6月17日（土）〜
7月9日（日）まで

松坂屋 上層階 8階

A館8階

楽器・CD・DVDソフト
音楽教室・チケットぴあ

ミュージックショップ リバー

営業時間/10：00am〜8：00pm
期間中休業日なし
お問い合わせは TEL 0565-34-5527

メ はメーカー希望小売価格、
ユ は輸入元小売り希望価格です。
○陳列の商品は、都合により、一部広告と変更になる場合がございます。○広告に掲載の価格は全て消費税抜きの価格です。○
○
○輸入品は為替レート等の関係により、セール期間中でも止むを得ず、一部価格を変更させていただく場合がございます。○広告に掲載の写真はイメージです。

Old Violin

バイオリンは

見て・触って・弾いて・選んで

NEUNER & HORNSTEINER CC1870（JAPAN）

ご購入されるものです!!
リバーバイオリン専門サイトもご覧ください

リバーバイオリン

で

ユ ￥220,000
○

J.H.Lutz
C.A.GOTZ

No.93MT
No.108MET

KARL HOFNER

No.167

LOTHAR SEMMLINGER

No.11
No.12
No.23

CAROLA HENDEL

￥80,000
￥178,000
ユ ￥240,000 ￥198,000
○
ユ ￥320,000 ￥260,000
○
ユ ￥150,000 ￥122,000
○
ユ ￥150,000 ￥125,000
○
ユ ￥250,000 ￥198,000
○
ユ ￥230,000 ￥188,000
○
ユ ￥250,000 ￥198,000
○
ユ ￥300,000 ￥245,000
○
ユ ￥400,000 ￥325,000
○
ユ ￥200,000 ￥165,000
○
ユ ￥280,000 ￥228,000
○
ユ ￥330,000 ￥268,000
○
ユ ￥300,000 ￥245,000
○
ユ ￥550,000 ￥438,000
○
ユ ￥550,000 ￥438,000
○

No.13

No.550

No.55
No.66a
No.201a

GEWA

ROME

REINHARD BONSCH

No.10

GERD MALLON

No.10

CZECH
VIOLIN
チェコ共和国で最も弦楽器を製作
しているメーカーのブランド。生
産地ルビーはバイオリン製作学校
もあり、プラハと並び世界各地に
優れた楽器を提供しています。

NELA BERKY
V-90

V-150

ユ ￥90,000
○

￥78,000

ユ ￥150,000
○

￥125,000

U.K.
VIOLIN
WESSEX
英国バイオリンの伝統的な
栗茶色のオイルニス使用

V

ユ ￥480,000
○

期間中に本体販売価格5万円
以上のバイオリンをお買い上
げの方に弓の無料毛替え券
を1枚プレゼント!!

CARLO GIORDANO（CHINA）

SUGITO（JAPAN）

￥88,000

Ena（JAPAN）
No.101S SET

メ ￥280,000
○

NEW ￥238,000

HORATIO LUCA（ROMANIA）
C-100 SET

ユ ￥348,000
○

￥280,000

いずれも弓・ケースなどが付いているセットです

ACCESSORY

特価

￥16,000〜

試奏は当店の音楽教室を使用してごゆっくりしていただけます。
（要予約）

（純国内生産）
JAPAN
Ena

かつてSuzukiバイオリンの量産モデルの制作を一手に任されていた恵那楽器が独自ブラ
ンドを立ち上げました。
国産とうたいながらも、作業工程のほとんどを中国やアジアで行っているものが多い中、全
行程を自社で行い、材料も日本製のものを使用しています。

正にワンランク上の、スチューデントバイオリン
No.10（本体・弓・ケース SET）

メ ￥65,000 ￥56,800
○

さらに、期間中No.10を

全サイズ揃っています。また1/8以上のサイズは
お買い上げの方に、
同一モデルを複数本陳列して選定いただいております。 もれなくKUN肩当て
（￥5,000〜￥5,500の品）
No.20（本体のみ）

をプレゼント！
！

メ ￥120,000 ￥99,800
○

ROMANIAN
VIOLIN

JAPAN
全サイズ揃っています。
No.210（本体・弓・ケース・松脂 SET）

ルーマニアで楽器製作が盛んな大
都市Reghinの中でも最大規模の工
房にて製作されたブランド。ヨーロッ
パバイオリンにしか生み出すことの
できない豊かな音色が特徴です。

メ ￥59,000 ￥49,800
○

さらに、期間中お買い上げの方に、
もれなくKUN肩当て

HORATIO LUCA

（￥5,000〜￥5,500の品）

をプレゼント！
！

1/8〜3/4

（本体・弓・ケース SET）

ユ ￥122,000
○

￥98,000

KUN肩当てプレゼント!!

CASE

特価

￥31,300〜￥47,200
￥64,000

特価

￥56,000〜￥92,800

特価

￥112,000〜￥216,000

特価

￥80,000〜￥224,000

J.PAULUS（GERMANY）
FINKEL（SWISS）

KUN（CANADA）肩当て 各種 20%OFF（旧タイプの交換チューブ在庫あります）
ピラストロ（独）
・クロネコ
（仏）松脂 各種 20%OFF
HILL（ENGLAND）ヒルオイル ペグコンポジション 各種 20%OFF
ミュート 多数取り揃えております。お気軽におためしください。
アジャスター 各種 その場でお取り付けいたします。

TRC-180

特価 ￥16,000

角型軽量ハードケース OBL-150 特価 ￥13,600

OBL-200 特価 ￥17,600

STRINGS（弦） メンテナンス
ドミナント
バイオリン弦

OTTO DURRSCHMIDT（GERMANY）
SEIFERT（GERMANY）

セミハードケース TRC-100・TRC-100C 特価 ￥9,600

イーストマン スタンダード（グラスファイバー） 特価 ￥28,000
カーボンファイバー ハードケース CFV-2 スリム 特価 ￥39,800

J.H.LUTZ（GERMANY）

特価

￥680,000

※掲載の商品は6月1日現在の出品予定商品です。

※有効期限：発行日より2年間

BOW（弓）

メ ￥110,000
○

ユ ￥850,000
○

￥388,000

Cello
SC-100 SET

￥680,000

何本もお取り寄せして、
ご試奏いただいた上で、選定いただけます。

ユ ￥95,000
○

No.19

ユ ￥850,000
○

LABERTE HUMBERT 1930
その他ご希望（価格、生産国、年代、音色など）
をお申しつけいただきましたら、

No.7

No.14

￥544,000

JEROME THIBOVILLE LAMY C.1920（FRANCE）
検索

GERMANY
FRANZ KIRSCHNEK

ユ ￥680,000
○

エヴァ・ピラッジ
その他

30%OFF

バイオリン弦

30%OFF

バイオリン・チェロ弦 20%OFF

ピラストロ・トマスティーク・ダダリオ・ラーセンをはじめ世界
のあらゆるバイオリン弦を1本からお取り寄せいたします。

弓毛替 ￥5,000〜

基本的な毛替は店頭でできます。チップが割れて
いるものやハイクラスの毛替をご希望の方は外注
になります。毛替中の貸出し弓もございます。

弦交換

当店でお求めの弦は、無料で交換
いたします。ただし混雑時はお時間を
いただきます。

その他アジャスター取付け、駒調整、ペグ調整など
店頭ですぐできるメンテナンスから、
ワレ・ハガレ修
理や接着、各部交換やニス修正など、
どんなことで
もお気軽にご相談ください。

ヴァイオリン Teacher s 会員募集
対象：ヴァイオリンの生徒を5名以上で指導されている方
音楽大学（大学院を含む）でヴァイオリンを専攻されている方
登録料・年会費：一切無料、店頭にて簡単な登録用紙にご記入いただくのみ（印不要）
特典：楽器・楽譜・CDなどの割引き販売をはじめ多数特典あり

