格:¥35,700.- / ¥34,000.-税別　重さ:1.9kg》》》》》
外装カラー：ワイン、ブルー、グリーン、ブラック、グレー、ライトグリーン、ネイビー、パープル、イエロー

F340 Violin 3/4+1/2  《《《《《希望小売価格:¥35,700.- / ¥34,000.-税別　重さ:1.7kg》》》》》
外装カラー：ブルー、イエロー

        F450 Viola 40.5cm - 42cm  《《《《《希望小売価格:¥47,250.- / ¥45,000.-税別　重さ:2.5kg》》》》》
      外装カラー：ワイン、グリーン、ブラック、グレー、ネイビー、ブラウン

“ ORLY ”
（（（（（オオオオオルルルルルリリリリリーーーーー・・・・・ケース）ケース）ケース）ケース）ケース）

F340, F450

F520

F520 Violin 4/4  《《《《《希望小売価格:¥54,600.- / ¥52,000.-税別　重さ:2.7kg》》》》》
外装カラー：ワイン、グリーン、ブラック、グレー、ネイビー、パープル、ライトレッド、マスタード、オレンジ、ブラウン

※※※※※内装色は外装の色によって異なります。



France * Europe * Lutherie
《《《《《　　　　　オオオオオルルルルルリリリリリーーーーー・・・・・ケースケースケースケースケース     外装カラーサンプル　》外装カラーサンプル　》外装カラーサンプル　》外装カラーサンプル　》外装カラーサンプル　》

Imported by
MATSUO & CO.

内装色内装色内装色内装色内装色“““““     ブラックブラックブラックブラックブラック     ”””””

Intèrieur “ Noir ”

Intèrieur “ Bordeaux ”
内装色内装色内装色内装色内装色“““““     ボルドーボルドーボルドーボルドーボルドー     ”””””

Bleu vif
ブルーブルーブルーブルーブルー

Gris
グレーグレーグレーグレーグレー

Hermes
ワインワインワインワインワイン

Marine ★★★★★
ネイビーネイビーネイビーネイビーネイビー

Marron ★★★★★
ブラウンブラウンブラウンブラウンブラウン Noir

ブラックブラックブラックブラックブラック

Vert Foret
グリーングリーングリーングリーングリーン

Vert vif ★★★★★
ライトグリーンライトグリーンライトグリーンライトグリーンライトグリーン

Violet ★★★★★
パープルパープルパープルパープルパープル

Rouge ★★★★★
ライトレッドライトレッドライトレッドライトレッドライトレッド

Orange ★★★★★
オレンジオレンジオレンジオレンジオレンジ

Moutarde     ★★★★★
マスタードマスタードマスタードマスタードマスタード

※※※※※カラー表示に★印のある色はF.E.L.社での生産が終了となっております。
　在庫がなくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。

Jaune ★★★★★
イエローイエローイエローイエローイエロー
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