
竹を使ったスネア登場

シェル部分の素材6 プライ(6mm)の孟宗竹

を使ったユニークなスネアドラム、響きの

よう暖かみのあるサウンドが特長です、竹

を生かした外観も個性的です。10 ホール

ダイナフープ、ショートタイプハイカーボ

ンステンレスワイヤースナッピー採用。
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スネアケースサービス
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取り扱っております

スタジオの御利用情報！　
○会員カードにスタンプを押します（現在

　ご利用の際に台紙を貼っております、10

　時間御利用になると1時間無料になりま　

　す。（今までのカードはお買い物の再今

　までどおり御利用いただけます）。

○録音用専用ステレオマイクを設置全体の

　音がとれます。

○レンタルギター1階2階2本ベース1本、ス

　ティックは御持参ください。

○入会金￥300です。

○期限切れの方は￥100にて更新できますの

　でお気軽にお申し出ください

○会員証紛失された方は￥50にて再発行い

　たします。

記録媒体：3.5インチE-IDE、サンプリン

グ周波数：44.1kHz　量子化16bit（非圧

縮）、A/D：20bit64倍オーバーサンプリ

ング、D/A：24bit128倍オーバーサンプリ

ング、記録時間（20GB HD使用時のモノト

ラック換算時間）約3,770分（16bit/

44.1kHz）、トラック数：16+8アディショ

ナル・トラック、記録／再生周波数：

20Hz～20kHz（44.1kHz時）、ダイナミッ

クレンジ：92dB（レコーダー）、イン

プットA～F：φ6mmフォーンジャック 、

インプットG,H：XLR-3-31type／2番HOT　PHANTOM付き、 φ6mm

フォーンジャック、インサートG,H：φ6mmTRSフォーン・ジャッ

ク、AUXセンド（1,2）：φ6mmTRSフォーン・ジャック、STEREOアウ

ト（L,R）：RCAピンジャック、MONITORアウト（L,R）：φ6mm

フォーン・ジャック、PHONES：φ6mmステレオ・フォーン・ジャッ

ク、フットスイッチ：φ6mmフォーン・ジャック（別売8051フット

スイッチ使用）、デジタル・イン／アウト：オプティカル（×

2）、adatOPTICAL ／ S/P DIF（切り換え）、MIDI：イン／アウ

ト、SCSI（バックアップ専用）：D-SUB ハーフピッチ50ピン、

SCSI-2、外形寸法：380（W）×98（H）×335（D）mm（最大突起含

む）3U、質量：約4kg
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当店のホームページ御存じです

か、各コーナー全国のお客様よ

り好評いただいております。

アイテム数は現在14000 点以上

http://www.musicfarm.ne.jp
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専用ハードケース付

1 台限り

ボディ：キルテッドメイプル

アーチドトップ/バスウッド

バック EVH 特別仕様ハム

バッキングｘ2
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Ovation/CustomShop/1868-7QM
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カラー：Nutmegハードケース付属Elite

シリーズのCustomShop モデル仕様 トッ

プ：キルテッドメイプル

 ZOOM PS-02 Palmtop Studio ZOOM PS-02 Palmtop Studio ZOOM PS-02 Palmtop Studio ZOOM PS-02 Palmtop Studio ZOOM PS-02 Palmtop Studio
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デジタルレコーダー+ドラム＆ベースマシ

ン+マルチエフェクター

*3つの機能を統合化 ドラム＋ベースマシ

ン、デジタルマルチレコーダー、マルチエ

フェクターという3つの機能を手のひらサ

イズに統合化。

今月の新製品　ZOOMから世界最小のMTR登場

豊富な出力端子で高度なデジタル環境にも

耐えうるスペックを実現。

LINE 6より2Uラック・タイプのアンプ・シ

ミュレーター、POD PROPOD PROPOD PROPOD PROPOD PRO新登場新登場新登場新登場新登場。

価格：価格：価格：価格：価格：99,80099,80099,80099,80099,800円（税別）→￥円（税別）→￥円（税別）→￥円（税別）→￥円（税別）→￥8100081000810008100081000

●LINE6モデリング・テクノロジーによる

リアルなギター・アンプ・サウンドを32種

搭載*

●キャビネット・スピーカー・モデル16種

搭載*

●高品位デジタル・エフェクト・コンビネーション16種搭載*

●24bit AES / EBU、S/PDIFアウト装備

●デジタル・クロック・イン (sync)

●ライブ/スタジオ・モード・スイッチ搭載

●SEND / RETURN端子による外部エフェクト・ループ機能

● POD2、Flextone IIとの間で音色データ互換*

● LINE6社ホーム・ページより新規アンプ・モデルをダウンロード

し、追加することが可能*

●キャビネット・チューニング・モード搭載*

●SoundDiver最新バージョン(Ver 2.1)を付属*

●アンプ・モデル、エフェクトのカスタマイズが可能*

●チューナー機能の精度がアップ*

VO XV O XV O XV O XV O X　　　　　T-25 Bass Combo AmplifierT-25 Bass Combo AmplifierT-25 Bass Combo AmplifierT-25 Bass Combo AmplifierT-25 Bass Combo Amplifier
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T-25はブランド初期に製造されていたベース・

アンプのサウンドはもちろん、ハンドル、ノ

ブ、そしてVOXの代名詞ともいわれるダイヤモ

ンド・グリル・クロスに至るまで忠実に再現。

また、コンパクトながら、新開発Bassilator、

大型キャビネット、ホーン・ツイーター搭載な

ど、迫力の25Wの重低音を実現。自宅練習から

ライブ・スペースにと幅広く活用できます。

インタウェアG3/320Mhzアクセラレーター

カード内蔵

4GBハードディスクに換装

112BMメモリー増設済み

本体の状況：購入時期97年5月、マウスク

リックがやや甘い、PCMCIAの上段のスロッ

トがやや堅い、移動使用されていませんの

で、傷はあまりなし、外箱やCDは揃ってお

ります。
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アンプ/キャビネット・モデルとエフェク

ト・コンビネーションを16種搭載。Ampeg

SVTやB-15、Marshall MajarやPlexi Super

Bass、SWR、VOX AC100といった世界中で愛

用されているベース・アンプやスピー

カー・キャビネットのサウンドを再現。

大人気PODシリーズにBASS用とProモデルが新発売!!

定価￥195000--＞販売価格￥￥￥￥￥122000122000122000122000122000

1962BluesbreakerCombo45W2x12"OrijinalVintageCombo

この1962 は、エリック･クラプトンが

"JohnMayall&theBluesbreakers with

EricClapton''(通称"Beano''Album)のレ

コーディングに用いたことから、"ブ

ルースブレーカー"というニックネーム

で親しまれるようになりました。あの官

能的でクリーミーな初期のクラプトン･

サウンドが、この美しい復刻版コンボの

すみずみにまで詰まっていることは保証

付きです。

本場Spain製ホセアントニオ

ブランドから

フィシュマンのピエゾPUを内蔵

したシングルカッタウエイのギ

ターが新発売！ナチュラルな音

は好感が持てますよ。

マホBack&Sideの6C

¥80000→￥65000　W/HC

ローズBack&Sideの8Ｃ

¥100000→￥81000　W/HC


