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Juhász Zoltán ユハースゾルターンLukas ルーカス

D.Otto オットー

E.Schmid シュミットDürk Horns デュルク・ホルン

Lewis & Dürk ルイス・デュルク

￥1,870,000
￥1,870,000
￥1,958,000
￥2,035,000
￥2,035,000
￥2,640,000
￥2,695,000
￥2,860,000
￥2,860,000
￥2,915,000
￥2,915,000
￥2,090,000

フルダブルYBL
フルダブルYBL コンパクト
フルダブルYBL ゲシュトップキィ付き
フルダブルGBL
フルダブルGBL コンパクト
フルトリプルYBL HighF
フルトリプルYBL High E♭
フルトリプルGBL highF
フルトリプルGBL highF コンパクト
フルトリプルGBL High-E♭
フルトリプルGBL High-E♭コンパクト
ウィンナホルン

ベル
YB ￥110,000 GB ￥121,000
YB ￥176,000 GB ￥187,000
YB ￥187,000 GB ￥198,000
YB ￥253,000 GB ￥264,000

ノーマル
クランツ付
ハンドハンマー
ハンドハンマークランツ付

ドルチェ楽器が日本総代理店を務めるデュルクホルン。
名だたる楽器工房で修業をしたマイスター、ディートマー・デュルク氏により1987年に誕生。
伝統を大切にしつつも、最新ヴァルブの開発など常に新しいアイディアを模索し実現、ホルン界に革新をもたらしました。
2020年に発表したD10“Allegrini experience”は瞬く間に世界中で話題となり、
デュルクホルンは常に進化していくホルンメーカーとなっています。

熟練の技と知識を持ち合わせた、二人の名マイスター、スティーブン・ルイスとディートマー・デュルクの出会いにより誕生したルイス&デュルクホルン。
シカゴ響に長年在籍したD.クレヴェンジャー氏をはじめ、アメリカの名だたるホルン奏者が愛用するホルンメーカー“ルイス”を制作するルイス氏と、
ドイツの名マイスター、デュルク氏の出会いはまさに運命的な出会いです。
10周年を記念したモデル、“LD-X5 Anniversary”も話題となりました。

自身がホルン奏者として数多くの一流オーケストラで培った経験と、ホルンに対する愛情が如何なく楽器製作に注ぎ込まれているシュミット。
すべてのパーツを自社工場で製作し、すべてをハンドメイドで作り上げていくホルンメーカーは現在ではシュミット社だけとなりました。
優美な曲線を描くフォルムや最新のテクノロジーで研究されたヴァルブセクションはすべて手作りで作られており、芳醇な音色が生み出されます。
気品あふれた造りが数多くの一流アーティストを虜にしています。

2019年に設立50周年を迎えたオットー社。
現在は二代目マイスター、マーティン・エッカー氏により、古き良き伝統を大切にしつつ、
様々な挑戦により、新しいオットーホルンの伝統も築きあげつつあります。
オットーホルンのモデルはそれぞれが素晴らしい個性を持ち、奏者の様々なニーズに応えられるようなラインナップとなっています。
今やヨーロッパを越えて、アメリカやアジアにまでそのニーズは広がり、世界に発信し続けるオットーホルン。ご期待ください。

シカゴ交響楽団のメンバーや
L.A.フィルのアンドリュー・ベイン氏が愛用し、
世界のホルン界で大きな注目を浴びるルーカスホルン。
自身もプロのホルン奏者である
ダン・ヴィディカン氏が一人で制作する
ハンドメイドホルンのメーカーで、
2014年春にスタートしました。

ユハース・ゾルターン氏はナチュラルホルンの
制作を始めた頃から
伝統的な音と21世紀の音楽家たちのニーズを
ひとつにしようと試みました。
長年にわたる研究と計算をもとに
プレーヤーたちとの実験を重ね、
ようやく彼独自のモデルの開発に成功。

《最先端の技術と革新的なアイディア》
フルトリプルYBL High Eb コンパクト

205YBL “Weimar Belrin”

アンサンブル

マウスピースシャンクの違いを、特別
なマウスパイプと2種類のレシー
バーで解決。ご自身に合った長年
お使いのマウスピースを変わらず
使い続けられるのもメリットの一つ
です。

D10 “Allegrini experience”

世界的ホルン奏者アレッシオ・アレグリー二氏が監修するD10“Allegrini experience”が
発表され、大きな注目を浴びています。新型ロータリーヴァルブは、よりスムーズな息の流れと
倍音豊かで暖かいサウンドを実現。中低高のどの音域でも抜群の音程感とレスポンスの良さを
兼ね備えています。プレイヤーからは「空間に広がっていく音の幅や深みをより一層感じられる
秀逸な楽器。良きパートナーとなる事を確信させてくれる。」と称賛のコメントが寄せられました。
世界的ホルン奏者と名工とのコラボした最新ホルンを是非お試しください。

LD-X5 Anniversary
LD-X5は、クリアな発音、オープンなサウンドを得ることができるモデル。ルイスの持つ伝統的
なデザインを残しつつも、国境を越えた二人のマイスターが共同開発したこのモデルは、その
比類なき性能により、奏者に最高のクオリティを持って応える楽器となりました。

LD-X6 Bb/High F デスカントホルン
ルイス＆デュルクのデスカントホルンは特別設計のヴェルブセクションによって、マウスパイプ
を長めに取ることを実現。 全ての音域で豊かなサウンドを生み出します。さらに、ロータリーを
介して分かれたマウスパイプがHigh F管への自然な息の流れを促し、B♭管との音色の差を
解消しました。付属のF管チューニングスライドはゲシュトップA管と付け替えができ、自然な低音
を醸し出します。

D3 Baborák

ラデク・バボラークのシグネチャーモデルD3 Baborákは、マウスパイプとベルをバボラーク
自ら選び、1本、1本最高の組み合わせを決定するという今までにない楽器です。ベルからベル
胴部分は通常のD3よりも長い時間をかけてハンマーでたたきあげ、マウスパイプもハンド
ハンマー仕上げにし、より響きがでるよう仕上げました。マウスパイプの中を真円にし、ベル胴
の繋ぎ目をなくすなど、ハンドメイドだからこそ可能な品質へのこだわりで、楽器の抵抗感や音程
などが非常にバランスよく、滑らかな演奏が可能です。

D3モデルでは、最新のCAD（コン
ピューター支援設計）技術を使用
し、従来のヴァルブセクションを大幅
に改善するデザインを可能にし、
D10“Allegrini experience”では、
息の流れに焦点を当てた120度回転
する切替ヴァルブを開発し、一躍
話題となりました。

シュミットホルンの代名詞ともいえるHigh Eb管。今回はフルトリプル
ホルンBb/F/High Ebをご紹介。ホルンを演奏する上で切っても切れ
ない関係の調整“Eb”。
シュミットのHigh Eb管は
オーケストラで、ソロで、
様々な場面で奏者を助け
てくれます。High F管より
構造上マウスパイプが長く
とれる為、息の流れの感覚
もフルダブルに似ており、
フルダブルからの移行も
スムーズです。是非一度
お試しください。

この205シリーズは、20世紀初頭のC.F .Schm id tによる
“Weimar-Berlin”からインスピレーションを受けて設計されました。
ベル部分はオットー社によるオリジナル。C.F.Schmidtを基に設計
されたマウスパイプは、音程の改善とさらなる音色の追求によって、
エッカー氏のカスタマイズがなされています。オットー社の他のモデル
と違い、マウスパイプ以外、本体のほとんどがイエローブラスになって
おり、さらに輝かしく、深みのある柔らかい音を実現。Carl Geyerに
ヒントを得た抜差管もイエローブラスで製作されています。マウス
パイプとベル銅部分は、支柱を使わず、直接接合などのこだわりに
ご注目ください。必要な支柱は、自社製作によるハンドハンマリング
により、一つ一つのホルンに合わせて作られ、調整されているのも
こだわりの部分です。

アメリカンホルンサウンドの原点とも言うべきガイ
ヤータイプによるシカゴサウンドを継承しているルー
カスホルンは、オリジナルガイヤーモデル「モデルL」
と抜差管はブラス製、Ron Pinc氏監修のマウスパイプ
を採用し、より当時のガイヤーを彷彿とさせる吹奏感、
音色を持つ「モデルG」の2種類がございます。全音域
に渡る均一な響き、レスポンスの良さ、そして人々を
魅了してやまない音色を実現いたしました。

ハンガリー製のナチュラルホルン。
安定感のあるしっかりとした音量
が出せる“シンフォニー”、しっかり
とした音色であり繊細さも持ち合わ
せている“アンサンブル”の2種類
がございます。追加のクルークを
使用してLow BbからHigh Cまで
10の調性で演奏できます。

Leadpipe Valve Section

D10 YBL
￥1,870,000

フルトリプルYBL High Eb コンパクト
￥2,695,000

205YBL “Weimar Belrin”
￥1,485,000

D3-RB YBL
￥2,024,000

日本総代理店 日本総代理店

日本総代理店

日本総代理店 日本総代理店

日本総代理店

“試した瞬間、このままコンサートに行ける、と感じた銘器”
バボラーク氏がパートナーに選んだデュルクD3。

世界的に活躍するホルン奏者アレッシオ・アレグリーニが監修し、
自身も愛用する話題のホルンD10“Allegrini experience”が新入荷！！ 

￥1,870,000
￥2,035,000

D10 YBL
D10 GBL

￥1,694,000
￥2,024,000
￥2,200,000

D3 YBL
D3-RB YBL
D3-RB GBL

LD-X6 Bb/High F デスカントホルン
F管チューニングスライド付 イエローブラス ベルカット
￥1,947,000

LD-X5 Anniversary
￥1,705,000

￥1,155,000
￥1,265,000
￥1,375,000
￥1,485,000
￥1,463,000
￥1,617,000

166YBL
166GBL
180K-JN YBL
180K-JN GBL
201YBL
201GBL

￥1,980,000
￥1,980,000

モデルL ノーラッカー
モデルG ノーラッカー

￥762,000
￥928,000

ナチュラルHR シンフォニック 6ボーゲン ケース無
ナチュラルHR アンサンブル 6ボーゲン ケース無

NEW!!


