
あなたの大切な楽器をリペアマンに
直接対応してもらいながら、
点検＆相談できる機会を
ご用意しました。

小さなことでもご相談ください。

※ご来店は使用されているご本人がご来店ください。

クラリネット点検＆相談会
メーカー技術者による 確かなものを心ゆくまで、

世界の銘器をあなたのもとへ

http://www.dolce.co.jp
名古屋店

〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-35
Tel.050-5807-3564  Fax.052-218-7828
E-mail:nagoya@dolce.co.jp

営業時間10:30am～7:00pm 
木曜定休(木曜日祝日は営業)

管楽器の一流演奏家による、一流のレッスンが気軽に受講いただけます

春のご入会キャンペーン

入会金5 ,400円

ご予約・問い合わせ

完全予約制 無料

ビュッフェ・クランポン

⁵/18土 

ヤマハ

⁵/11土

ご紹介者にはDMCポイント

2,500Pプレゼント！
入会者の方にDMCポイント

5,000Pプレゼント！

Backun Special Concert Special Event

ドルチェ楽器名古屋店
Tel.050-5807-3564

E-mail.nagoya@dolce.co.jp  

■予約制/おひとり様30分(無料)
■全日11:00am～7:00pm

ドルチェ名古屋・
ミュージック・アカデミー

期間：
2019.4.1(Mon.)～6.30(Sun.)

■体験レッスン 40分/5,400円 ※各楽器1回のみ
■ベーシックコース  月2回45分/12,960円  ※1年間限定
■プレイングミュージックコース 月2回60分/17,280円、月1回60分/10,800円
■デイタイムコース  月2回60分(平日11:00am～5:00pm限定)/14,040円
■マスターコース 不定期60分/12,960円、不定期90分19,440円

レッスンコース一覧

講師
青山映道
名古屋芸術大学
講師

浅井崇子
名古屋
フィルハーモニー

岡村理恵
セントラル
愛知交響楽団

橋本眞介
名古屋音楽大学
講師

玉井真紀子
中部
フィルハーモニー

小田美沙紀
愛知
室内オーケストラ

箱﨑由衣
セントラル
愛知交響楽団

堀内信彦
元・名古屋
フィルハーモニー

ロバート・ボルショス
名古屋
フィルハーモニー

ドルチェ名古屋・ミュージック・アカデミー 
Tel.052-218-6377  E-mail.nagoya-academy@dolce.co.jp

お問合せ・
資料請求 

Dolce Nagoya Music Academy

（※一部除外品あり）

%OFF20
EXT商品

バックーンアクセサリー
All

%OFF30
All

クラリネット関連
アクセサリー・楽譜・CD

%OFF5
通常割引よりさらに

Special Bonus & Special Sale

ボローニャ市立歌劇場管弦楽団 首席クラリネット奏者

シモーネ・ニコレッタ
クラリネットリサイタル

2019.5.11（土）
1,500円（税込）

会場：ドルチェ楽器名古屋店
参加料

11:00am～7:00pm

ドルチェ楽器名古屋店 フェイスブック公開中！
http://www.facebook.com/dolcenagoya
アクセスして「いいね」をクリック！お得な情報を閲覧できます。

＠DolceNagoya で検索！

ドルチェ楽器名古屋店 Twitter更新中！

ご予約：ドルチェ楽器名古屋店 050-5807-3564

名古屋音楽大学准教授

橋本 眞介先生による
クラリネットワンポイントレッスン

＆ 選定相談会

一枠30分

名古屋音楽大学准教授でドルチェ名古屋ミュージック
アカデミー講師の橋本眞介先生をお招きして
ワンポイントレッスンと選定相談会を開催します♪
クラリネットで悩んでいることはありませんか？
演奏方法や、楽器・マウスピースの相談など
クラリネットのことならなんでもOK!
楽器の選定も大歓迎です！お気軽にご参加ください。

完全予約制

ドルチェ楽器名古屋店
LINE公式アカウント開設！

LINEから耳寄り情報や
コンサート情報をご案内♪

QRコードより《友だち登録》
をお願いします！
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スペシャルクラリネットウィーク201 9

2019.6.28（金）

Simone Nicoletta [シモーネ・ニコレッタ]
1989年にイタリア、サレルノに生まれる。
アヴェッリーノ音楽院　ドメニコ・チマローザ
を16歳にて卒業。ラリー・コムズ、エディ・ダニ
エルズ、ファブリッツィオ・メローニ、リカルド・
モラレスに師事し、卒業後研究生としてコラ
ド・ジェフレディにも師事した。ヴァルセージア
国際音楽コンクールでの1位を初め、数々の
賞を受賞。2015年以来、ボローニャ市立歌
劇場管弦楽団の首席クラリネット奏者を務め
る。また、モデナのヴェッキ・トネリ音楽院でク
ラリネットを教えている。バックーンクラリネット
アーティスト。使用楽器はMoBa。

ドルチェ・アートホール"Nagoya"
7:00pm開演（6:30pm開場）

マウスピース
同時購入で
50％ＯＦＦ！

税込50万円までの楽器をご購入の方は上記より１つ
税込50万円以上の楽器をご購入の方は上記より２つ

税込100万円以上の楽器をご購入の方は上記すべてをプレゼント！

ドルチェ楽器クーポン券
を3,000円分
プレゼント！

下記のリードから
お好きなものを
プレゼント！

特典

I
特典

III

特典

II
クーポン券クーポン券クーポン券

楽器ご購入時の選べる特典

一般2,000円
DMC一般1,500円
DMC学生1,000円

チケット プログラム

共 演

■メサジェ／ソロ ド コンクール
■ウェーバー／協奏的大二重奏曲
■バッシ／リゴレットファンタジー
■メンデルスゾーン／演奏会用小品第一番    他

蒲生祥子（Pf）

特別ゲスト

金井 信之
大阪フィルハーモニー交響楽団
第一クラリネット奏者



Special C
larinet W

eek 2019  in D
olce N

agoya  2019.5
.11

(Sat) ▶ 5
.19

(Sun)

国
内
外
の
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
を
揃
え
、今
だ
け
の
特
別
な
イ
ベ
ン
ト・特

典
を
ご
用
意
し
て
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

100％ MADE IN France　　 の
新しいデザインのリガチャー

■倍音が豊かなサウンドを実現
■リードの変形に左右されずに演奏が可能に
■右利き/左利き用にネジの向きを変更可能
■マウスピースのメーカーを問わずに使用できる

Brushed Brass ￥23,760

SP ￥27,000

Black Edition ￥27,000

24K GP ￥29,160

PTP ￥42,120

JLVサウンド

トンコイマン

リガチャーご購入の方には
ストーン入りネジを
プレゼント！

全方向可動式サムレスト。 楽器演奏時の親指にかかる
負担を操作性を妨げることなく大幅に軽減。
可動部分が多く、奏者の手の形に合わせて細部まで
フィッティングさせることが可能。

マエストロ

￥30,780（取付費用別途）

エチュード３
マエストロよりもシンプルな形状と軽量なモデル。
・ノーマルタイプ
・スモールタイプ
   (指のあたるゴムが厚くなっており、  指の細い方におすすめです)

￥7,560（取付費用別途）

期間中取付費用

%OFF50

頑なに守る伝統と
クラフトマンシップの美しき結晶

H.Wurlitzer 
ヴーリッツァー 日本販売代理店

※ケースは別売となります。
※マウスピースはヴーリッツァー各モデルよりお選びいただけます。

German System A or B♭Clarinet
No.98 ¥756,000

No.100c ¥1,458,000

No.100c/Soloist ¥1,846,800

Reformed Boehm System A or B♭Clarinet
No.187 ¥1,274,400

%OFF25

ドイツのメーカー
“アルンドス”は
上質なケーンを職人が
丁寧にカットし、
豊かな音色を生み出す
ハンドメイドリードです。

ラインナップ

アルンドス 日本総代理店

日本販売代理店

日本総代理店 シュトイヤー

フレンチカット:マノン、カルメン
ジャーマンカット:アイーダ、トスカ、ボエーム、ティート

B♭10枚／¥3,888

日本販売代理店

E♭・B♭・Alto・Bass・CB Clarinet

各メーカー幅広いモデルをご用意しました。

H.Selmer 
H.セルマー

Yamaha 
ヤマハ

Bb Clarinet
YCL-450
YCL-650
CX
CS/SE
CS-V/SE-V
CSV・SEV master
Idéal G ¥615,600在庫限り

Bb Clarinet
CSGⅢ ¥680,400

SE ArtistModel ¥864,000

B.Crampon 
 B.クランポン

Bb Clarinet
E-11（バックパックパッケージ） ¥124,200
E-12F（トラディショナルパッケージ） ¥232,200

E-13 ¥351,000
R-13 ¥507,600
R-13 ¥550,800
RC ¥559,440

Festival/Prestige ¥858,600
Tradition ¥637,200

Divine

EXT

Légende

Tosca
Tosca GL

5/18(Sat.) ビュッフェ・クランポン技術者によるクラリネット点検＆相談会
■予約制/おひとり様30分(無料) ご予約・お問い合わせは店舗まで。

5/11(Sat.) ヤマハ技術者によるクラリネット点検＆相談会
■予約制/おひとり様30分(無料) ご予約・お問い合わせは店舗まで。

Bass Clarinet
Prestige LowC ¥1,792,800

Tosca LowC ¥2,052,000

Eb Clarinet
RC ¥820,800

Prestige ¥1,080,000

A Clarinet
¥558,360

¥615,384
Tradition ¥700,920

Festival/Prestige ¥944,460
Tosca
Légende
Divine

RC
R-13

USED

様々なメーカーの
USED楽器がございます！
お気軽にお問合せください。

すぐにお使いいただけるよう調整・点検済。
安心して使える1年保証付。

皆さんの使われていない楽器もUSEDにてお預かりいたします。

Backun
JAPAN

Barrel バレル
New Traditional ¥18,360

Backun ¥23,760

MoBa ¥28,080

Lumière ¥34,560

E♭ ¥23,760

Bell ベル
Protégé ¥30,240

Traditional ¥64,800

MoBa ¥77,760

Lumière ¥84,240

E♭ ¥64,800

MoBa(Bb/Eb)

Mouthpiece マウスピース
Protégé ¥18,360

¥38,880

Crystal(Bb/Eb) ¥43,200

MoBa/Crystal Bass ¥49,680

21世紀の銘器 Backun ClarinetBackun バックーン 日本総代理店

一切の妥協を排し、クラリネットの全てを
改良したいという望みから生まれたモデル。
最新の機械工学テクノロジーと試行錯誤を
重ねた真の匠の技をブレンドして作られている。

すぐれた個性を持ちながらもオールラウンドな
モデルF。音響効果を最大限に引き出す
ボア設計に最新技術を駆使したトーンホールの
カット。その傑出したレスポンスと
バランスを是非体感して
いただきたい。

プロフェッショナルモデルの
位置付けにありながら、
バックーンの世界をリーズ
ナブルに体感できるQシリーズ。
正確な音程と反応の良い
レスポンスが得られる。
手の届く銘器は最良の選択。

● 材質：Grenadilla or Cocobolo
● キイの仕上げ：Silver or Gold
● ポストの仕上げ：Silver or Gold

● 材質：Grenadilla
● キイの仕上げ：Silver

理想を追求する意欲的な
プレイヤーのために必要かつ
十分な要素を持つクラリネット。
妥協のない音色、
他にはない音響設計こそが
コストパフォーマンスの
良さを実現。

※ＧＰキイ¥64,800ＵＰ

コストパフォーマンスに優れ、
音程・サウンド・操作性に関し
ても価格を凌駕する性能を
発揮。まさにスーパー・パフォ
ーマンスモデルと呼ぶに
ふさわしいクラリネット。

● 材質：Grenadilla
● キイの仕上げ：Silver

Bakun Accessories

材質以外はベータと同仕様
のアルファ。優れた音色の
クオリティに着目して選んだ
合成素材は、木製クラリネット
だけが使えない環境での
演奏でも自信を持って演奏
できます。

● 材質：BMS Synthetic
● キイの仕上げ：Silver

プレゼント!!

+
シモーネ・ニコレッタリサイタル

名古屋公演招待券

バックーンオリジナルグッズ

購入者には巾着プレゼント!

※ＧＰポスト¥48,600ＵＰ、ＧＰキイ¥108,000ＵＰ

● 材質：Grenadilla or Cocobolo
● キイの仕上げ：Silver or Gold

● 材質：Grenadilla or Cocobolo
● キイの仕上げ：Silver or Gold

※ＧＰキイ¥108,000ＵＰ
※ＧＰキイ¥75,600ＵＰ、限定モデルも
   上記価格で特別発売

Backun 
Accessories

%OFF！

Bb SP ¥1,242,000

A SP ¥1,360,800

Bb SP ¥1,080,000

A SP ¥1,182,600

Bb SP ¥842,400

Bb SP ¥523,800
Bb SP ¥388,800

Bb SP ¥264,600 Bb SP ¥97,200

Custom Clarinet

Lumière

Professional Model

Q Series
Intermediate Model

Protégé
Standard Model

Beta
Standard Model

Alpha

Custom Model

MoBa
Professional Model

Model F

ルミエール
バレル＆ベル付
の限定モデル
発売

バックーン
本体
購入特典

Bass Clarinet
YCL-622Ⅱ ¥1,026,000

Eb Clarinet
YCL-881 ¥486,000

3箱おまとめで

¥1,555,200

Bass Clarinet
Privilège LowC

¥847,800

Eb Clarinet
Recital

Bb Clarinet
Prologue
Présence
Signature
Recital
Privilège

¥280,800
¥475,200

¥712,800
¥712,800
¥842,400

「最高のサービスを世界中のアーティストに提供する。」このビジョンを持つ小さな修理工房から始まったバックーン社。
他の追随を許さない独創的なデザイン、最高級の品質を誇る素材を駆使し、最先端の技術によってバックーン社の
クラリネットやクラリネットアクセサリーは創り出されています。追及されたこのアイテムを是非お試しください。

● 材質：Grenadilla
● キイの仕上げ：
   Silver or Gold

New Itemのご案内

フェア期間中、マウスピースとリガチャーが大集合！
マウスピースは定番のバンドレンはもちろん、上記新商品やバックーンクリスタルなどを、

　リガチャーは話題のＪＬＶ、シルバースタイン各種はもちろん、様々な商品をご用意しております。

Wi&FiPlaynickmaxton

B♭ Z3/S0/S1/S3 , E♭                               ￥19,440

硫黄を使わず、水晶を使って
硬化させた新素材V-Quarzを
使用して作られているウィー・
アンド・フィーマウスピース。
硫黄が原因でのシルバーキィや
マウスピースの変色がない。
クリスタル級の硬度を持つと
同時にエボナイトに似た
音響特性を持つ。音色は
エボナイトよりもやや暗く、
息抜けと音のまとまりの良さが特徴。

【ANTIQUE(アンティーク)シリーズ】
樹脂リードとケーンリード双方の
長所をさらに引き出すべく
デザインされた新シリーズ。

最新のスキャン技術と
レーザー技術を用いて
最高品質のマウスピースを開発。
フェイシング部分に
maxton独自の曲面設計や、
“Tone-Rings”といわれる
ゴムリングが特徴的。
5種類のフレンチモデルと
８種類のジャーマンモデルより
お選びいただけます。

Daddario
Reserve Evolution ALTA AMBIPOLYMER REED
マウスピース
豊かでまとまりのある音色。
440Hzと442Hzの2種類を設定。

リード
Reserveシリーズの中で一番ヒールが厚く、
唯一アンファイルドカットを採用。
丸みのある暖かく柔軟性に富んだ音色。

B♭ 10枚　　　　　　　　　　　￥4,320

B♭                      ￥32,400

Silver Stein

B♭CL（A.Saxと共通）      ￥23,760B♭                          ¥6,264

各￥41,040

￥37,800

B♭  EV10、EV10E　             ￥18,360

アンビポリ・リードはケーンの
リードと同様の性質を持つ新素材
の樹脂製リード。
リードの一部を水に浸すことで
より自由に反応。高音域の演奏
には特に優れており、鳴らしやすさ
を感じることができる。
さらにケーンリードと同様リード用
ナイフやサンドペーパーで調整も
可能。

マウスピースとの接触部分は
エボナイト製マウスピースと馴染み
やすい同素材の4つの“かまぼこ”
（エボナイト製スペーサー）を、スク
リューは均一に締めることができ
反応の良さが魅力のワンスクリュー
の逆締め構造を採用。これらの構造
により、リードの振動が素直に感じ
られ、確かな吹き心地と芯のある
豊かな鳴りを可能にした。

Verdi Traviata　B♭
Puccini Tosca　B♭

※表示価格は全て税込価格となっております。※お支払には便利なデビットカードやクレジットローンもご利用いただけます。
※販売価格についてはお問い合わせくださいませ。※為替の変動により予告なしに価格が変更となる場合がございます。

【NOMMOS(ノモス)シリーズ】
樹脂製リードの特性を引き出す点に
特化したモデル。

Nommos B2 　B♭

Yanagisawa
Yany SIXS Ligature

¥1,371,600
¥1,220,400

¥1,188,000
¥1,188,000

¥1,306,800

¥1,342,440
¥1,508,760

「光」という意味を持つ新設計のクラリネット
“ルミエール”。クラリネットという楽器の常識を
根本から覆す。全音域に渡ってppp～fffまで
均一な吹奏感、そして完璧な音程を実現。

Exclusive
B♭10枚/￥4,428

Classic 
B♭10枚/￥3,942、E♭10枚/￥4,104 

Tradition
Bass 5枚/￥3,672

¥167,400

¥232,200

¥291,600

¥345,600

¥399,600

¥469,800
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