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　　　　　　　　　　MD DATAディスクを採用して、音質劣化
　　　　　　　　　　のないデジタル多重録音が手軽に行える
　　　　　　　　　　マルチトラックMDレコーダー。
　　　　　　　　　　素早い頭出しや編集が可能なジョグ／　
　　　　　　　　　　シャトルダイヤルを搭載し、1/2倍から32
　　　　　　　　　　倍まで音を聴きながら早送り／巻き戻し
　　　　　　　　　　が可能なスキップキュー再生ができる。
　　　　　　　　　　ミキサー部は4メイン入力＋2ステレオ入
力の計8入力（ch1/2はXLRバランス兼用）、各chに3バンド
EQ、2系統オルタネーティブAUXセンドなどプロ用ミキサーに
匹敵する装備。
同期システムも改良され、MTCに加えMIDIクロック出力に対
応、ほぼ全てのシーケンサーとの連携が可能になった。また、
MTCスレーブシンク機能ではMD4SにMD4、MD8を接続し、計
8tr、12trと同時多重録音／再生可能。

ヤマハMT400　￥45000
→￥￥￥￥￥2980029800298002980029800値下げしました　値下げしました　値下げしました　値下げしました　値下げしました　
４トラックの録音・再生が可能なカセットレ
コーダ部と、多彩な信号を入力できる８チャン
ネルのミキサー部を装備しています。また、倍
速／標準のテープスピード切り替え、「ｄｂ
ｘ」ノイズリダクションシステムなど、音質重
視の設計に加え、初心者にも操作が分かりやす
いパネルデザインを採用しています。
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分割払/各種ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ
取り扱っております

EmagicMicroLogicAV￥27800
MIDIシーケンサーとHDレコーディングがで
きる廉価版Logicうれしいハイブリッド版で
登場。ノートパソコンがMTR＆シーケンサー
に変身もちろん楽譜入力も大丈夫。

今月の御紹介楽器＆キャンペーン

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。

G&Lから新発売!!
●TR-AC　ASAT CLASSIC　
￥88,000→￥71500
●TR-S5　S500
￥98,000→￥79600
●TR-L2　L2000　
￥125,000→￥101600
●TR-AB　ASAT BASS　
￥125,000→￥101600
●TR-SB　SB-2　
￥105,000→￥85400
G&Lから、USAサウンドを継承
しつつ、求めやすい価格を実現
したハイコストパフォーマンス
モデル「G&L TRIBUTE Series」
が新登場、何れの機種もG&Lを
代表するモデルと同一スタイル
であり、完成度の高い仕上がり
となっている。P.U.にはレオ・
フェンダーの最後の遺産とも言
えるオリジナルのMagnetic Field
Design P.U.を搭載。エレキベー
スのブリッジにはLock-tight
Bridgeを採用し、USAモデルに
近いサウンドをだします。

ただ今発売記念
ｿﾌﾄｹｰｽｻｰﾋﾞｽ中

話題の新製品紹介コーナー

AlesisQS6 61鍵ｼﾝｾ
￥120000→￥59800

一台限り

Ibanez PT64¥2500
折畳み式

ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟｷﾞﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ
ｴﾚｷからｱｺｷﾞまで

Ibanez Jｶｽﾀﾑ1712
ｿﾌﾄｹｰｽ付

￥165000→￥89000
ﾊﾞｰｸﾚｲ   RK440

ｿﾌﾄｹｰｽ付

¥44000→ ¥22000
Juno音吉くん

MIniｴﾚｱｺ

￥39800→￥19800

Tokai　LPS
ｿﾌﾄｹｰｽ付

￥42000→￥25000

Tokai　LPS
ｿﾌﾄｹｰｽ付

￥42000→￥25000

Hamer　SAT-F
ｿﾌﾄｹｰｽ付

￥90000→￥39800

IbanezRG175
ｿﾌﾄｹｰｽ付

￥38000→￥19800

一台限り

Hamer　SAT-F
ｿﾌﾄｹｰｽ付

￥90000→￥39800
一台限り

IbanezRG175
ｿﾌﾄｹｰｽ付

￥38000→￥19800
一台限り

Juno音吉くん
MIniｴﾚｱｺ

￥39800→￥19800

ﾊﾞｰｸﾚｲ   RK440
ｿﾌﾄｹｰｽ付

¥44000→ ¥22000
一台限り

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

新年おめでとうございま
今年もよろしくお願いいたします

新春初売り 3 日 12 時～ 6 時
4 日 12 時～ 6 時
5 日平常営業  　お年玉特価（～15日まで）

ドラムスタンド、
シンバル、ペダル
表示価格からさら
に 10%OFF

弦、シールド、ス
トラップ表示価格
より 10%OFF

Gibson LPStudio
　ﾊｰﾄﾞｹｰｽ付

Charvel CRR-68
　ｿﾌﾄｹｰｽ付

￥68000→￥29800
￥154000
→￥98000

一台限り
2台限り

一台限り

一台限り

Ibanez Jｶｽﾀﾑ1712
ｿﾌﾄｹｰｽ付

￥165000→￥89000

一台限り

YAMAHA　T-100
オールチューブ
出力 100W,2ch仕様
￥165000→￥50000

YAMAHA　T-100
オールチューブ
出力 100W,2ch仕様
￥165000→￥50000

1/7まで
お買い上げの方
には、もれなく
スピードくじにて
お楽しみグッズ
プレゼント

￥45000→￥29800

ﾔﾏﾊ4Tr
ｶｾｯﾄMTR
ﾔﾏﾊ4Tr
ｶｾｯﾄMTR ｷｬﾘﾝｸﾞ

ｹｰｽ
ｻｰﾋﾞｽ

ﾔﾏﾊMIDI付ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁ
EMP700￥59800

→￥15000（展示ｷｽｱﾘ）

一台限り

　特価　　￥1000

Ibanez PT64¥2500
折畳み式

ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟｷﾞﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ
ｴﾚｷからｱｺｷﾞまで

一台限り

RockTronHUSH2
ﾉｲｽﾞﾘﾀﾞｸｼｮﾝｼｽﾃﾑ
￥88000→￥29800

VOX V941
ﾁｭｰﾌﾞ式ﾊﾞｯﾌｧｰｱﾝﾌﾟこれ
を send/returnにつなぐ
とｱﾝﾌﾟがﾁｭｰﾌﾞｻｳﾝﾄﾞに。
￥35000→￥15000

一台限り

パール/ジュニアドラムセット
入荷！！￥65000
BD18"*14"　TT10"*4" / 12"*8"　
SD13"*5*1/2"　FT14"*14"
ドラムペダル.ハイハットスタンド
シンバルスタンドタムホルダー*2
スティック.ドラムイススネアスタンド
シンバル16".ハイハットシンバル14"/1pc
カラー:0スノーホワイト

どのキーか分からない時はC辺りから始めるといいでしょう。
曲が決まっている場合はや調（キー）がわからない時は
下の表を参考にして下さい、

BluesHarpのキーの選び方について

MDﾃﾞｨｽｸ
ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ
教則ﾋﾞﾃﾞｵ
ｻｰﾋﾞｽ

LINE6LINE6LINE6LINE6LINE6　　　　　FlextoneFlextoneFlextoneFlextoneFlextone
￥￥￥￥￥128000128000128000128000128000→￥→￥→￥→￥→￥104000104000104000104000104000
物理モデリング技術により
VOXAC15,MArshallJTM45,MarshallPlexi,MarshallJCM800,
SoldanoSLO,FenderTweeDeluxe,FenderBassman,
FenderBlackFaceDeluxe,MatchlessChiftain,RolandJC120,
MesaBoogieDualRectifierTremoverbのサ
ウンドを再現さらに
デジタルエフェクト16種類を内蔵、出力

60W、アメリカのライブシーンで実力は実証済みの

話題の新製品コーナー


