
クランポン E12PLUS ※バックパックケース ¥170,500 ¥136,000  ヤマハ YCL - CS/SE Vmaster   ¥478,500 ¥406,000 

クランポン E12F ※トラッドケース ¥236,500 ¥189,000  クランポン R13 ★選定品＋￥13,200 ¥517,000 ¥413,000 

ヤマハ YCL-650   ¥236,500 ¥201,000  クランポン RC ★選定品＋￥13,200 ¥569,800 ¥455,000 

バックーン ベータ ※地域初登場！ ¥214,500 ¥182,000  セルマー レシタル ★限定特価！  ¥737,000 ¥589,000 

セルマー プロローグ ★限定特価！ ¥297,000 ¥237,000  セルマー プリヴィレッジ ★限定特価！ ¥869,000 ¥695,000 

クランポン E13 ★選定品＋￥13,200 ¥357,500 ¥286,000  クランポン Prestige/Festival       ¥874,500 ¥699,000 

セルマー プレザンス ★限定特価！ ¥506,000 ¥404,000  クランポン Legende   ¥1,243,000 ¥994,000 

ソプラノサクソフォン／アルト・サクソフォン                 

J.マイケル SP-650 ソプラノ 2ネック ¥88,000 ¥70,000  ヤマハ YAS-62   ¥324,500 ¥275,000 

アンティグア ソプラノ スタンダード 2ネック ¥176,000 ¥149,000   ヤナギサワ A-WO2 ※ブロンズブラス ¥330,000 ¥280,000 

J.マイケル AL500   ¥68,200 ¥54,000   キャノンボール A.Scep-BS ﾌﾞﾗｯｸﾆｯｹﾙ ※NEW ! ¥385,000 ¥327,000 

J.マイケル AL780   ¥94,600 ¥75,000   セルマー アクソス   ¥429,000 ¥364,000 

アンティグア アルト スタンダード   ¥129,800 ¥110,000   ヤマハ YAS-82Z ★選定品＋￥11,000 ¥451,000 ¥383,000 

ヤマハ YAS-280   ¥154,000 ¥130,000   ヤマハ YAS-875EX ★選定品＋￥11,000 ¥555,500 ¥472,000 

ヤマハ YAS-380   ¥203,500 ¥172,000   セルマー ジュビリーⅡ ★選定品＋￥16,500 ¥621,500 ¥528,000 

ヤマハ YAS-480   ¥253,000 ¥215,000   セルマー ジュビリーⅢ ★選定品＋￥16,500 ¥726,000 ¥617,000 

            

テナー・サクソフォン／バリトン・サクソフォン                 

J.マイケル TN-900   ¥121,000 ¥96,000  セルマー ジュビリーⅡ ★選定品＋￥16,500 ¥770,000 ¥654,000 

アンティグア テナー スタンダード   ¥168,300 ¥143,000   セルマー ジュビリーⅢ ★選定品＋￥16,500 ¥841,500 ¥715,000 

ヤマハ YTS-380   ¥225,500 ¥191,000   アンティグア バリトン ※ｾﾙﾏｰﾏｳｽﾋﾟｰｽ付 ¥550,000 ¥467,000 

J.マイケル CT-470S コルネット ※シルバー仕上 ¥60,500 ¥48,000  B&S TP37S/TP37GS ★ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌﾞﾗｽ ＋￥17,600 ¥240,900 ¥192,000 

ジュピター 
JFH1100R 

 ﾌﾘｭｰｹﾞﾙﾎﾙﾝ 
※ラッカー仕上げ ¥165,000 ¥132,000  バック "Vincent" SP   ¥264,000 ¥224,000 

J.マイケル TR-200 ※ラッカー仕上げ ¥33,000 ¥26,000  ヤマハ YTR-850S イエローブラス ¥258,500 ¥219,000 

J.マイケル TR-300S   ¥38,500 ¥30,000  ヤマハ YTR-850GS  ゴールドブラス ¥264,000 ¥224,000 

J.マイケル TR-430S   ¥52,800 ¥42,000  ヤマハ YTR-8335S "Xeno"   ¥346,500 ¥294,000 

バック TR400SP   ¥132,000 ¥112,000  バック 180MLSP ★選定品＋￥13,200 ¥393,800 ¥334,000 

ヤマハ YTR-4335GSⅡ   ¥159,500 ¥135,000  バック 180MLGBSP ★選定品＋￥13,200 ¥438,900 ¥373,000 

テナーバス・トロンボーン ※太管    フレンチホルン（フルダブル）       

バック TB40OB   ¥242,000 ¥205,000  ﾌﾞﾗｽﾊﾟｲｱﾕﾆｺｰﾝ BPFH-K3L   ¥330,000 ¥264,000 

ヤマハ YSL-620   ¥258,500 ¥219,000  ヤマハ YHR-567D   ¥445,500 ¥378,000 

XO SR-L   ¥352,000 ¥281,000  ヤマハ YHR-567GDB ※ゴールドブラス ¥511,500 ¥434,000 

バック TB20OB   ¥383,900 ¥326,000  ホルトン H478ER   ¥565,400 ¥480,000 

ヤマハ YSL-882O "Xeno" ※オープンラップ ¥401,500 ¥341,000  ﾊﾝｽﾎｲﾔｰ 801JMAL   ¥605,000 ¥514,000 

C.C.コーン 88HY-O ※オープンラップ ¥423,500 ¥359,000  ﾊﾝｽﾎｲﾔｰ 801MAL   ¥704,000 ¥598,000 

バック 42BGL/42BOGL トラッド／オープンラップ ¥445,500 ¥378,000  ｳﾞｪﾝﾂｪﾙﾏｲﾝﾙ 205CL/105CL   ¥737,000 ¥626,000 

ユーフォニアム(コンペンセイティング)        ヤマハ YHR-868GD ※ゴールドブラス ¥847,000 ¥719,000 

プレソン PR3300GL ※ラッカー ¥286,000 ¥243,000  チューバ （B♭管をご紹介！C、F管はご相談を！） ★P:ピストン R:ロータリー B:ベル径 

ジョン・パッカー JP274S ※シルバー New！ ¥297,000 ¥252,000  プレソン PRB-51      4P/ 45B/ ｲｴﾛｰﾌﾞﾗｽ/ﾊｰﾄﾞｹｰｽ付 ¥517,000 ¥439,000 

ヤマハ YEP-642S "Neo"   ¥660,000 ¥561,000  ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ  202N        4R/ 42B/ﾆｯｹﾙﾒｯｷ/ ｿﾌﾄｹｰｽ付 ¥669,900 ¥589,000 

ウィルソン TA2905BS ※ブライトンシルバー ¥935,000 ¥822,000  イーストマン EBB562  4R/ 45B/ ｲｴﾛｰﾌﾞﾗｽ/ ﾊｰﾄﾞｹｰｽ付 ¥847,000 ¥719,000 

ベッソン BE968-2 ※シルバー ¥1,155,000 ¥981,000  ※チューバは基本、お取り寄せになります。 お気軽にお問い合わせください。 

オーボエ・イングリッシュホルン        ファゴット・コントラファゴット       

ヤマハ YOB-431 セミオート ¥484,000 ¥411,000  アマティ 
JDR Ⅳ 

 ★ライトケース 
９ローラー ¥891,000 ¥757,000 

マリゴ 
ルメール 

 /ハイブリッド 
セミオート ¥528,000 ¥448,000  シュライバー WS5010 ４ローラー ¥929,500 ¥790,000 

フォサッティ FJ55Ⅱ セミオート ¥533,500 ¥453,000  アドラー 1357/125 ５ローラー ¥935,000 ¥794,000 

リグータ 
プルミエデルフィーヌ 

JDR 
セミオート ¥561,000 ¥476,000  シュライバー WS5016 ４ローラー ¥1,133,000 ¥963,000 

ロレー キャバール JDR セミオート ¥781,000 ¥663,000  フォックス MO12L JDR ４ローラー ¥1,485,000 ¥1,306,000 

マリゴ 901 セミオート ¥1,188,000 ¥1,009,000  ヤマハ YFG811 ６ローラー ¥2,310,000 ¥1,963,000 

フォサッティ CA10J  イングリッシュホルン ¥957,000 ¥813,000  アマティ 
JDR 

 コントラファゴット 
LowB♭ ¥2,200,000 ¥1,870,000 

フルート 
ウインズ・ユーはムラマツ、パウエル、ミヤザワ、パール、アルタス、サンキョウなど、主要フルートメーカーの正規特約店。 

ほとんどの修理・調整も、経験豊富なリペア・スタッフが自社で行えます。大切な楽器は安心の正規特約店でお求め下さい。 

クラリネット 
ご購入いただいたＶＩＰ様に、“クラリネットはウインズ・ユーだね！”と言われる修理・調整の精度の高さが定評です。 

ビ ュ ッ フ ェ ・ ク ラ ン ポ ン 、 セ ル マ ー … 、 あ な た の ク ラ リ ネ ッ ト は 安 心 の 正 規 特 約 店 で お 求 め く だ さ い 。 

サクソフォンは何といっても楽器の使い勝手が音の良し悪し、吹奏感、さらに満足感までにも影響してきます。 

お 安 く 買 っ て も 調 整 さ れ て い な か っ た り 、 大 会 前 な ど に も す ぐ に 修 理 対 応 が で き な い と 、 困 っ た こ と に ！ ？ サクソフォン 

トランペット・コルネット・フリューゲルホルン 
どこで買っても同じだ…、と思っているあなた！金管楽器はお手入れが簡単な分、ピス

トンや抜差管の微妙な動きがとても繊細な楽器。いつもベストの状態で！ 

トロンボーン・ホルン・ユーフォニアム・チューバ 
普通の楽器店では売っていないトロンボーンやホルン、ユーフォニ

アム…、楽器の専門店のウインズ・ユーだからご紹介します！ 

オーボエ・ファゴット 
ファゴットやオーボエなどの2枚リード楽器は、きめ細やかな調整と定期的なメンテナンスがとても重要な

のはもちろん、いつでも調整やメンテナンスができるっ！という安心感が大切ですね。 

J.マイケル FL-380SE 洋銀製・ Eﾒｶ付 ¥44,000 ¥35,000  パール エレガンテ・プリモ 管体銀製・Eﾒｶ付 ¥319,000 ¥271,000 

パール PF525E ﾘｯﾌﾟ･ﾗｲｻﾞｰ銀製 ¥95,700 ¥81,000  ムラマツ EXⅢCCE 頭部管銀製・Eﾒｶ付 ¥298,100 ¥283,000 

あずみ AZ-Z1E ﾘｯﾌﾟ銀製 ¥132,000 ¥112,000  ミヤザワ BRアトリエ2E 管体銀製・Eﾒｶ付 ¥380,600 ¥323,000 

パール PF665E 頭部管銀製・Eメカ付 ¥157,300 ¥133,000  ミヤザワ BRアトリエプラス2E 管体銀製・Eﾒｶ付 ¥413,600 ¥351,000 

ミヤザワ BR102E ﾘｯﾌﾟ･ﾗｲｻﾞｰ・接続部銀製 ¥171,600 ¥145,000  ミヤザワ 
MXBR 

 アトリエプラス2RE 
管体銀製・Eﾒｶ付・ﾘﾝｸﾞｷｨ ¥479,600 ¥407,000 

パール ドルチェ・プリモ 頭部管銀製・Eメカ付 ¥220,000 ¥187,000  ムラマツ GXⅢRCE 管体銀製・Eﾒｶ付・ﾘﾝｸﾞｷｨ ¥496,100 ¥471,000 

ミヤザワ BRアトリエ1E 頭部管・接続部銀製 ¥236,500 ¥189,000  ミヤザワ SBR AZ 総銀製・ﾘｯﾌﾟ9K金製ほか ¥756,800 ¥643,000 

アルタス A907E 頭部管銀製・Eメカ付 ¥231,000 ¥196,000  ムラマツ DSRC 総銀製・ﾘﾝｸﾞｷｨ ¥715,000 ¥679,000 

サンキョウ Etude 頭部管銀製・ﾆｭｰ Eﾒｶ付 ¥247,500 ¥210,000  ミヤザワ SBR Ibuki 総銀製・ﾘﾝｸﾞｷｨ ¥819,500 ¥721,000 

ヤマハ YFL-517 頭部管銀製・Eメカ付 ¥264,000 ¥224,000  パウエル シグニチャー 総銀製・ﾘﾝｸﾞｷｨ・B足 ¥858,000 ¥772,000 

ミヤザワ BRアトリエプラス1E 頭部管銀製・ﾗｲｻﾞｰ９K金製 ¥269,500 ¥229,000  パウエル 
ｺﾝｾﾙｳﾞｧﾄﾘｰ 

 ｵｰﾗﾏｲﾄ 
９K金・銀重層 B足 ¥1,595,000 ¥1,435,000 

★ノナカ貿易キャッシュバックキャンペーン ミヤザワフルートご購入で￥5,000～￥25,000の金券キャッシュバック 6月14日まで  

★パールフルート春割キャンペーン パールフルートご購入で最大￥5,000引き！ 4月28日～6月２８日 

※ノナカ貿易キャッシュバックキャンペーン セルマークラリネットご購入で￥5,000～￥25,000の金券キャッシュバック 6月14日まで 

※ノナカ貿易キャッシュバックキャンペーン アンティグア・セルマーサックスご購入で￥5,000～￥25,000の金券キャッシュバック 6月14日まで 

★ヤナギサワ、セルマーはご予約の方から優先となります。品薄状態が続いているため3～6か月(またはそれ以上)待ちとなる場合があります。  

※ノナカ貿易キャッシュバックキャンペーン バックトランペットご購入で￥5,000～￥25,000の金券キャッシュバック 6月14日まで 

※プロ奏者の選定品は国内外の多数の著名な先生、若手のプレイヤーの方などに選んでいただいて、大変好評です。 

１０万円台の楽器でもご希望により選定をしてお届けすることも可能ですので、お気軽にご相談下さい。(選定料別途) 

※ノナカ貿易キャッシュバックキャンペーン バック・コーン・ホルトン・プレソンご購入で￥5,000～￥25,000の金券キャッシュバック 6月14日まで 

※プロ奏者の選定品は国内外の多数の著名な先生、若手のプレイヤーの方などに選んでいただいて、大変好評です。 

大型楽器は在庫が少ないものもあり入荷に時間がかかることがありますので、お気軽にご相談下さい。(選定料別途) 

※ノナカ貿易キャッシュバックキャンペーン マリゴ・アドラーご購入で￥5,000～￥25,000の金券キャッシュバック 6月14日まで 

※オーボエ・ファゴット共に比較的低価格帯のモデルをご紹介しています。オーボエは100万円超の楽器やイングリッシュホルンなどの特殊管、ファゴットも同

様にコントラファゴットなどの特殊管もご案内できますのでお気軽にご相談下さい。ご自身で選べない場合でもプロ奏者のアドバイス(有料)でお選び可能！ 

●すべての画像、写真はイメージです。印刷の性質により現物と異なる場合があります。●商品の価格は経済事情、メーカーの価格改定等で予告なく変更される場合があります。万が一メーカーなどで売切れの場合は入手にお時間をいただくことがありますことを予めご容赦下さい。●店頭での価格の表記方法、営業時間は各店舗により異なり

ます。●表示の楽器でも時間差などにより、店頭にない場合や販売終了の場合もあります。●特別企画やイベントなどで異なる販売価格が設定される場合がありますが、特別企画やイベントでの販売価格が優先されます。●表示価格は税込です。●その他不明な点等はお近くの店舗・支店にお問い合わせください。●個人情報は法に則り守秘さ

れます。 

在庫は各店で展示販売されています。ご購入ご希望の方はお近くのウインズ・ユーまでお気軽にご相談下さい。 
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