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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

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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www.www.www.www.www.musicfarm.ne.jpmusicfarm.ne.jpmusicfarm.ne.jpmusicfarm.ne.jpmusicfarm.ne.jp

分割払/各種ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ

取り扱っております

スタジオの御利用情報！
○MDデッキを機材に追加いたしました。　
○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。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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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VOXV 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。

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。

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。
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●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

●キャビネット・スピーカー・モデル16種

●高品位デジタル・エフェクト・コンビ

ネーション16種

●24bit AES / EBU、S/PDIFアウト装備

●SEND / RETURN端子による外部エフェクト・ループ機能

●キャビネット・チューニング・モード
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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!!

 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。

　ZOOMから世界最小のMTR登場

さらにさらにさらにさらにさらに30GB30GB30GB30GB30GBに容量アップしましたに容量アップしましたに容量アップしましたに容量アップしましたに容量アップしました

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（30GB 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）

FOSTEX MTR VF-16 Open 価格→￥￥￥￥￥109000109000109000109000109000

BOSSならではのこだわりのエフェクトを満

載したコンパクト＆イージー・オペレー

ションの、マルチ・エフェクターのベー

シック・モデルです。 高いサウンド・ク

オリティでエフェクトも充実。 ME-30のサ

ウンドは音質重視の設計、しかも歪み系は

こだわりのアナログ回路を装備していま

す。また、サンプリング周波数44.1kHz、

20ビットD/Aの採用など、ベーシック・モデルでも妥協のないサウ

ンド・クオリティを実現しています。搭載エフェクトは、サウン

ドづくりには欠かせないギタリスト必携のエフェクトを網羅して

います。
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Gretsch Mini Bo DiddleyGretsch Mini Bo DiddleyGretsch Mini Bo DiddleyGretsch Mini Bo DiddleyGretsch Mini Bo Diddley　マニアックなミニギター　マニアックなミニギター　マニアックなミニギター　マニアックなミニギター　マニアックなミニギター
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ギグバッグ付ギグバッグ付ギグバッグ付ギグバッグ付ギグバッグ付

ボー・ディドレーのトレー

ドマークとも言えるレッド

の四角いギターのミニギ

ター。 ミニハムバッキングPU,2ウェイ・エンハンスメントスイッ

チ(スタンダードとハイ・カット)

Open --Open --Open --Open --Open --＞￥＞￥＞￥＞￥＞￥292000292000292000292000292000

レコーディング、編集、ミックス、そして

CD制作まで、音楽制作の全プロセスで一切

の妥協を排した、新世代のワークステー

ション。02Rグレードを誇るミキサー、

24bit／非圧縮・16＋2（STEREO）トラック

のHDレコーダー、8音ポリフォニックサン

プリングパッド、さらに本体にビルドインできるCD-RWドライブな

ど、フィーチャーはプロクオリティ。この圧倒的な音質と高度な機

能、優れた操作性のワークステーションです。

当商品価格はメーカー推奨品のオプションの内蔵ハードディスク

12GBとCDRW（YAMAHA/CRW8824S-AW）を含んでおります。

ついに登場話題のレコーディングマシンついに登場話題のレコーディングマシンついに登場話題のレコーディングマシンついに登場話題のレコーディングマシンついに登場話題のレコーディングマシンYAMAHAYAMAHAYAMAHAYAMAHAYAMAHA　　　　　AW4416AW4416AW4416AW4416AW4416

KORGKORGKORGKORGKORG　　　　　CX-3CX-3CX-3CX-3CX-3　　　　　
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コルグの名器として名高

いCX-3を当時の開発ス

タッフが多数参加し最新

技術で復活、随所にこだ

わりを感じるマニアックな作り。独特の存在感を持つ重厚な木製筐

体と、サイド・ボードには天然木材を使用、むき出しのネジや乳白

色の鍵盤などクラシカルな雰囲気を醸し出す重厚なフォルム。ま

た、ドローバーやビブラート/コーラス、パーカッション・スイッ

チは、あのトーンホイール・オルガンと全く同じ位置に配置し、オ

ルガン本来の操作性にも徹底的にこだわりました。

■鍵盤：61鍵■音源：トーンホイール・オルガン・モデリング■61

（完全ポリフォニック）■ドローバー：9本×2組■エフェクト：

オーバードライブ、ロータリー・エフェクト、ビブラート/コーラ

ス、リバーブ■1,082(W) x 403(D) x 148(H) mm■17.0kg


