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STAR BUBINGA -Made in Japan-

STAR Bubinga Available Sizes & Prices

STAR Drums( スター・ドラム ) は、長年のドラム作りで培ったシェルの鳴りを引き出すノウハウを、シェル構成の見直しや新パーツの設計を行うことで更に一歩推し進めたフラッグシップ
モデルです。ドラムシェルにはダークでディープなトーンと、パワフルなサウンドで高い評価を得ているブビンガ材を、タムのみならず、バスドラムやスネアドラムも全て 4.5mm という非
常に薄いシェルで統一。そのシェル内面を 9mm という厚いサウンド・フォーカス・リングで補強することで、基音のはっきりしたクリアーなサウンドを実現しました。さらに、タムをマウ
ントする際にドラムシェル本来の鳴りを妨げないように設計されたタムマウント方式 Super Resonant Mounting System、シェルへの接触面を可能な限り小さくしたブリッジタイプのラグな
どのサウンドを向上させるアイデアに加え、Quick-Lock Tom Bracket のようなセットアップの利便性を図るアイデアも凝縮しています。熟練の日本人職人の技術と革新的なアイデアが融合
した究極のドラムサウンド。それがこの STAR Drums です。

Bass Drums

Lacquer Finishes

口径

COLOR

16"
18"
18"
18"
20"
20"
20"
20"
22"
22"
22"
22"
24"
24"
24"
24"
26"
26"

ダーク・レッド・コルディア -DKR

Drums:
22"x14" bass drum, 10"x7" & 12"x8" tom toms,
14"x14" & 16"x16" floor toms, 14"x6.5" snare
drum.
Hardware & Accessories:
HTC107W combination stands (x2), HH905D hihat stand, HP900PN single pedal, HS100W snare
stand, HC103BW boom cymbal stand.
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。

深さ
12"
14"
15"
16"
14"
16"
17"
18"
14"
16"
17"
18"
14"
16"
17"
18"
14"
16"

品番

定価 ( 税抜価格 )

口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

Floor Toms
TBB1612S
TBB1814S
TBB1815S
TBB1816S
TBB2014S
TBB2016S
TBB2017S
TBB2018S
TBB2214S
TBB2216S
TBB2217S
TBB2218S
TBB2414S
TBB2416S
TBB2417S
TBB2418S
TBB2614S
TBB2616S

¥244,000
¥244,000
¥244,000
¥244,000
¥255,000
¥255,000
¥255,000
¥255,000
¥267,000
¥267,000
¥267,000
¥267,000
¥285,000
¥285,000
¥285,000
¥285,000
¥320,000
¥320,000

13"
14"
14"
14"
15"
15"
15"
16"
16"
16"
18"
18"
18"

12"
12"
13"
14"
13"
14"
15"
14"
15"
16"
14"
15"
16"

TBF1312S
TBF1412S
TBF1413S
TBF1414S
TBF1513S
TBF1514S
TBF1515S
TBF1614S
TBF1615S
TBF1616S
TBF1814S
TBF1815S
TBF1816S

¥166,000
¥166,000
¥166,000
¥166,000
¥174,000
¥174,000
¥174,000
¥179,000
¥179,000
¥179,000
¥193,000
¥193,000
¥193,000

口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

TBS136S
TBS1455S
TBS1465S
TBS148S

¥99,000
¥100,000
¥102,000
¥106,000

Snare Drums
13"
14"
14"
14"

口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

6"
7"
8"
6.5"
7"
8"
9"
10"
7"
8"
9"
10"
11"
7.5"
9"
10"
11"
12"
8"
10"
11"
12"
13"

TBT0806S
TBT0807S
TBT0808S
TBT1065S
TBT1007S
TBT1008S
TBT1009S
TBT1010S
TBT1207S
TBT1208S
TBT1209S
TBT1210S
TBT1211S
TBT1375S
TBT1309S
TBT1310S
TBT1311S
TBT1312S
TBT1408S
TBT1410S
TBT1411S
TBT1412S
TBT1413S

¥105,000
¥105,000
¥105,000
¥111,000
¥111,000
¥111,000
¥111,000
¥111,000
¥125,000
¥125,000
¥125,000
¥125,000
¥125,000
¥132,000
¥132,000
¥132,000
¥132,000
¥132,000
¥140,000
¥140,000
¥140,000
¥140,000
¥140,000

Tom Toms

6"
5.5"
6.5"
8"

8"
8"
8"
10"
10"
10"
10"
10"
12"
12"
12"
12"
12"
13"
13"
13"
13"
13"
14"
14"
14"
14"
14"

Options

Wood Inlay Option

STAR Drum では、シェル中央にウッド・インレイを施したフィニッシュが標準仕様とな
りますが、オプションとしてシェル・インナーの Sound Focus Rings 上下にウッド・イ
ンレイを追加すること、もしくはウッド・インレイを一切付けないことをご注文時にご
指定頂けます ( 価格変更はございません )。
* ナチュラル・インディアン・ローレル (NTI) は、インレイ無しのオプションはございま
せん。
12"x9" Tom tom 品番例）
TBT1209S ( アウトサイド・インレイ付 )、TBT1209D ( アウトサイド & SFR インレイ付 )、
TBT1209 ( インレイ無し )

FEATURES
Bubinga Shells (STAR Drum)

Die-Cast Hoops

-DKG/DKR/STN finish: 4.5mm, 1 inner ply Cordia
+ 4ply Bubinga + 1 outer ply Cordia w/ 9mm Sound
Focus Ring
-NTI finish: 4.5mm, 1 inner ply Cordia + 6ply Bubinga
+ 1 outer ply Indian Laurel w/ 9mm Sound Focus
Ring
-Other finish: 4.5mm, 1 inner ply Cordia + 5ply
Bubinga w/ 9mm Sound Focus Ring

Bass Drum Hoop Color Option
フープはサウンドとチューニングのしやすさを左右する重
要なパーツです。STAR ドラムでは、高い剛性を持つ亜鉛
ダイキャスト製フープを採用。ヘッドとフープの接触面を常
に垂直に保ちシビアなチューニングにも敏感に対応します。
基音のはっきりしたパワーのあるサウンドも大きな魅力で
す。

全てのシェルを、4.5mm と薄く成型し、9mm 厚のサウンド・
フォーカス・リングを装備することで、シェルの振動効率
を高めて豊かなレゾナンスを実現しています。

22"x14" Bass Drum 品番例
TBB2214S ( マッチド・フィニッシュ・フープ仕様 )、TBB2214SN ( ナチュラル・マット・
フィニッシュ・フープ仕様 )、TBB2214SB ( ダーク・ブラウン・マット・フィニッシュ・
フープ仕様 )

Delivery

受注生産となりますので、約 2 か月半の納期を頂きます。予めご了承ください。

Super Resonant Mounting System

Bass Drum Spurs

タムタムの鳴りを最 大限に生かす為、Super Resonant
Mounting System ( スーパー・レゾナント・マウンティング・
システム ) を採用。タムタムをマウントする際にドラムシェ
ルとフープに掛かる応力と『ねじり』に対する負荷を少なく
することで、シェル本来の鳴りを妨げない自然な鳴りを実
現しました。

Inside Finish

バスドラムのウッドフープはシェルカラーと同色 ( マッチド・フィニッシュ ) が標準仕様
となります。またオプションにより、ナチュラル・マット・フィニッシュとダーク・ブ
ラウン・マット・フィニッシュに変更いただくことも可能です ( 価格の変更はございませ
ん )。

REMO® Drum Heads

STAR Bubinga および STAR Maple のシェルは、全ての
シェル内面とエッジ部分に 1つずつ手作業でオイルフィニッ
シを施し、木材の持つサウンドキャラクターを損なうこと
なく、高級感あふれる質感と風合いを実現しています。更
に全てのブビンガシェルでは内面にコルディア材を採用。
美しい木目が高級感をより引き立てます。

ドラムペダルで打面をヒットした際に力の掛かるバスドラ
ム・スパー ( 脚棒 ) には、ソフトでサイズの大きめなラバー・
フィートを採用。これによりバスドラム・シェルが本来持つ
自然なレゾナンスを生み出すとともに、演奏時の快適な打
感を実現しました。
また、プレイ中のバスドラムの滑りを防ぐために用いられ
るスパイクにも、画期的なアイデアを取り入れています。
通常、レッグの部分とスパイクは同軸構成になっています
が、STAR ドラムではこの 2 つを分離させた 2 ピース構造
を採用。バスドラムをヒットした際の衝撃をスパイク自体
に伝えにくくすることで、よりバスドラムのシェルを自然に
『鳴らす』ことにこだわりました。

ドラムヘッドは、全て REMO® 社のヘッドを採用しています。

FINISHES

(Lacquer)

ダーク・グリーン・コルディア

ダーク・レッド・コルディア

DKG

DKR

サテン・ナチュラル・
コルディア

ナチュラル・インディアン・ ブルー・グレイ・メタリック
ローレル

サテン・グリーン・メタリック

BGM

ダーク・バーガンディ・
メタリック

サテン・ブルー・メタリック

NTI

DBM

SBM

SGM

アンティーク・ホワイト

ATW

スモーキー・ブラック

アトミック・オレンジ

コーラル・ピンク

グランド・アクア・ブルー

グランド・ロイヤル・ブルー

ソリッド・キャンディ・レッド

ピアノ・ブラック

SKB

AMO

CRP

GAQ

GYB

SDR

PBK

サニー・イエロー・ラッカー

ヴィンテージ・シー・ブルー

SYL

VSB

STN

-Tom Tom / Floor tom : REMO® Coated Ambassador
for Bat ter Side /REMO ® Clear Ambas s ador for
Bottom Side
-Bass Drum : REMO® Coated Powerstroke 3 for
Bat ter Side / REMO® Fibersk yn Powerstroke 3
Diplomat for Front Side
-Snare Drum : REMO® Coated Ambassador for Batter
Side / REMO® Snare Ambassador for Snare Side
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STAR MAPLE -Made in Japan-

STAR Maple Available Sizes & Prices

Lacquer Finishes

口径

STAR Drums( スター・ドラム ) は、長年のドラム作りで培ったシェルの鳴りを引き出すノウハウを、シェル構成の見直しや新パーツの設計を行うことで更に一歩推し進めたフラッグシップ
モデルです。この STAR Maple ドラムのシェルには、TAMA 独自の “コア・プライ” という、中央の 1 プライに 2mm の厚いメイプル材を使用し、その内側と外側に 2 プライ 1.5mm 厚のメ
イプル材で挟み込んだユニークな構成を採用。メイプルシェルが持つ明るくオープンなサウンドに加え、豊かなダイナミクスと芯の太いサウンドを獲得しています。さらに、タムをマウント
する際にドラムシェル本来の鳴りを妨げないように設計されたタムマウント方式 Super Resonant Mounting System、シェルへの接触面を可能な限り小さくしたブリッジタイプのラグなどの
サウンドを向上させるアイデアに加え、Quick-Lock Tom Bracket のようなセットアップの利便性を図るアイデアも凝縮。熟練の日本人職人の技術と革新的なアイデアが融合した究極のドラ
ムサウンド。それがこの STAR Drums です。

COLOR

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

Bass Drums
16"
18"
18"
18"
20"
20"
20"
20"
22"
22"
22"
22"
24"
24"
24"
24"
26"
26"

グロス・ナチュラル・カーリー・メイプル
-GCM

Drums:
22"x16" bass drum, 8"x6", 10"x7" & 12"x8" tom
toms, 14"x14" & 16"x16" floor toms, 14"x6.5"
snare drum.
Hardware & Accessories:
HTW109W double tom stand, HTC107W
combination stands, HC103BW Cymbal stands
(x2), HH905D hi-hat stand, HP900PN single
pedal, HS100W snare stand.
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。

12"
14"
15"
16"
14"
16"
17"
18"
14"
16"
17"
18"
14"
16"
17"
18"
14"
16"

口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

Floor Toms
TMB1612S
TMB1814S
TMB1815S
TMB1816S
TMB2014S
TMB2016S
TMB2017S
TMB2018S
TMB2214S
TMB2216S
TMB2217S
TMB2218S
TMB2414S
TMB2416S
TMB2417S
TMB2418S
TMB2614S
TMB2616S

¥244,000
¥244,000
¥244,000
¥244,000
¥255,000
¥255,000
¥255,000
¥255,000
¥267,000
¥267,000
¥267,000
¥267,000
¥285,000
¥285,000
¥285,000
¥285,000
¥320,000
¥320,000

13"
14"
14"
14"
15"
15"
15"
16"
16"
16"
18"
18"
18"

12"
12"
13"
14"
13"
14"
15"
14"
15"
16"
14"
15"
16"

TMF1312S
TMF1412S
TMF1413S
TMF1414S
TMF1513S
TMF1514S
TMF1515S
TMF1614S
TMF1615S
TMF1616S
TMF1814S
TMF1815S
TMF1816S

¥166,000
¥166,000
¥166,000
¥166,000
¥174,000
¥174,000
¥174,000
¥179,000
¥179,000
¥179,000
¥193,000
¥193,000
¥193,000

口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

TMS136S
TMS1455S
TMS1465S
TMS148S

¥99,000
¥100,000
¥102,000
¥106,000

Snare Drums
13"
14"
14"
14"

口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

6"
7"
8"
6.5"
7"
8"
9"
10"
7"
8"
9"
10"
11"
7.5"
9"
10"
11"
12"
8"
10"
11"
12"
13"

TMT0806S
TMT0807S
TMT0808S
TMT1065S
TMT1007S
TMT1008S
TMT1009S
TMT1010S
TMT1207S
TMT1208S
TMT1209S
TMT1210S
TMT1211S
TMT1375S
TMT1309S
TMT1310S
TMT1311S
TMT1312S
TMT1408S
TMT1410S
TMT1411S
TMT1412S
TMT1413S

¥105,000
¥105,000
¥105,000
¥111,000
¥111,000
¥111,000
¥111,000
¥111,000
¥125,000
¥125,000
¥125,000
¥125,000
¥125,000
¥132,000
¥132,000
¥132,000
¥132,000
¥132,000
¥140,000
¥140,000
¥140,000
¥140,000
¥140,000

Tom Toms

6"
5.5"
6.5"
8"

8"
8"
8"
10"
10"
10"
10"
10"
12"
12"
12"
12"
12"
13"
13"
13"
13"
13"
14"
14"
14"
14"
14"

Options

Wood Inlay Option

STAR Drum では、シェル中央にウッド・インレイを施したフィニッシュが標準仕様とな
りますが、オプションとしてシェル・インナーの Sound Focus Rings 上下にウッド・イ
ンレイを追加すること、もしくはウッド・インレイを一切付けないことをご注文時にご
指定頂けます ( 価格変更はございません )。
12"x9" Tom tom 品番例）
TMT1209S ( アウトサイド・インレイ付 )、TMT1209D ( アウトサイド & SFR インレイ付 )、
TMT1209 ( インレイ無し )

FEATURES

(GCM, OLC, RCM)

Maple Shells (STAR Drum)

Die-Cast Hoops

-OLC/RCM/GCM finish: 5mm, 5ply Maple + 1 outer
ply Curly Maple w/ 5mm Sound Focus Rings
-Other finish: 5mm, 5ply Maple w/ 5mm Sound Focus
Rings
中央の１プライに厚めの 2mm のメイプル材を“コア・プライ”
として使用し、その内側と外側にそれぞれ 2 プライ 1.5mm
厚のメイプル材で挟み込むシェル構成を採用し、単板シェ
ルのサウンドキャラクターを 5mm 厚という極薄シェルで
実現しました。

バスドラムのウッドフープはシェルカラーと同色 ( マッチド・フィニッシュ ) が標準仕様
となります。またオプションにより、ナチュラル・マット・フィニッシュとダーク・ブ
ラウン・マット・フィニッシュに変更いただくことも可能です ( 価格の変更はございませ
ん )。
* サテン・ダークモカ (SDM) フィニッシュのみ、ダーク・ブラウン・マット・フィニッシュ
のウッドフープはお選びいただけません。
22"x14" Bass Drum 品番例
TMB2214S ( マッチド・フィニッシュ・フープ仕様 )、TMB2214SN ( ナチュラル・マット・
フィニッシュ・フープ仕様 )、TMB2214SB ( ダーク・ブラウン・マット・フィニッシュ・
フープ仕様 )

Super Resonant Mounting System

Bass Drum Spurs

タムタムの鳴りを最 大限に生かす為、Super Resonant
Mounting System ( スーパー・レゾナント・マウンティング・
システム ) を採用。タムタムをマウントする際にドラムシェ
ルとフープに掛かる応力と『ねじり』に対する負荷を少なく
することで、シェル本来の鳴りを妨げない自然な鳴りを実
現しました。

Inside Finish

Bass Drum Hoop Color Option
フープはサウンドとチューニングのしやすさを左右する重
要なパーツです。STAR ドラムでは、高い剛性を持つ亜鉛
ダイキャスト製フープを採用。ヘッドとフープの接触面を常
に垂直に保ちシビアなチューニングにも敏感に対応します。
基音のはっきりしたパワーのあるサウンドも大きな魅力で
す。

REMO® Drum Heads

STAR Bubinga および STAR Maple のシェルは、全ての
シェル内面とエッジ部分に 1つずつ手作業でオイルフィニッ
シを施し、木材の持つサウンドキャラクターを損なうこと
なく、高級感あふれる質感と風合いを実現しています。

ドラムペダルで打面をヒットした際に力の掛かるバスドラ
ム・スパー ( 脚棒 ) には、ソフトでサイズの大きめなラバー・
フィートを採用。これによりバスドラム・シェルが本来持つ
自然なレゾナンスを生み出すとともに、演奏時の快適な打
感を実現しました。
また、プレイ中のバスドラムの滑りを防ぐために用いられ
るスパイクにも、画期的なアイデアを取り入れています。
通常、レッグの部分とスパイクは同軸構成になっています
が、STAR ドラムでは、この 2 つを分離させた 2 ピース構
造を採用。バスドラムをヒットした際の衝撃をスパイク自
体に伝えにくくすることで、よりバスドラムのシェルを自然
に『鳴らす』ことにこだわりました。

ドラムヘッドは、全て REMO® 社のヘッドを採用しています。

FINISHES

受注生産となりますので、約 2 か月半の納期を頂きます。予めご了承ください。

(Lacquer)

オーシャン・ブルー・
カーリー・メイプル

ラズベリー・カーリー・
メイプル

ブルー・グレイ・メタリック

RCM

BGM

サテン・バーガンディ・レッド

サテン・ダーク・モカ

SBD

SDM

ソリッド・キャンディ・レッド

SDR

OLC

Delivery

ダーク・バーガンディ・
メタリック

サテン・ブルー・メタリック

サテン・グリーン・メタリック

サテン・アンバー・ゴールド

DBM

SBM

SGM

SAG

アンティーク・ホワイト

スモーキー・ブラック

アトミック・オレンジ

コーラル・ピンク

グランド・アクア・ブルー

グランド・ロイヤル・ブルー

ATW

SKB

AMO

CRP

GAQ

GYB

ピアノ・ブラック

サニー・イエロー・ラッカー

ヴィンテージ・シー・ブルー

PBK

SYL

VSB

グロス・ナチュラル・
カーリー・メイプル

サテン・アンティーク・
ブラウン

SAB

-Tom Tom / Floor tom : REMO® Coated Ambassador
for Bat ter Side /REMO ® Clear Ambas s ador for
Bottom Side
-Bass Drum : REMO® Coated Powerstroke 3 for
Bat ter Side / REMO® Fibersk yn Powerstroke 3
Diplomat for Front Side
-Snare Drum : REMO® Coated Ambassador for Batter
Side / REMO® Snare Ambassador for Snare Side

6

GCM
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STAR WALNUT -Made in Japan-

STAR Walnut Available Sizes & Prices

STAR Drums( スター・ドラム ) は、長年のドラム作りで培ったシェルの鳴りを引き出すノウハウを、シェル構成の見直しや新パーツの設計を行うことで更に一歩推し進めたフラッグシップ
モデルです。STAR Walnut ドラムのシェルには、中低音の効いたサウンドが特長で、歯切れの良い甘くファットなトーンが魅力のウォルナット・シェルを採用しています。さらに、タムを
マウントする際にドラムシェル本来の鳴りを妨げないように設計されたタムマウント方式 Super Resonant Mounting System、シェルへの接触面を可能な限り小さくしたブリッジタイプのラ
グなどのサウンドを向上させるアイデアに加え、Quick-Lock Tom Bracket のようなセットアップの利便性を図るアイデアも凝縮しています。さらにドラムセットにとって重要である外観も、
ワイルドな杢目が特徴的な日本原産のセンや、くっきりとした波打つ杢目が特徴のチェスナットを採用したシェルフィニッシュなど、高級感あふれる多くのラッカーフィニッシュを用意して
います。

Bass Drums

Lacquer Finishes

口径

COLOR

16"
18"
18"
18"
20"
20"
20"
20"
22"
22"
22"
22"
24"
24"
24"
24"
26"
26"

ライト・インディゴ・チェスナット -LIC

Drums:
22"x16" bass drum, 10"x7" & 12"x8" tom toms,
16"x16" floor tom, 14"x6.5" snare drum.
Hardware & Accessories:
HTC107W combination stands (x2), HH905D hihat stand, HP900PN single pedal, HS100W snare
stand, HC103BW boom cymbal stand.
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。

深さ
12"
14"
15"
16"
14"
16"
17"
18"
14"
16"
17"
18"
14"
16"
17"
18"
14"
16"

品番

定価 ( 税抜価格 )

口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

Floor Toms
TWB1612
TWB1814
TWB1815
TWB1816
TWB2014
TWB2016
TWB2017
TWB2018
TWB2214
TWB2216
TWB2217
TWB2218
TWB2414
TWB2416
TWB2417
TWB2418
TWB2614
TWB2616

¥180,000
¥180,000
¥180,000
¥180,000
¥188,000
¥188,000
¥188,000
¥188,000
¥197,000
¥197,000
¥197,000
¥197,000
¥210,000
¥210,000
¥210,000
¥210,000
¥236,000
¥236,000

13"
14"
14"
14"
15"
15"
15"
16"
16"
16"
18"
18"
18"

12"
12"
13"
14"
13"
14"
15"
14"
15"
16"
14"
15"
16"

TWF1312
TWF1412
TWF1413
TWF1414
TWF1513
TWF1514
TWF1515
TWF1614
TWF1615
TWF1616
TWF1814
TWF1815
TWF1816

¥123,000
¥123,000
¥123,000
¥123,000
¥128,000
¥128,000
¥128,000
¥132,000
¥132,000
¥132,000
¥142,000
¥142,000
¥142,000

口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

TWS136
TWS1455
TWS1465
TWS148

¥80,000
¥81,000
¥82,000
¥86,000

Snare Drums
13"
14"
14"
14"

口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

6"
7"
8"
6.5"
7"
8"
9"
10"
7"
8"
9"
10"
11"
7.5"
9"
10"
11"
12"
8"
10"
11"
12"
13"

TWT0806
TWT0807
TWT0808
TWT1065
TWT1007
TWT1008
TWT1009
TWT1010
TWT1207
TWT1208
TWT1209
TWT1210
TWT1211
TWT1375
TWT1309
TWT1310
TWT1311
TWT1312
TWT1408
TWT1410
TWT1411
TWT1412
TWT1413

¥78,000
¥78,000
¥78,000
¥82,000
¥82,000
¥82,000
¥82,000
¥82,000
¥92,000
¥92,000
¥92,000
¥92,000
¥92,000
¥97,000
¥97,000
¥97,000
¥97,000
¥97,000
¥103,000
¥103,000
¥103,000
¥103,000
¥103,000

Tom Toms

6"
5.5"
6.5"
8"

8"
8"
8"
10"
10"
10"
10"
10"
12"
12"
12"
12"
12"
13"
13"
13"
13"
13"
14"
14"
14"
14"
14"

FEATURES
Walnut Shells (STAR Drum)

Die-Cast Hoops

硬質で衝撃に対して高い耐久性を持ちながら、比重は軽
く、深みのある美しい木目を持つため、古くより高級家具
材として使用されてきたウォルナット材。サウンド特性とし
ては、中低音域に独特の丸みと温かみがあり、高級感溢
れるファットな鳴りをもたらします。

フープはサウンドとチューニングのしやすさを左右する重
要なパーツです。STAR ドラムでは、高い剛性を持つ亜鉛
ダイキャスト製フープを採用。ヘッドとフープの接触面を常
に垂直に保ちシビアなチューニングにも敏感に対応します。
基音のはっきりしたパワーのあるサウンドも大きな魅力で
す。

Delivery

受注生産となりますので、約 2 か月半の納期を頂きます。予めご了承ください。

Super Resonant Mounting System

Bass Drum Spurs

タムタムの鳴りを最 大限に生かす為、Super Resonant
Mounting System ( スーパー・レゾナント・マウンティング・
システム ) を採用。タムタムをマウントする際にドラムシェ
ルとフープに掛かる応力と『ねじり』に対する負荷を少なく
することで、シェル本来の鳴りを妨げない自然な鳴りを実
現しました。

Minimum Shell Contact

REMO® Drum Heads

ドラムに付いている様々なパーツは、シェルのレゾナンス
とサウンドに影響を与える要素となります。STAR シリーズ
のあらゆるパーツには、シェルのレゾナンスを最大に生か
すための設計が施されています。

ドラムペダルで打面をヒットした際に力の掛かるバスドラ
ム・スパー ( 脚棒 ) には、ソフトでサイズの大きめなラバー・
フィートを採用。これによりバスドラム・シェルが本来持つ
自然なレゾナンスを生み出すとともに、演奏時の快適な打
感を実現しました。
また、プレイ中のバスドラムの滑りを防ぐために用いられ
るスパイクにも、画期的なアイデアを取り入れています。
通常、レッグの部分とスパイクは同軸構成になっています
が、STAR ドラムではこの 2 つを分離させた 2 ピース構造
を採用。バスドラムをヒットした際の衝撃をスパイク自体
に伝えにくくすることで、よりバスドラムのシェルを自然に
『鳴らす』ことにこだわりました。

ドラムヘッドは、全て REMO® 社のヘッドを採用しています。

FINISHES

(Lacquer)

インディゴ・セン・バースト

ガーネット・セン・バースト

IJB

GJB

サテン・ブラック・セン・ サテン・チャコール・セン
バースト

SCS

サテン・ブラック・
ウォルナット

レ ッ ド・ バ ー ガ ン デ ィ・ ダークモカ・ウォールナット
ウォールナット

ミント・グリーン・ミスト

SBJ

RBW

DMW

MGN

スモーキー・ブルー・ミス
ト

SBU

アンティーク・ホワイト

スモーキー・ブラック

アトミック・オレンジ

コーラル・ピンク

グランド・アクア・ブルー

グランド・ロイヤル・ブルー

ソリッド・キャンディ・レッド

ATW

SKB

AMO

CRP

GAQ

GYB

SDR

ピアノ・ブラック

サニー・イエロー・ラッカー

SYL

ライト・インディゴ・
チェスナット

シナモン・チェスナット

PBK

SBN

-Tom Tom / Floor tom : REMO® Coated Ambassador
for Bat ter Side /REMO ® Clear Ambas s ador for
Bottom Side
-Bass Drum : REMO® Coated Powerstroke 3 for
Bat ter Side / REMO® Fibersk yn Powerstroke 3
Diplomat for Front Side
-Snare Drum : REMO® Coated Ambassador for Batter
Side / REMO® Snare Ambassador for Snare Sidede
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STARCLASSIC BUBINGA -Made in Japan-

Starclassic Bubinga Available Sizes & Prices

Lacquer Finishes

口径

Starclassic( スタークラシック ) は、「ドラムシェルをいかにきれいに鳴らすか」を追求して生まれ、20 年以上にわたりシェル作りから一貫して自社工場で生産している TAMA を代表するド
ラムシリーズです。この Starclassic Bubinga は、近年の楽器のマテリアルとして定着しつつあるブビンガ材を採用したドラムセットシリーズ。他の木材とは一線を画すほどダークで、中低
音が豊かなこの材をやや厚めのシェルに成型。パワフルで厚みのあるサウンドを実現しました。その芯の太いサウンドは、ステージでも他の楽器の音に埋もれない圧倒的な存在感を誇ります。
また機能面ではタムとフロアタムのブラケット部に Quick-Lock Tom Bracket という機構を採用することで、セッティングのしやすさも追求しています。ドラムシェルは 40 以上もの豊富なシェ
ルサイズバリエーションに加え、数多くの美しいラッカーフィニッシュ、クローム / ブラックニッケルの 2 種類のパーツフィニッシュなど、幅広いセレクションをご用意しています。

COLOR

レギュラー仕様
クローム

ブラックニッケル

定価 ( 税抜価格 )

14"
16"
14"
16"
18"
14"
16"
18"
20"
14"
16"
18"

BB1814
BB1816
BB2014
BB2016
BB2018
BB2214
BB2216
BB2218
BB2220
BB2414
BB2416
BB2418

BB1814BN
BB1816BN
BB2014BN
BB2016BN
BB2018BN
BB2214BN
BB2216BN
BB2218BN
BB2220BN
BB2414BN
BB2416BN
BB2418BN

¥166,000
¥166,000
¥173,000
¥173,000
¥173,000
¥180,000
¥180,000
¥180,000
¥180,000
¥190,000
¥190,000
¥190,000

12"
13"
14"
14"
15"
16"
14"
15"
16"

BF1412
BF1413
BF1414
BF1614
BF1615
BF1616
BF1814
BF1815
BF1816

BF1412BN
BF1413BN
BF1414BN
BF1614BN
BF1615BN
BF1616BN
BF1814BN
BF1815BN
BF1816BN

¥102,000
¥102,000
¥102,000
¥110,000
¥110,000
¥110,000
¥118,000
¥118,000
¥118,000

6"
7"
8"
6.5"
7"
8"
9"
10"
7"
8"
9"
10"
11"
7.5"
9"
10"
11"
12"
8”
10"
11"
12"
13"

BT0806
BT0807
BT0808
BT1065
BT1007
BT1008
BT1009
BT1010
BT1207
BT1208
BT1209
BT1210
BT1211
BT1375
BT1309
BT1310
BT1311
BT1312
BT1408
BT1410
BT1411
BT1412
BT1413

BT0806BN
BT0807BN
BT0808BN
BT1065BN
BT1007BN
BT1008BN
BT1009BN
BT1010BN
BT1207BN
BT1208BN
BT1209BN
BT1210BN
BT1211BN
BT1375BN
BT1309BN
BT1310BN
BT1311BN
BT1312BN
BT1408BN
BT1410BN
BT1411BN
BT1412BN
BT1413BN

¥67,000
¥67,000
¥67,000
¥71,000
¥71,000
¥71,000
¥71,000
¥71,000
¥81,000
¥81,000
¥81,000
¥81,000
¥81,000
¥85,000
¥85,000
¥85,000
¥85,000
¥85,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000

4"
5.5"
6.5"

BS1440
BS1455
BS1465

BS1440BN
BS1455BN
BS1465BN

¥77,000
¥77,000
¥81,000

Bass Drums
18"
18"
20"
20"
20"
22"
22"
22"
22"
24"
24"
24"

ブルー・スウェル・バースト -BSB

クローム
Drums:
22"x18" bass drum w/ tom mount, 10"x7" &
12"x8" tom toms, 16"x14" floor tom, 14"x5.5"
snare drum.
Hardware & Accessories:
MTH1000 double tom holder, HH905D hi-hat
stand, HP900PN single pedal, HS800W snare
stand, HC83BW boom cymbal stands(x3).
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。

深さ

Parts Finishes
パーツフィニッシュを、クローム、ブラックニッケルの 2 種
類から価格変更なしでお選び頂けます。ご注文の際、品番末
尾にブラックニッケルの場合は BN を付けてご注文ください。

Tom Holder Base
バ ス ド ラ ム は タ ム ホ ル ダ ー ベ ー ス 無 し の モ デ ル、 ま た は
“MTH1000” タムホルダーに対応したタムホルダーベース付
のモデルもお選び頂けます ( ご注文の際、品番末尾に Y を付
けてご注文ください )。

Bass Drum Front Head

Floor Toms
14"
14"
14"
16"
16"
16"
18"
18"
18"

バスドラムのフロントヘッドは、TAMA オリジナル黒ヘッド
となります。

Available Colors

シェルカラーは、ラッカーフィニッシュ 18 色の中からお選
びいただけます。

Tom Toms
8"
8"
8"
10"
10"
10"
10"
10"
12"
12"
12"
12"
12"
13"
13"
13"
13"
13"
14"
14"
14"
14"
14"

FEATURES
Bubinga Shells (Starclassic)

EVANS® Heads

9ply Bubinga Shell
TT/FT : 7mm
BD/SD : 8mm
アフリカを原産とするブビンガ材は、非常にシャープでア
グレッシブなアタックと、深みのある太い音響特性を持つ
シェルマテリアルです。やや厚めに成型することで、その
サウンド特徴を最大限に引き出しました。

タムタム、 フロアタムの 打 面 には 2 プライの EVANS®
GENERA G2 クリアー、裏 面には G1 クリアー。そして、
バスドラムの打面には EVANS® GENERA EQ4 を標準装
備し、よりソリッドなサウンドと耐久性を実現しています。
※バスドラムのフロントヘッドは、TAMA オリジナル黒ヘッ
ドとなります。

Options

Delivery

受注生産となりますので、約 1 か月半の納期を頂きます。予
めご了承ください。

Snare Drums

Die-Cast Hoops

14"
14"
14"

Star-Cast Mounting System

高い剛性を持つ亜鉛ダイキャスト製フープがヘッドとフープ
の接触面を常に垂直に保ち、シビアなチューニングにも敏
感に対応します。基音のはっきりしたパワーのあるサウンド
も大きな魅力です。

タムタムのシェルの鳴りを妨げないように “フープ部分を
手で掴んで持った状態” を想定して Starclassic シリーズ
に採用しているのが Star-Cast Mounting System です。
現行モデルでは、レバーの ON/OFF を切り替えるだけで、
ドラムキーを使うことなくメモリーロックを着脱できる機構
を採用。セットアップと ティアダウンが簡単に行えるよう
になりました。

FINISHES

ボルカニック・レッド・
バースト

ブラック・クラウズ &
シルバー・ライニングス

ブルー・ネビュラ・ブレイズ

シャンペイン・スパークル

クリムゾン・スパークル

ディーパー・パープル

BCS

BNZ

CHS

CMS

DPP

ライト・ジェイド・バースト

レッド・シャンペイン・
スパークル・フェード

サテン・パール・ホワイト

シルバー・スノー・
レーシング・ストライプ

サニー・イエロー・ラッカー

SYL

VRB

LJB

ブルー・スウェル・バースト

BSB

10

RCF

SPW

SSR

ガーネット・スウェル・
バースト

GAS

11

エメラルド・シー・
スパークル・フェード

ゴールド・ラッシュ・
スパークル

マット・ブラック

ピアノ・ブラック

ピアノ・ホワイト

MAB

PBK

PWH

ESS

GDS

STARCLASSIC MAPLE -Made in JapanLacquer Finishes

Starclassic Maple -Lacquer Finish- Available Sizes & Prices
Options
口径

1994 年に「ドラムの持つ本来の鳴りを妨げず、優れたシェル鳴りの実現すること」を目指して、TAMA が開発したのが Starclassic Maple シリーズ。限りなく薄く成型したドラムシェルと
高い剛性を持つダイキャスト製フープの組み合わせは、明るくクリアーな鳴りとレゾナンス豊かなサウンドが特長です。デビューから 20 年以上経ち、時代のニーズに合わせて様々な仕様変
更を行いながらも、今もなお自社工場で一貫して生産している TAMA こだわりのシリーズです。また機能面ではタムとフロアタムのブラケット部に Quick-Lock Tom Bracket という機構を
採用することで、セッティングのしやすさも追求しています。ドラムシェルは 40 以上もの豊富なシェルサイズバリエーションに加え、サウンド・フォーカス・リングの有無や、数多くの美
しいラッカーフィニッシュ、クローム / ブラックニッケルの 2 種類のパーツフィニッシュなどを組み合わせて頂くことで、様々なプレイヤーの趣向に対応できるドラムシリーズになっています。

COLOR

クローム

レギュラー仕様

ブラックニッケル 定価 ( 税抜価格 )

サウンド・フォーカス・リング付仕様

クローム

ブラックニッケル 定価 ( 税抜価格 )

Bass Drums
18"
18"
20"
20"
20"
22"
22"
22"
22"
24"
24"
24"

ガーネット・スウェル・バースト -GAS
クローム

Drums:
22"x16" bass drum w/ tom mount, 10"x7" &
12"x8" tom toms, 16"x16" floor tom, 14"x6.5"
snare drum.
Hardware & Accessories:
MTH1000 double tom holder, HH905D hi-hat
stand, HP900PN single pedal, HS800W snare
stand, HC83BW boom cymbal stands(x3).
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。

深さ

14"
16"
14"
16"
18"
14"
16"
18"
20"
14"
16"
18"

SMB1814
SMB1816
SMB2014
SMB2016
SMB2018
SMB2214
SMB2216
SMB2218
SMB2220
SMB2414
SMB2416
SMB2418

SMB1814BN
SMB1816BN
SMB2014BN
SMB2016BN
SMB2018BN
SMB2214BN
SMB2216BN
SMB2218BN
SMB2220BN
SMB2414BN
SMB2416BN
SMB2418BN

¥166,000
¥166,000
¥173,000
¥173,000
¥173,000
¥180,000
¥180,000
¥180,000
¥180,000
¥190,000
¥190,000
¥190,000

SMB1814F
SMB1816F
SMB2014F
SMB2016F
SMB2018F
SMB2214F
SMB2216F
SMB2218F
SMB2220F
SMB2414F
SMB2416F
SMB2418F

SMB1814FBN
SMB1816FBN
SMB2014FBN
SMB2016FBN
SMB2018FBN
SMB2214FBN
SMB2216FBN
SMB2218FBN
SMB2220FBN
SMB2414FBN
SMB2416FBN
SMB2418FBN

¥173,000
¥173,000
¥180,000
¥180,000
¥180,000
¥187,000
¥187,000
¥187,000
¥187,000
¥197,000
¥197,000
¥197,000

SMF1412
SMF1413
SMF1414
SMF1614
SMF1615
SMF1616
SMF1814
SMF1815
SMF1816

SMF1412BN
SMF1413BN
SMF1414BN
SMF1614BN
SMF1615BN
SMF1616BN
SMF1814BN
SMF1815BN
SMF1816BN

¥102,000
¥102,000
¥102,000
¥110,000
¥110,000
¥110,000
¥118,000
¥118,000
¥118,000

SMF1412F
SMF1413F
SMF1414F
SMF1614F
SMF1615F
SMF1616F
SMF1814F
SMF1815F
SMF1816F

SMF1412FBN
SMF1413FBN
SMF1414FBN
SMF1614FBN
SMF1615FBN
SMF1616FBN
SMF1814FBN
SMF1815FBN
SMF1816FBN

¥109,000
¥109,000
¥109,000
¥117,000
¥117,000
¥117,000
¥125,000
¥125,000
¥125,000

SMT0806
SMT0807
SMT0808
SMT1065
SMT1007
SMT1008
SMT1009
SMT1010
SMT1207
SMT1208
SMT1209
SMT1210
SMT1211
SMT1375
SMT1309
SMT1310
SMT1311
SMT1312
SMT1408
SMT1410
SMT1411
SMT1412
SMT1413

SMT0806BN
SMT0807BN
SMT0808BN
SMT1065BN
SMT1007BN
SMT1008BN
SMT1009BN
SMT1010BN
SMT1207BN
SMT1208BN
SMT1209BN
SMT1210BN
SMT1211BN
SMT1375BN
SMT1309BN
SMT1310BN
SMT1311BN
SMT1312BN
SMT1408BN
SMT1410BN
SMT1411BN
SMT1412BN
SMT1413BN

¥67,000
¥67,000
¥67,000
¥71,000
¥71,000
¥71,000
¥71,000
¥71,000
¥81,000
¥81,000
¥81,000
¥81,000
¥81,000
¥85,000
¥85,000
¥85,000
¥85,000
¥85,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000

SMT0806F
SMT0807F
SMT0808F
SMT1065F
SMT1007F
SMT1008F
SMT1009F
SMT1010F
SMT1207F
SMT1208F
SMT1209F
SMT1210F
SMT1211F
SMT1375F
SMT1309F
SMT1310F
SMT1311F
SMT1312F
SMT1408F
SMT1410F
SMT1411F
SMT1412F
SMT1413F

SMT0806FBN
SMT0807FBN
SMT0808FBN
SMT1065FBN
SMT1007FBN
SMT1008FBN
SMT1009FBN
SMT1010FBN
SMT1207FBN
SMT1208FBN
SMT1209FBN
SMT1210FBN
SMT1211FBN
SMT1375FBN
SMT1309FBN
SMT1310FBN
SMT1311FBN
SMT1312FBN
SMT1408FBN
SMT1410FBN
SMT1411FBN
SMT1412FBN
SMT1413FBN

¥72,000
¥72,000
¥72,000
¥76,000
¥76,000
¥76,000
¥76,000
¥76,000
¥86,000
¥86,000
¥86,000
¥86,000
¥86,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥95,000
¥95,000
¥95,000
¥95,000
¥95,000

SMS440T
SMS455T
SMS465T

SMS440TBN
SMS455TBN
SMS465TBN

¥76,000
¥76,000
¥80,000

SMS440FT
SMS455FT
SMS465FT

SMS440FTBN
SMS455FTBN
SMS465FTBN

¥81,000
¥81,000
¥85,000

Floor Toms
14"
14"
14"
16"
16"
16"
18"
18"
18"

12"
13"
14"
14"
15"
16"
14"
15"
16"

Tom Toms
8"
8"
8"
10"
10"
10"
10"
10"
12"
12"
12"
12"
12"
13"
13"
13"
13"
13"
14"
14"
14"
14"
14"

FEATURES
Maple Shells (Starclassic)

EVANS® Heads

All Maple
TT/FT/SD: 6ply, 5mm
BD: 7ply, 7mm
センシティブなレスポンスと豊かな “鳴り” を誇る極薄の
メイプルシェル。明るくクリアなサウンドはメイプルならで
はのもの。また、オプションとして、よりタイトな音の輪郭
を生み出す SFR( サウンドフォーカスリング ) 付きのシェル
もお選びいただけます。

タムタム、 フロアタムの 打 面 には 2 プライの EVANS®
GENERA G2 クリアー、裏 面には G1 クリアー。そして、
バスドラムの打面には EVANS® GENERA EQ4 を標準装
備し、よりソリッドなサウンドと耐久性を実現しています。
※バスドラムのフロントヘッドは、TAMA オリジナル黒ヘッ
ドとなります。

6"
7"
8"
6.5"
7"
8"
9"
10"
7"
8"
9"
10"
11"
7.5"
9"
10"
11"
12"
8"
10"
11"
12"
13"

Parts Finishes
パーツフィニッシュを、クローム、ブラックニッケルの 2 種
類から価格変更なしでお選び頂けます。ご注文の際、品番末
尾にブラックニッケルの場合は BN を付けてご注文ください。

Tom Holder Base
バ ス ド ラ ム は タ ム ホ ル ダ ー ベ ー ス 無 し の モ デ ル、 ま た は
“MTH1000” タムホルダーに対応したタムホルダーベース付
のモデルもお選び頂けます ( ご注文の際、品番末尾に Y を付
けてご注文ください )。

Sound Focus Ring
シェルのエッジ両端の内側に取り付けることで、よりタイト
な輪郭の音を生み出す “Sound Focus Ring” をオプションに
てお選び頂けます。価格はチャートを参照ください。

Bass Drum Front Head

バスドラムのフロントヘッドは、TAMA オリジナル黒ヘッド
となります。

Available Colors

シェルカラーは、ラッカーフィニッシュ 24 色の中からお選
びいただけます。

Delivery

受注生産となりますので、約 1 か月半の納期を頂きます。予
めご了承ください。

Snare Drums

Die-Cast Hoops

14"
14"
14"

Star-Cast Mounting System

高い剛性を持つ亜鉛ダイキャスト製フープがヘッドとフープ
の接触面を常に垂直に保ち、シビアなチューニングにも敏
感に対応します。基音のはっきりしたパワーのあるサウンド
も大きな魅力です。

タムタムのシェルの鳴りを妨げないように “フープ部分を
手で掴んで持った状態” を想定して Starclassic シリーズ
に採用しているのが Star-Cast Mounting System です。
現行モデルでは、レバーの ON/OFF を切り替えるだけで、
ドラムキーを使うことなくメモリーロックを着脱できる機構
を採用。セットアップと ティアダウンが簡単に行えるよう
になりました。

※バスドラムの SFR 付き、ブラックニッケル・
パーツ、タムホルダーベース付きの仕様
の場合のみ、品番末尾は「FBY」となり
ます。
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4"
5.5"
6.5"

FINISHES

ブラック・クラウズ &
シルバー・ライニングス

ブルー・ネビュラ・ブレイズ

シャンペイン・スパークル

クリムゾン・スパークル

ディーパー・パープル

BCS

BNZ

CHS

CMS

DPP

シルバー・スノー・
レーシング・ストライプ

レッド・シャンペイン・
スパークル・フェード

サテン・パール・ホワイト

RCF

SPW

ハニー・ゴールド

モルテン・サテン・
ブラウン・バースト

HNG

MBB

エメラルド・シー・
スパークル・フェード

ゴールド・ラッシュ・
スパークル

ライト・ジェイド・バースト

GDS

LJB

ESS

サニー・イエロー・ラッカー

チェリー・ブラック

ダーク・チェリー・フェード

ダークモカ・バースト

ゴールド・サンバースト

SYL

CBK

DCF

DMB

GSB

マット・ブラック

ピアノ・ブラック

ピアノ・ホワイト

ガーネット・スウェル・バースト

PBK

PWH

トワイライト・ブルー・
バースト

ブルー・スウェル・バースト

MAB

BSB

GAS

SSR
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TWB

STARCLASSIC MAPLE -Made in JapanDuracover Wrap Finishes

Starclassic Maple -Wrap Finish- Available Sizes & Prices
Options
口径

1994 年に「ドラムの持つ本来の鳴りを妨げず、優れたシェル鳴りの実現すること」を目指して、TAMA が開発したのが Starclassic Maple シリーズ。限りなく薄く成型したドラムシェルと
高い剛性を持つダイキャスト製フープの組み合わせは、明るくクリアーな鳴りとレゾナンス豊かなサウンドが特長。デビューから 20 年以上経ち、時代のニーズに合わせて様々な仕様変更を
行いながらも、今もなお自社工場で一貫して生産しています。また機能面ではタムとフロアタムのブラケット部に Quick-Lock Tom Bracket という機構を採用することで、セッティングのし
やすさも追求しています。ドラムシェルは 40 以上もの豊富なシェルサイズバリエーションに加え、サウンド・フォーカス・リングの有無や、ヴィンテージドラム風のカバリングフィニッシュ、
クローム / ブラックニッケルの 2 種類のパーツフィニッシュなどを組み合わせて頂くことで、様々なプレイヤーの趣向に対応できるドラムシリーズになっています。

COLOR

ブルー・アンド・ホワイト・オイスター
- BWO
クローム

Drums:
20"x16" bass drum w/tom mount, 10"x7" &
12"x8" tom toms, 16"x16" floor tom, 14"x5.5"
snare drum.
Hardware & Accessories:
MTH1000 double tom holder, HH905D hi-hat
stand, HP900PN single pedal, HS800W snare
stand, HC83BW boom cymbal stands(x3).
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。

深さ

クローム

レギュラー仕様

ブラックニッケル 定価 ( 税抜価格 )

サウンド・フォーカス・リング付仕様

クローム

ブラックニッケル 定価 ( 税抜価格 )

Bass Drums
18"
18"
20"
20"
20"
22"
22"
22"
22"
24"
24"
24"

14"
16"
14"
16"
18"
14"
16"
18"
20"
14"
16"
18"

MGB1814
MGB1816
MGB2014
MGB2016
MGB2018
MGB2214
MGB2216
MGB2218
MGB2220
MGB2414
MGB2416
MGB2418

MGB1814BN
MGB1816BN
MGB2014BN
MGB2016BN
MGB2018BN
MGB2214BN
MGB2216BN
MGB2218BN
MGB2220BN
MGB2414BN
MGB2416BN
MGB2418BN

¥166,000
¥166,000
¥173,000
¥173,000
¥173,000
¥180,000
¥180,000
¥180,000
¥180,000
¥190,000
¥190,000
¥190,000

MGB1814F
MGB1816F
MGB2014F
MGB2016F
MGB2018F
MGB2214F
MGB2216F
MGB2218F
MGB2220F
MGB2414F
MGB2416F
MGB2418F

MGB1814FBN
MGB1816FBN
MGB2014FBN
MGB2016FBN
MGB2018FBN
MGB2214FBN
MGB2216FBN
MGB2218FBN
MGB2220FBN
MGB2414FBN
MGB2416FBN
MGB2418FBN

¥173,000
¥173,000
¥180,000
¥180,000
¥180,000
¥187,000
¥187,000
¥187,000
¥187,000
¥197,000
¥197,000
¥197,000

MGF1412
MGF1413
MGF1414
MGF1614
MGF1615
MGF1616
MGF1814
MGF1815
MGF1816

MGF1412BN
MGF1413BN
MGF1414BN
MGF1614BN
MGF1615BN
MGF1616BN
MGF1814BN
MGF1815BN
MGF1816BN

¥102,000
¥102,000
¥102,000
¥110,000
¥110,000
¥110,000
¥118,000
¥118,000
¥118,000

MGF1412F
MGF1413F
MGF1414F
MGF1614F
MGF1615F
MGF1616F
MGF1814F
MGF1815F
MGF1816F

MGF1412FBN
MGF1413FBN
MGF1414FBN
MGF1614FBN
MGF1615FBN
MGF1616FBN
MGF1814FBN
MGF1815FBN
MGF1816FBN

¥109,000
¥109,000
¥109,000
¥117,000
¥117,000
¥117,000
¥125,000
¥125,000
¥125,000

MGT0806
MGT0807
MGT0808
MGT1065
MGT1007
MGT1008
MGT1009
MGT1010
MGT1207
MGT1208
MGT1209
MGT1210
MGT1211
MGT1375
MGT1309
MGT1310
MGT1311
MGT1312
MGT1408
MGT1410
MGT1411
MGT1412
MGT1413

MGT0806BN
MGT0807BN
MGT0808BN
MGT1065BN
MGT1007BN
MGT1008BN
MGT1009BN
MGT1010BN
MGT1207BN
MGT1208BN
MGT1209BN
MGT1210BN
MGT1211BN
MGT1375BN
MGT1309BN
MGT1310BN
MGT1311BN
MGT1312BN
MGT1408BN
MGT1410BN
MGT1411BN
MGT1412BN
MGT1413BN

¥67,000
¥67,000
¥67,000
¥71,000
¥71,000
¥71,000
¥71,000
¥71,000
¥81,000
¥81,000
¥81,000
¥81,000
¥81,000
¥85,000
¥85,000
¥85,000
¥85,000
¥85,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000

MGT0806F
MGT0807F
MGT0808F
MGT1065F
MGT1007F
MGT1008F
MGT1009F
MGT1010F
MGT1207F
MGT1208F
MGT1209F
MGT1210F
MGT1211F
MGT1375F
MGT1309F
MGT1310F
MGT1311F
MGT1312F
MGT1408F
MGT1410F
MGT1411F
MGT1412F
MGT1413F

MGT0806FBN
MGT0807FBN
MGT0808FBN
MGT1065FBN
MGT1007FBN
MGT1008FBN
MGT1009FBN
MGT1010FBN
MGT1207FBN
MGT1208FBN
MGT1209FBN
MGT1210FBN
MGT1211FBN
MGT1375FBN
MGT1309FBN
MGT1310FBN
MGT1311FBN
MGT1312FBN
MGT1408FBN
MGT1410FBN
MGT1411FBN
MGT1412FBN
MGT1413FBN

¥72,000
¥72,000
¥72,000
¥76,000
¥76,000
¥76,000
¥76,000
¥76,000
¥86,000
¥86,000
¥86,000
¥86,000
¥86,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥90,000
¥95,000
¥95,000
¥95,000
¥95,000
¥95,000

MGS440T
MGS455T
MGS465T

MGS440TBN
MGS455TBN
MGS465TBN

¥76,000
¥76,000
¥80,000

MGS440FT
MGS455FT
MGS465FT

MGS440FTBN
MGS455FTBN
MGS465FTBN

¥81,000
¥81,000
¥85,000

Floor Toms
14"
14"
14"
16"
16"
16"
18"
18"
18"

12"
13"
14"
14"
15"
16"
14"
15"
16"

Tom Toms

FEATURES
Maple Shells (Starclassic)

EVANS® Heads

All Maple
TT/FT/SD: 6ply, 5mm
BD: 7ply, 7mm
センシティブなレスポンスと豊かな “鳴り” を誇る極薄の
メイプルシェル。明るくクリアなサウンドはメイプルならで
はのもの。また、オプションとして、よりタイトな音の輪郭
を生み出す SFR( サウンドフォーカスリング ) 付きのシェル
もお選びいただけます。

Die-Cast Hoops

タムタム、 フロアタムの 打 面 には 2 プライの EVANS®
GENERA G2 クリアー、裏 面には G1 クリアー。そして、
バスドラムの打面には EVANS® GENERA EQ4 を標準装
備し、よりソリッドなサウンドと耐久性を実現しています。
※バスドラムのフロントヘッドは、TAMA オリジナルホワイ
ト・コーテッド・ヘッドとなります。

8"
8"
8"
10"
10"
10"
10"
10"
12"
12"
12"
12"
12"
13"
13"
13"
13"
13"
14"
14"
14"
14"
14"

6"
7"
8"
6.5"
7"
8"
9"
10"
7"
8"
9"
10"
11"
7.5"
9"
10"
11"
12"
8"
10"
11"
12"
13"

Parts Finishes
パーツフィニッシュを、クローム、ブラックニッケルの 2 種
類から価格変更なしでお選び頂けます。ご注文の際、品番末
尾にブラックニッケルの場合は BN を付けてご注文ください。

Tom Holder Base
バ ス ド ラ ム は タ ム ホ ル ダ ー ベ ー ス 無 し の モ デ ル、 ま た は
“MTH1000” タムホルダーに対応したタムホルダーベース付
のモデルもお選び頂けます ( ご注文の際、品番末尾に Y を付
けてご注文ください )。

Sound Focus Ring
シェルのエッジ両端の内側に取り付けることで、よりタイト
な輪郭の音を生み出す “Sound Focus Ring” をオプションに
てお選び頂けます。価格はチャートを参照ください。

Bass Drum Front Head

バスドラムのフロントヘッドは、TAMA オリジナルホワイト
コーテッドヘッドとなります。

Available Colors

シェルカラーは、カバリングフィニッシュ 8 色の中からお選
びいただけます。

Delivery

受注生産となりますので、約 1 か月半の納期を頂きます。予
めご了承ください。

Snare Drums
14"
14"
14"

Star-Cast Mounting System

高い剛性を持つ亜鉛ダイキャスト製フープがヘッドとフープ
の接触面を常に垂直に保ち、シビアなチューニングにも敏
感に対応します。基音のはっきりしたパワーのあるサウンド
も大きな魅力です。

タムタムのシェルの鳴りを妨げないように “フープ部分を
手で掴んで持った状態” を想定して Starclassic シリーズ
に採用しているのが Star-Cast Mounting System です。
現行モデルでは、レバーの ON/OFF を切り替えるだけで、
ドラムキーを使うことなくメモリーロックを着脱できる機構
を採用。セットアップと ティアダウンが簡単に行えるよう
になりました。

4"
5.5"
6.5"

FINISHES

アストラル・ホワイト・
ダイアモンド

AWD

チャコール・シルク

ジェット・ブラック

レッド・オイスター

スノー・ホワイト

シルバー・シルク

ホワイト・シルク

CCS

JBK

ROY

SNW

SSK

WHS

※バスドラムの SFR 付き、ブラックニッケル・
パーツ、タムホルダーベース付きの仕様
の場合のみ、品番末尾は「FBY」となり
ます。

14

15

ブルー・アンド・ホワイト・
オイスター

BWO

STARCLASSIC WALNUT/BIRCH
Lacquer Finishes

近年の驚異的なドラムテクニックの向上は、タムやフロアタムのみならず個性的なサウンドのシンバルやパーカッションを斬新に取り入れることで、かつてないほど表情豊かな表現方法を用
いるアプローチをますます可能にしました。この新たな潮流の中で Starclassic が目指したのは、そのような多彩な音使いを際立たせるためのしっかりとした存在感を示しつつも音の分離を
明確にすることで、プレイヤーの表現を的確に周りに伝えることができるドラムサウンドです。それを実現するため我々は既存のシェルマテリアルに捕われない、ありとあらゆる可能性を探
る研究を重ねました。そして数えきれないほどの試行錯誤の結果辿り着いたのが、このハイブリッドシェル Walnut/Birch です。新たな、そしてこれからの時代に求められるサウンドを提供
する新しい Starclassic の形。それがこの Starclassic Walnut/Birch です。

COLOR

Starclassic Walnut/Birch Available Sizes & Prices
Options
Bass Drums

ラッカー・ファンタズム・オイスター -LPO

WBS42S-LPO

¥265,000

( 税抜価格 )

Drums:
22"x16" bass drum w/tom mount, 10"x8" &
12"x9" tom toms, 16"x14" floor tom, MTH1000
double tom holder.
(add on)WBSS65-LPO 14"x6.5" snare drum.
Drums 合計価格 ¥321,000 ( 税抜価格 )

口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

18"
20"
20"
20"
22"
22"
22"
22"
24"
24"

14"
14"
16"
18"
14"
16"
18"
20"
16"
18"

WBSB18RM/Z
WBSB20RM/Z
WBSB20DM/Z
WBSB20EM/Z
WBSB22RM/Z
WBSB22DM/Z
WBSB22EM/Z
WBSB22XM/Z
WBSB24DM/Z
WBSB24EM/Z

¥113,000
¥115,000
¥115,000
¥115,000
¥117,000
¥117,000
¥117,000
¥117,000
¥126,000
¥126,000

12"
14"
14"
16"
16"

WBSF14A
WBSF14D
WBSF16A
WBSF16D
WBSF18D

¥67,000
¥67,000
¥70,000
¥70,000
¥79,000

6"
7"
6.5"
7"
8"
7"
8"
9"
7.5"
9"
10"
11"
12"
13"
14"

WBST8H
WBST8A
WBST10H
WBST10R
WBST10A
WBST12H
WBST12R
WBST12A
WBST13H
WBST13R
WBST13A
WBST14A
WBST14D
WBST16A
WBST16D

¥42,000
¥42,000
¥44,000
¥44,000
¥44,000
¥52,000
¥52,000
¥52,000
¥55,000
¥55,000
¥55,000
¥58,000
¥58,000
¥64,000
¥64,000

6"
5.5"
6.5"
8"

WBSS136
WBSS55
WBSS65
WBSS148

¥53,000
¥53,000
¥56,000
¥59,000

Tom Holder Base
バスドラムはタムホルダーベース無し、または “MTH1000”
に対応したタムホルダーベース付のモデルの 2 種類からお選
び頂けます。ご注文の際、品番末尾にベース付きの場合は M
を、無しの場合は Z を付けてご注文ください。

Bass Drum Front Head

バスドラムのフロントヘッドは、TAMA オリジナル黒ヘッド
となります。

Floor Toms
14"
14"
16"
16"
18"

Available Colors

Tom Toms
8"
8"
10"
10"
10"
12"
12"
12"
13"
13"
13"
14"
14"
16"
16"

Hardware & Accessories:
HH605 hi-hat stand, HP600D single pedal,
HS80W snare stand, HC83BW boom cymbal
stands(x2).
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。

シェルカラーは、ラッカーフィニッシュ 9 色の中からお選び
いただけます。

Delivery

単品ドラムは受注生産となりますので、納期にお時間を頂き
ます。予めご了承ください。

Snare Drums
13"
14"
14"
14"

FEATURES
Walnut / Birch Hybrid Shell (Starclassic Walnut/Birch)

Die-Cast Hoops

TT/FT/SD : 6mm, 4ply Birch + 2 inner ply American
Black Walnut,
BD: 8mm, 5ply Birch + 2 inner ply American Black
Walnut,

高い剛性を持つ亜鉛ダイキャスト製フープがヘッドとフープ
の接触面を常に垂直に保ち、シビアなチューニングにも敏
感に対応します。基音のはっきりしたパワーのあるサウンド
も大きな魅力です。

Walnut 材特有の中低音域の丸みを帯びた温かみと高級
感溢れた芯のあるシェル鳴りに、Birch 材のはっきりした
音像とソリッドなアタックを組み合わせたハイブリッドシェ
ルを採用。

Star-Cast Mounting System

タムタムのシェルの鳴りを妨げないように “フープ部分を
手で掴んで持った状態” を想定して Starclassic シリーズ
に採用しているのが Star-Cast Mounting System です。
現行モデルでは、レバーの ON/OFF を切り替えるだけで、
ドラムキーを使うことなくメモリーロックを着脱できる機構
を採用。セットアップと ティアダウンが簡単に行えるよう
になりました。

Inside Lacquer

シェル内面には艶消しのクリア塗装を施すことで、見た目
の美しさだけでなく、明瞭でまとまりのあるサウンドをもた
らします。

M

FINISHES

SHELL KIT MODEL NUMBER

Delivery
Starclassic Walnut/Birch のシェルキットは、カラーによって納期が異なります。ご希望のカラーのカラーコード をご確認の上、
下記をご参照ください。
(※)

-

在庫モデル

ラッカー・オーシャンブルー・リップル (LOR)、 ラッカー・ファンタズム・オイスター (LPO)、モルテン・ブラウン・バースト（MBR）、
ピアノ・ブラック（PBK）

受注発注モデル

カラーコー ド (※)

ラッカー・アークティック・ ラッカー・オーシャン・
ブルー・オイスター
ブルー・リップル

LLO

LOR

ラッカー・ファンタズム・ サ テ ン・ バ ー ガ ン デ ィ・ サテン・サファイア・フェード
オイスター
フェード

LPO

SGF

SPF

ラッカー・アークティック・オイスター（LLO）、サテン・バーガンディ・フェード（SGF）、サテン・サファイア・フェード（SPF）、
サテン・パープル・アトモスフィア・フェード (SAF）、トランスペアレント・モカ・フェード （TMF）
受注発注モデルにつきましては、受注後の生産となりますので納期にお時間を頂戴します。予めご了承ください 。

サテン・アトモスフィア・
フェード

SAF

16

17

トランスペアレント・モカ・ モルテン・ブラウン・
フェード
バースト

TMF

MBR

ピアノ・ブラック

PBK

S.L.P. DRUM KITS -STUDIO MAPLE-

S.L.P. DRUM KITS -FAT SPRUCE-

幅広いラインナップと、その特徴的なサウンドキャラクターが世界中で高い評価を受けている TAMA S.L.P. スネアドラムシリーズ。そのコンセプトをドラムセットに広げたのが S.L.P.-SOUND
LAB PROJECT- DRUM KITS。メイプル、スプルース、カポール、ヒッコリーをラインナップし、それぞれ独自のドラムサイズやコンフィギュレーションを設定し、新規開発のフープやタ
ムブラケットを含むさまざまなドラムシリーズのパーツと組み合わせることで生まれたドラムセットシリーズです。この “Studio Maple( スタジオ・メイプル )” ドラムセットは、Sound
Focus Ring 付の薄胴メイプルシェルにウッドフープをマウントした、サウンド的にもルックス的にも特徴的なスペックのモデル。温かいシェル鳴りと明瞭なアタックを持ちながらも、美し
い減衰を持ったやや短めのサスティーンが特徴的です。ライブではもちろん、音の共鳴がコントロールされた鳴りが求められるスタジオやレコーディングでも、その真価を発揮します。基本
4 点セットに加え、別売りの 14" フロアタムを追加ドラムとしてご購入頂けます。

幅広いラインナップと、その特徴的なサウンドキャラクターが世界中で高い評価を受けている TAMA S.L.P. スネアドラムシリーズ。そのコンセプトをドラムセットに広げたのが S.L.P.-SOUND
LAB PROJECT- DRUM KITS。メイプル、スプルース、カポール、ヒッコリーをラインナップし、それぞれ独自のドラムサイズやコンフィギュレーションを設定し、新規開発のフープやタム
ブラケットを含むさまざまなドラムシリーズのパーツと組み合わせることで生まれたドラムセットシリーズです。この “Fat Spruce ( ファット・スプルース )” は、アコースティックギター
のトップ材として使われることの多い、スプルース材を贅沢に採用したオール・スプルースシェルのドラムセット。ファットでオープンな鳴りとしっかりとした中音域が最大の特徴で、アコー
スティック感のあるナチュラルなサウンドを奏でます。さらに、フープには剛性の高いダイキャストフープをマウントすることで、すっきりとした音のまとまりも実現しました。ジャズはも
ちろん、R&B、ブルース、ポップス など、幅広いジャンルでお使いいただけます。基本 3 点セットに加え、別売りのバスドラム・フロアタム・タムタムを追加ドラムとしてご購入頂けます。

Lacquer Finish

Lacquer Finish

COLOR

グロス・シエナ -GSE

COLOR

LMP42RTLS-GSE

LSP30CS-TWS

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

¥250,000

Drums:
20"x14" bass drum w/tom mount, 12"x8" tom
tom, 14"x14" floor tom, MTH900BM single tom
holder.
(add-on) LSP146-WSS 14"x6" snare drum.
Drums 合計価格 ¥210,000 ( 税抜価格 )

Hardware & Accessories:
HH605 hi-hat stand, HP600D single pedal,
HC83BW boom cymbal stands (x2), HS80W
snare stand.
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。
* 各ドラムにつきましては単品の販売はございま
せん。

Hardware & Accessories:
HH55F hi-hat stand, HP50 single pedal, HC52F
boom cymbal stands (x2), HS50S snare stand.
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。

FEATURES

All Maple Shells w/Sound Focus Ring (S.L.P. Drum Kits Studio Maple)

Maple Wood Hoop

TT/FT: 6ply/5mm
BD: 8ply/6mm

センシティブなレスポンスと豊かな鳴りを誇る薄胴のメイ
プルシェルに、SFR( サウンドフォーカスリング ) を装着し
たモデル。メイプルシェル特有の明るくクリアなサウンド
に加え、SFR によりタイトな音の輪郭も獲得しています。

EVANS® G1 Coated Head

シェルに設置する部分と L ロッドで支持する部分を分割し
た 2 ピース構造のマウント。2 つのパーツの接合にヒンジ
方式を採用することで、ドラムを叩いた時に発生するシェ
ルの揺れを一定の方向性に集約。さらに、2 つのパーツの
接触面に防振ゴムを装備することで、シェルの揺れを適度
にコントロールし、安定した叩き心地と適度なサスティー
ンを実現しました。

メイプル材のウッド・フープを採用。硬質ウレタン塗装に
より、耐久性を向上させています。特徴的なルックスに加
え、中低音域豊かな温かいサウンドを実現。

打面側のドラムヘッドには EVANS® G1 Coated Head ( バ
スドラムは EVANS® GENERA EQ4)、裏面には TAMA オ
リジナルヘッド “Power Craft II” を採用しています。

S.L.P. Drum Kits -Studio Maple- Available Sizes & Prices
口径

¥170,000

Drums:
22"x16" bass drum w/tom mount, 10"x7" &
12"x8" tom toms, 16"x16" floor tom, MTH1000
double tom holder.
(add-on) LMP1465F-SEN 14"x6.5" snare drum.
Drums 合計価格 ¥308,000 ( 税抜価格 )

FEATURES

Direct Flexi-Mount

サテン・ワイルド・スプルース -TWS

深さ

品番

All Spruce Shells (S.L.P. Drum Kits Fat Spruce)

Die-Cast Hoops

TT/FT: 6ply, 5mm
BD: 8ply, 7mm

高い剛性を持つ亜鉛ダイキャスト製フープがヘッドとフープ
の接触面を常に垂直に保ち、シビアなチューニングにも敏
感に対応します。基音のはっきりしたパワーのあるサウンド
も大きな魅力。

中 ･ 高音域の倍音と振動特性に優れたスプルースシェルを
採用。ドラムとの親和性も非常に高く、ファットでウォー
ムなサウンドとレゾンナンス豊かな鳴りが最大の特徴です。

Direct Flexi-Mount

シェルに設置する部分と L ロッドで支持する部分を分割し
た 2 ピース構造のマウント。2 つのパーツの接合にヒンジ
方式を採用することで、ドラムを叩いた時に発生するシェ
ルの揺れを一定の方向性に集約。さらに、2 つのパーツの
接触面に防振ゴムを装備することで、シェルの揺れを適度
にコントロールし、安定した叩き心地と適度なサスティー
ンを実現しました。

EVANS® G1 Coated Head

打面側のドラムヘッドには EVANS® G1 Coated Head ( バ
スドラムは EVANS® GENERA EQ4)、裏面には TAMA オ
リジナルヘッド “Power Craft II” を採用しています。

S.L.P. Drum Kits -Fat Spruce- Available Sizes & Prices
口径

定価 ( 税抜価格 )

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

18"
20"
22"

14"
14"
14"

LSPB18R-TWS
LSPB20R-TWS
LSPB22R-TWS

¥105,000
¥110,000
¥115,000

14"
16"

14"
14"

LSPF14D-TWS
LSPF16A-TWS

¥50,000
¥58,000

8"
10"
12"

6"
7"
8"

LSPT8H-TWS
LSPT10R-TWS
LSPT12R-TWS

¥35,000
¥38,000
¥42,000

FINISH

(Lacquer)

Bass Drums

Floor Tom
14"

FINISHES

14"

LMPF14D-GSE

(Lacquer)

¥65,000

Floor Toms

TWS

Tom Toms
グロス・シエナ

GSE
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サテン・ワイルド・スプルース
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Delivery

単品ドラムは受注生産となりますので、
納期にお時間を頂きます。予めご了承
ください。

S.L.P. DRUM KITS -DYNAMIC KAPUR-

S.L.P. DRUM KITS -NEW VINTAGE HICKORY-

幅広いラインナップと、その特徴的なサウンドキャラクターが世界中で高い評価を受けている TAMA S.L.P. スネアドラムシリーズ。そのコンセプトをドラムセットに広げたのが S.L.P.-SOUND
LAB PROJECT- DRUM KITS。メイプル、スプルース、カポール、ヒッコリーをラインナップし、それぞれ独自のドラムサイズやコンフィギュレーションを設定し、新規開発のフープやタム
ブラケットを含むさまざまなドラムシリーズのパーツと組み合わせることで生まれたドラムセットシリーズです。この “Dynamic Kapur ( ダイナミック・カポール )” ドラムセットは、太く
温かみのある表現力豊かなサウンドで注目を集めるカポール材に、ソリッドで適度に倍音をコントロールする Sound Arc Hoop をマウントしたモデル。中低音豊かなまとまりのあるサウンド
で、叩いていて心地良い音抜けを実現。ややドライな響きで粒立ちの良いサウンドはロックをはじめ、様々な音楽ジャンルに対応します。基本 4 点セットに加え、別売りのバスドラム・フロ
アタム・タムタムを追加ドラムとしてご購入頂けます。

幅広いラインナップと、その特徴的なサウンドキャラクターが世界中で高い評価を受けている TAMA S.L.P. スネアドラムシリーズ。そのコンセプトをドラムセットに広げたのが S.L.P.-SOUND
LAB PROJECT- DRUM KITS。メイプル、スプルース、カポール、ヒッコリーをラインナップし、それぞれ独自のドラムサイズやコンフィギュレーションを設定し、新規開発のフープやタム
ブラケットを含むさまざまなドラムシリーズのパーツと組み合わせることで生まれたドラムセットシリーズです。この “VINTAGE HICKORY( ビンテージ・ヒッコリー )” ドラムセットは、ド
ラムスティックでは最もポピュラーなヒッコリー材を採用した、オール・ヒッコリーシェルのドラムセット。メイプル材のような明るく、クリアなトーンと温かみのあるサウンドが特徴です。
音の立ち上がりも早く、スティール製の 2.3mm 外曲げフープを採用することで、よりオープンでキレのあるサウンドを奏でます。バスドラムフープには、マリンパールのカバリングを埋め
込むことで、よりビンテージライクなルックスに仕上げました。基本 3 点セットに加え、別売りのバスドラム・フロアタム・タムタムを追加ドラムとしてご購入頂けます。

Lacquer Finish

Lacquer Finish

COLOR

グロス・ブラック・カポール・ バースト
-GKP

COLOR

LKP42HTS-GKP

LHK38CS-SVH

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

¥210,000

¥190,000

Drums:
22"x16" bass drum w/tom mount, 10"x6.5" &
12"x7" tom toms, 16"x14" floor tom, MTH905N
double tom holder.
(add-on) LKP1465-KPB 14"x6.5" snare drum.
Drums 合計価格 ¥252,000 ( 税抜価格 )

Drums:
18"x14" bass drum w/tom mount, 12"x8" tom
tom, 14"x14" floor tom, MTH900BM single tom
holder.
(add-on) LHK145-SVH 14"x5" snare drum.
Drums 合計価格 ¥242,000 ( 税抜価格 )
Hardware & Accessories:
HH55F hi-hat stand, HP50 single pedal, HC52F
boom cymbal stands (x2), HS50S snare stand.
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。

Hardware & Accessories:
HH605 hi-hat stand, HP600D single pedal,
HC83BW boom cymbal stands (x2), HS80W
snare stand.
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。

FEATURES

FEATURES

All Kapur Shells (S.L.P. Drum Kits Dynamic Kapur)

Sound Arc Hoop

TT/FT: 6ply, 5mm
BD: 7ply, 6mm

スティール製フープのエッジを、一 般 的なフランジフー
プとは反 対に内側にカーブさせた、TAMA オリジナルの
Sound Arc Hoop を採用。倍音を適度にコントロールし、
タイトで芯のあるサウンドを生み出します。

深く、温かみのある表現力豊かなサウンドを実現するカ
ポール材を採用。
特に中低音豊かなサウンドが特徴で、ややドライな響きで
粒立ちの良いサウンドは、ジャンルを問わず様々なバンド
サウンドに対応しています。

Star-Mount System

EVANS® G1 Coated Head

ドラムのレゾナンスを高める為に開発された、打面フープ
の 4 箇 所で支 持する新マウントシステム、“Star-Mount
System”。
ブラケット部のアイボルトを左右にスライドさせることが出
来るので、二つのタムタムをセットアップする際にブラケッ
トが近づいても、アイボルトが干渉することなくセットアッ
プすることが可能です。

打面側のドラムヘッドには EVANS® G1 Coated Head ( バ
スドラムは EVANS® GENERA EQ4)、裏面には TAMA オ
リジナルヘッド “Power Craft II” を採用しています。

S.L.P. Drum Kits -Dynamic Kapur- Available Sizes & Prices
口径

サテン・ビンテージ・ヒッコリー -SVH

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

20"
22"

16"
16"

LKPB20D-GKP
LKPB22D-GKP

¥110,000
¥115,000

14"
16"

12"
14"

LKPF14A-GKP
LKPF16A-GKP

¥52,000
¥60,000

8"
10"
12"

6"
6.5"
7"

LKPT8H-GKP
LKPT10H-GKP
LKPT12H-GKP

¥30,000
¥35,000
¥40,000

FINISH

(Lacquer)

Tom Toms
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TT/FT: 6ply, 5mm
BD: 8ply, 7mm

2.3mm のスティール製、外曲げフープを採用。ダイキャス
トフープに比べ落ち着いたトーンが特徴。オープンで伸び
やかなサウンドを引き出します。

明るく、明瞭なトーンと温かみのあるサウンドが特徴のヒッ
コリーシェル。音の立ち上がりの早さと豊かな中低域も魅
力のシェルマテリアルです。

Direct Flexi-Mount

シェルに設置する部分と L ロッドで支持する部分を分割し
た 2 ピース構造のマウント。2 つのパーツの接合にヒンジ
方式を採用することで、ドラムを叩いた時に発生するシェ
ルの揺れを一定の方向性に集約。さらに、2 つのパーツの
接触面に防振ゴムを装備することで、シェルの揺れを適度
にコントロールし、安定した叩き心地と適度なサスティー
ンを実現しました。

EVANS® G1 Coated Head

打面側のドラムヘッドには EVANS® G1 Coated Head ( バ
スドラムは EVANS® GENERA EQ4)、裏面には TAMA オ
リジナルヘッド “Power Craft II” を採用しています。

S.L.P. Drum Kits -New Vintage Hickory- Available Sizes & Prices
口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

18"

14"

LHKB18R-SVH

¥115,000

14"
16"

14"
14"

LHKF14D-SVH
LHKF16A-SVH

¥53,000
¥60,000

8"
10"
12"

6"
7"
8"

LHKT8H-SVH
LHKT10R-SVH
LHKT12R-SVH

¥36,000
¥40,000
¥44,000

FINISH

(Lacquer)

Bass Drums

Bass Drums
Floor Toms

All Hickory Shells (S.L.P. Drum Kits Vintage Hickory) 2.3mm Steel Mighty Hoop

Floor Toms
グロス・ブラック・カポール・
バースト

GKP

Delivery

単品ドラムは受注生産となりますの
で、納期にお時間を頂きます。予めご
了承ください。

Tom Toms
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サテン・ヴィンテージ・
ヒッコリー

SVH

Delivery

単品ドラムは受注生産となりますので、
納期にお時間を頂きます。予めご了承
ください。

SUPERSTAR CLASSIC

Superstar Classic Available Sizes & Prices

Superstar Classic はオールメイプルのシェルを採用したドラムセット。薄く成型されたメイプルシェルはどのようなチューニングにも的確に反応し、心地よい音抜けと明るくクリアーなサ
ウンドを奏でます。さらに、外曲げタイプのスティール製フープを採用したことで、メイプル材の持つオープンで伸びやかなサウンドを一層引き立てます。また、タムの深さが少し浅めに設
定されているので、フィルインの際にも表情が付けやすく、バスドラムの上にセッティングする際の自由度を高さも魅力です。
22" バスドラムに 10" と 12" タムタム、16" フロアタムに 14" スネアドラムの 5 点シェルキットを基本セットとし、シンバルスタンド 2 本とハイハットスタンド、スネアスタンド、ドラムペダル、
ドラムスローンを含む HW 付の一括セットもラインナップしています。また、別売りの単品ドラムを追加で購入頂ければ、さまざまなセットアップへの拡張も行うことが可能です。5 点シェ
ルキット、単品ドラム共に、3 種類のラッカーフィニッシュからお選び頂けます。

Bass Drums

Lacquer Finishes

COLOR

ブルー・ラッカー・バースト -BAB

口径

深さ

品番

定価 ( 税抜価格 )

18" (w/ bass drum lifter)
20"
22"
22"

14"
16"
16"
18"

CLB18RL
CLB20D
CLB22D
CLB22E

¥51,000
¥52,000
¥54,000
¥54,000

14"
14"
16"
18"

12"
14"
14"
16"

CLF14A
CLF14D
CLF16A
CLF18D

¥26,000
¥26,000
¥33,000
¥35,000

8"
10"
10"
12"
12"
13"

7"
7"
8"
8"
9"
10"

CLT8A
CLT10R
CLT10A
CLT12R
CLT12A
CLT13A

¥18,000
¥20,000
¥20,000
¥22,000
¥22,000
¥24,000

14"
14"

5"
6.5"

CLS145
CLS1465

¥26,000
¥28,000

Floor Toms

CL52KRS-BAB

¥115,000

( 税抜価格 )

Tom Toms

Drums:
22"x16" bass drum w/tom mount, 10"x7" &
12"x8" tom toms, 16"x14" floor tom, 14"x6.5"
snare drum, MTH600 double tom holder.
* 上記内容のシェルキットのみの品番・価格です。
Hardware & Accessories:
CL52KRM-BAB
￥162,000
( 税抜価格 )

Snare Drums

22"x16" bass drum w/tom mount, 10"x7" &
12"x8" tom toms, 16"x14" floor tom, 14"x6.5"
snare drum, MTH600 double tom holder.
HH205 hi-hat stand, HP200P single pedal,
HC43BWN boom cymbal stands (x2), HS40WN
snare stand, HT130 drum throne.
* 上記内容のキット + ハードウェアセットの品番・
価格です。写真のシンバルはセット内容には含ま
れません。

FEATURES
All Maple Shells (Superstar Classic)

Star-Mount System

All Maple
TT/FT: 6ply, 5mm
BD: 8ply, 7mm

上位機種の Starclassic と同様、薄く成型されたシェルは、
センシティブなレスポンスと豊かな “鳴り” を実現。明る
くクリアなサウンドはメイプルならではのもの。

ドラムのレゾナンスを高める為に開発された、打面フープ
の 4 箇 所で支 持する新マウントシステム、“Star-Mount
System”。
ブラケット部のアイボルトを左右にスライドさせることが出
来るので、2 つのタムタムをセットアップする際にブラケッ
トが近づいても、アイボルトが干渉することなくセットアッ
プすることが可能です。

Delivery

Options

単品ドラムは受注生産となりますので、納期にお時間を頂きます。予めご了承ください。

Add-on Drums

Steel Hoop

Low-Mass Lugs

Tom Holder

スティール製、厚さ1.6mm の外曲げフープを採用。ダイキャ
ストフープに比べ落ち着いたトーンが特徴。オープンで伸
びやかなサウンドを引き出します。

Power Craft II Head

Superstar Classic 用にデザインされたセパレートラグ。

22

Superstar Classic ドラムセットは、スネアドラムを含む 5 点シェルキットの販売がベー
スとなりますが、タムやフロアを追加して多点セットにしたり、バスドラムを追加して
ツーバスセットアップに拡張することも可能です。
タムホルダーは MTH600 を採用。
様々なセットアップにフレキシブルに対応可能な、シンプ
ルで、操作性に優れたタムホルダーです。

ドラムヘッドには TAMA オリジナルヘッド “Power Craft
II” を採用しています。バスドラムの打面はリングミュート
を内蔵したヘッド、フロント面はビンテージ風のルックスを
演出するホワイトコーテッド仕様となります。

FINISHES

(Lacquer)

ブルー・ラッカー・バースト

コーヒー・フェード

BAB

CFF

サテン・アークティック・
パール

SAP
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SUPERSTAR CLASSIC NEO-MOD

IMPERIALSTAR 22" Bass Drum Kits

Lacquer Finishes

Unicolor Wrap Finishes

Superstar Classic NEO-MOD はオールメイプルシェルの 3 点ドラムキットです。
このキット最大の特徴は、20"x10" に成型されたバスドラム。明瞭なアタックと 10" という浅さを感じさせない低音豊かで深みのあるトーンを奏でます。また、通常のバスドラムより省スペー
スでの設置が可能なため、路上ライブやカフェのような小規模のステージから本格的なライブハウスまで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。
シェルはメイプル材を薄めに成型し、どんなチューニングにも繊細に反応する心地よい音抜けと明るくクリアーなサウンドが特徴です。 フープには外曲げのスティール製フープを採用し、
メイプル材の持つオープンで伸びやかなサウンドを更に引き立てます。
全 3 色のラッカーフィニッシュからお選び頂けます。

COLOR

「これからドラムを始める方に、使いやすく、耐久性に優れたドラムセットを提供すること」。そのために、これまで培ってきたドラム生産や開発のノウハウを詰め込み、かつエントリークラ
スのセットとしてお求めやすい価格を実現したのが、この Imperialstar（インペリアルスター）ドラムセットです。エントリークラスのドラムセットではポピュラーで、長年ドラムシェルに
採用されているポプラをシェル材として採用。スタンダードなサイズの 22" 口径バスドラムセットに、10" と 12" 口径のタムタムをセットアップ。12" と 13" 口径のタムタムと比較してもチュー
ニングが容易なため、音程がより明瞭になることでフィルインでのフレーズに表情をつけやすく、ビギナーにも使いやすい組み合わせとなっています。シンバルは MEINL 社製のドイツ製ブ
ラスシンバル、16" クラッシュ、20" ライド、14" ハイハットをパッケージ。軽量ながら安定したセットアップを提供するハードウェア、ドラムスローンも含むオールインワンセットになっ
ています。

シーフォーム・グリーン -SFG

COLOR

CL30VS-SFG

IE52KH6HC-BOW

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

¥90,000

¥108,000

Drums:
20"x10" bass drum w/tom mount, 12"x7" tom
toms, 14"x9" floor tom, MTH1000S single tom
holder.
(add-on) LAL1455 14"x5.5" snare drum.
Drums 合計価格 ¥128,000 ( 税抜価格 )

Drums:
22"x16" bass drum w/tom mount, 10"x7" &
12"x8" tom toms, 16"x15" floor tom, 14"x5" snare
drum.

Hardware & Accessories:
MTH50 double tom holder, hi-hat stand, single
pedal, boom cymbal stands, straight cymbal
stand, snare stand, drum throne, MEINL HCS
cymbal set (14"HH+16"C+20"R).

Hardware & Accessories:
HH55F hi-hat stand, HP50 single pedal, HC52F
cymbal stands (x2), HS50S snare stand.
* 写真のシンバル、ハードウェアはセット内容に
含まれません。
* 各ドラムにつきましては、単品での販売はござ
いません。

FEATURES
Shallow Bass drum

All Maple
TT/FT: 6ply, 5mm
BD: 8ply, 7mm

上位機種の Starclassic と同様、薄く成型されたシェルは、
センシティブなレスポンスと豊かな “鳴り” を実現。明る
くクリアなサウンドはメイプルならではのもの。

Star-Mount System

スティール製、厚さ1.6mm の外曲げフープを採用。ダイキャ
ストフープに比べ落ち着いたトーンが特徴。オープンで伸
びやかなサウンドを引き出します。

FINISHES

* 各ドラム、ハードウェア及びシンバルにつきま
しては、単品での販売はございません。
* 別 売 り オ プ シ ョ ン と し て、 自 宅 練 習 用 の メ ッ
シュヘッドとシンバルミュートがセットになった
サイレントパックもお使い頂けます。対応品番は
SPP522KC です。(p.62 掲載 )

FEATURES

All Maple Shells (Superstar Classic)

Steel Hoop

ブラック・オーク・ラップ -BOW

20"x10" に成 型されたバスドラムは、明瞭なアタックと、
10" の浅さを感じさせない低音豊かで深みのあるトーンを
奏でます。また、薄め・浅めに成型されているため、通常
のバスドラムよりも軽量で、コンパクトに持ち運びが可能
です。

ドラムのレゾナンスを高める為に開発された、打 面フー
プ の 4 箇 所 で 支 持 す る 新 マ ウ ントシ ステム、“StarMountSystem”。
ブラケット部のアイボルトを左右にスライドさせることが出
来るので、シンバルスタンド等をセットアップする際にブラ
ケットが近づいても、アイボルトが干渉することなくセット
アップすることが可能です。

Poplar Shells (IMPERIALSTAR)

MEINL HCS Cymbals

シーフォーム・グリーン

モッド・ブルー・デュコ

ホワイト・スモーク

ブラック・オーク・ラップ

SFG

MBD

WSM

BOW
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軽量でありながら抜群の耐久性を誇る、FRP( 強化プラス
ティック ) 製のバスドラムフープ。安定したチューニングと
バスドラムのサウンドを引き締める効果があります。フック
レス構造で、ヘッドの交換もスピーディに行えます。

強いアタックと暖かいサウンドを兼ね備えたトーンが魅力
のポプラシェルを採用。

FINISHES

(Lacquer)

Accu-Tune Bass Drum Hoops

6ply/8mm All Poplar Shells

Imperialstar Hardware

(Wrap)

キャンディ・アップル・
ミスト

CPM

セットには、MEINL 社製の本格的なドイツ製ブラスシンバ
ルが付属。従来のエントリーモデルに付属のシンバルより
もワンランク上のサウンドと耐久性を誇ります。

ヘアライン・ブラック

ヘアライン・ブルー

HBK

HLB
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付属のスタンドは、3 脚部がダブルレッグ仕様となっており、
シンプルながらも高い安定性を実現しています。
ハイハットスタンド× 1 ブームシンバルスタンド× 1
スネアスタンド× 1 ドラムスローン× 1
ドラムペダル× 1 ストレートシンバルスタンド× 1

IMPERIALSTAR 18" Bass Drum Kits

CLUB-JAM

Unicolor Wrap Finishes

Unicolor Wrap Finish

「これからドラムを始める方に、使いやすく、耐久性に優れたドラムセットを提供すること」。そのために、これまで培ってきたドラム生産や開発のノウハウを詰め込み、かつエントリーク
ラスのセットとしてお求めやすい価格を実現したのが、この Imperialstar（インペリアルスター）ドラムセットです。エントリークラスのドラムセットではポピュラーで、長年ドラムシェル
に採用されているポプラシェルを採用。18" バスドラムのセットは、設置スペースの限られるような場所でもセッティング可能な小口径キット。音程の高低さをより明瞭に付けられる 10" と
12" 口径のタムタムに 14" 口径のフロアタム、14" 口径のスネアドラムという組み合わせです。シンバルは MEINL 社製のドイツ製ブラスシンバル、16" クラッシュ、20" ライド、14" ハイハッ
トをパッケージ。もちろん、軽量ながら安定したセットアップを提供するハードウェア、ドラムスローン等も含むオールインワンセットです。

COLOR

Club-JAM キットは、コンパクトかつ薄めの 18"x12" 口径のバスドラムをフィーチャーしたコンパクトドラムキット。オールポプラシェルを採用し、明瞭なアタックと温かいサウンドを兼ね
備えたトーンが魅力です。また、バスドラム上に直接マウントするシンバルホルダーや湾曲したバスドラムスパーは、ビンテージドラムのルックスを彷彿とさせます。14"x7" のフロアタム
に 10"x7" のタムタム、13"x5" のスネアドラムと、全てのドラムがコンパクトなサイズ構成なため、フラットベースタイプのハードウェア等と組み合わせて使用頂くことで、より省スペース
かつポータビリティーに優れたドラムセットとなり、様々なシチュエーションでの演奏が可能です。

ヘアライン・ブルー -HLB

COLOR

IE58H6HC-HLB

LJK48S-AQB

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

¥102,000

¥57,000

Drums:
18"x14" bass drum w/tom mount, 10"x7" &
12"x8" tom toms, 14"x13" floor tom, 14"x5" snare
drum.

Drums:
18"x12" bass drum w/tom mount & cymbal
holder, 10"x7" tom tom, 14"x7" floor tom, 13"x5"
snare drum.

Hardware & Accessories:
MTH50 double tom holder, hi-hat stand, single
pedal, boom cymbal stands, straight cymbal
stand, snare stand, drum throne, MEINL HCS
cymbal set (14"HH+16"C+20"R).

Single tom holder, cymbal arm.
Hardware & Accessories:
* 写真のシンバル、ハードウェアは ( シンバルアー
ムを除く ) セット内容に含まれません。
* 各ドラムにつきましては、単品での販売はござ
いません。

* 各ドラム、ハードウェア及びシンバルにつきま
しては、単品での販売はございません。
* 別 売 り オ プ シ ョ ン と し て、 自 宅 練 習 用 の メ ッ
シュヘッドとシンバルミュートがセットになった
サイレントパックもお使い頂けます。対応品番は
SPP518CN です。(p.62 掲載 )

FEATURES

FEATURES

Poplar Shells (IMPERIALSTAR)

Accu-Tune Bass Drum Hoops

6ply/8mm All Poplar Shells

軽量でありながら抜群の耐久性を誇る、FRP( 強化プラス
ティック ) 製のバスドラムフープ。安定したチューニングと
バスドラムのサウンドを引き締める効果があります。フック
レス構造で、ヘッドの交換もスピーディに行えます。

強いアタックと暖かいサウンドを兼ね備えたトーンが魅力
のポプラシェルを採用。

MEINL HCS Cymbals

FINISHES

ブラック・オーク・ラップ

BOW

CPM

Imperialstar Hardware

セットには、MEINL 社製の本格的なドイツ製ブラスシンバ
ルが付属。従来のエントリーモデルに付属のシンバルより
もワンランク上のサウンドと耐久性を誇ります。

付属のスタンドは、3 脚部がダブルレッグ仕様となっており、
シンプルながらも高い安定性を実現しています。
ハイハットスタンド× 1 ブームシンバルスタンド× 1
スネアスタンド× 1 ドラムスローン× 1
ドラムペダル× 1 ストレートシンバルスタンド× 1

Poplar Shell (9ply/7.5mm)

9ply/7.5mm All Poplar Shells

Compact sizes for easy transport

18"x12" BD, 10"x7" TT, 14"x7" FT, 13"x5" SD の小口径
4 点キット。コンパクトなサイズ構成は、ポータビリティー
に優れ、様々な場所での演奏を可能にします。
※シンバル・スネアスタンド・ハイハットスタンド・スローン・
ドラムペダルは付属しません。

バスドラム上に直接マウントするシンバルホルダーを採用。
シンバルスタンドを設置するよりも省スペースでのセッティ
ングが可能となり、ポータビリティーにも優れています。

Vintage Looks

(Wrap)

ヘアライン・ブラック

ヘアライン・ブルー

アクア・ブルー

チャコール・ミスト

HBK

HLB

AQB

CCM
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Bass Drum Mounted Cymbal Holder

強いアタックと温かいサウンドを兼ね備えたトーンが魅力
のポプラシェルを採用。
また、フランジフープを採用することで、よりオープンな
サウンドを獲得しました。

FINISHES

(Wrap)

キャンディ・アップル・
ミスト

アクア・ブルー -AQB
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ナチュラル仕上げのバスドラムフープや、湾曲したバスドラ
ムスパー、バスドラム上に直接マウントするシンバルホル
ダーなど、ヴィンテージドラムを彷彿とさせるルックスに仕
上げました。

CLUB-JAM MINI

CLUB-JAM FLYER

Club-JAM Mini キットは、バスドラムとスネアドラムの 2 点シェルキット。オールポプラシェルを採用し、明瞭なアタックと、温かいサウンドを兼ね備えたトーンが魅力です。“ドラムを演
奏する上での最小単位” をコンセプトにしたこのドラムセットは、運搬性にも優れ、専用のドラムバッグ（品番 : DSS28LJ/ 別売り ) １セットで運搬が可能。また、省スペースなため、カフェ
のような小さな会場からストリート・ショウまで、幅広い場面でお使い頂けます。
また、拡張性にも優れ、バスドラム上に直接マウントするシンバルホルダー ( 品番 : CACLJ/ 別売り ) や、14"x7" のフロアタムに 10"x7" のタムタム ( 品番 : LJKT10F14/ 別売り ) をセットに
追加して頂くことで、様々なシチュエーション・音楽ジャンルでの演奏を可能にします。

Club-JAM Flyer は、14" のバスドラムが特徴的な超コンパクトドラムキット。すべてのドラムが 8" ～ 14" と小口径でまとめられており、マイキングの必要のない小さなステージや、アコースティッ
クセッションなどにお勧めです。
シェルにはオールポプラシェルを採用し、明瞭なアタックと温かいサウンドを兼ね備えたトーンが魅力です。標準装備のバスドラムにリフターにより、ビーターがヘッドのセンターをしっかりと捉
えることができるので、14" 口径とは思えない心地よいアタックと豊かな低音を奏でます。さらにウッドフープを採用し、ルックスにもこだわったモデルです。
また、キットの拡張性も高く、バスドラムにはシンバルホルダーなどをマウントできるブラケットを、スネアドラムにはタムアタッチメントでスタンド類にマウントするのに便利なタムブラケット
を装備しており、様々なプレイスタイル・プレイスペースでの演奏にも柔軟に対応します。

Unicolor Wrap Finish

Unicolor Wrap Finish

COLOR

チャコール・ミスト -CCM

COLOR

LJK28S-CCM

LJK44S-CPM

( 税抜価格 )

( 税抜価格 )

¥40,000

¥55,000

Drums:
18"x7" bass drum w/cymbal holder, 12"x5" snare
drum.

Drums:
14"x10" bass drum ,8"x6" tom tom, 10"x9" floor
tom, 10"x5" snare drum.
Single tom holder.

Hardware & Accessories:
* 写真のスネアスタンドはセット内容に含まれま
せん。
* 各ドラムにつきましては、単品での販売はござ
いません。

Hardware & Accessories:
* 写真のシンバル、ハードウェアはセット内容に
含まれません。
* 各ドラムにつきましては、単品での販売はござ
いません。

FEATURES

FEATURES

Poplar Shell (9ply/7.5mm)

Add-on pack

9ply/7.5mm All Poplar Shells
強いアタックと温かいサウンドを兼ね備えたトーンが魅力
のポプラシェルを採用。
また、フランジフープを採用することで、よりオープンな
サウンドを獲得しました。

品番 : LJKT10F14
定価 : ￥24,000( 税抜価格 )

Poplar Shell (9ply/7.5mm)

9ply/7.5mm All Poplar Shells

Compact sizes for easy transport

品番 : CACLJ
定価 : ￥5,000( 税抜価格 )

非常にコンパクトなサイズ構成のため、運搬性にも優れて
います。また、省スペースなため、カフェのような小さな
会場からストリート・ショウまで、幅広い場面でお使い頂
けます。

バスドラム上に直接マウントするシンバルホルダー。シンバ
ルスタンドを設置するよりも省スペースでのセッティングが
可能となり、ポータビリティーにも優れています。シェルキッ
トに追加することで演奏の幅を広げます。
※シェルキット :LJK28S-CCM には付属していません。

Bracket for Cymbal Holder

バスドラムにはシンバルホルダーなどをマウントできるブラ
ケットが付属。
別売りのシンバルホルダー [CACLJ] などをセットに追加す
ることで、セッティングの幅を広げ、様々なシチュエーショ
ン / 音楽ジャンルでの演奏を可能にします。

FINISHES

(Wrap)

チャコール・ミスト

Bass Drum Lifter

強いアタックと温かいサウンドを兼ね備えたトーンが魅力
のポプラシェルを採用。
また、フランジフープを採用することで、よりオープンな
サウンドを獲得しました。

10"x7" のタムタムと 14"x7" のフロアタム、シングルタムア
タッチメントがセットになった Add-on pack。
シェルキットに追加することで演奏の幅を広げます。
※シェルキット :LJK28S-CCM には付属していません。

Bass Drum Mounted Cymbal Holder

FINISHES

キャンディ・アップル・ミスト -CPM

Bracket for Tom Attachment

スネアドラムには、タムブラケットも備えられているため、
別売りの [MC69] などのタムアタッチメントでスタンド類に
マウントすることも可能。プレイスタイルや小規模スペース
でのセッティングにも柔軟に対応します。

(Wrap)

キャンディ・アップル・
ミスト

CCM

CPM
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バスドラムにはリフターを標準装備。14" 口径でもバスド
ラムの中央付近をヒットでき、豊かな低音を引き出します。
また、2 つの T ボルトで高さを微調整することも可能です。
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COCKTAIL-JAM
Unicolor Wrap Finishes

ドラムセットを持つドラマーにとって、“設置スペース” を確保することは容易ではありません。また、ストリートやカフェなどで演奏しようとする際の “機材の運搬” にかかる労力も大き
なものです。その 2 つの課題を解決する TAMA からの提案、それがこの “Cocktail-JAM” シリーズ。従来は立って叩くことが前提のカクテルドラムにヒントを得て、バスドラム / フロアタ
ム / タムタム / スネアドラムを一体化させた独創的なセットアップを採用。これにより設置スペースの課題を克服し、狭い場所での演奏も可能となりました。従来のカクテルドラムより低い
セットアップも可能なため、スローンに座っての演奏が可能です。さらに、バスドラムとフロアタムを繋ぐパイプにアタッチメントをセットすれば、シンバルやハイハットシンバルもマウン
ト可能で、アイデア次第で様々なセットアップを実現します。また、付属の 2 つのバッグに全てのコンポーネントを収納できるので機材の運搬にも便利です。

COLOR

インディゴ・スパークル -ISP

TAMA ORIGINAL PERCUSSION
ドラムキットにセットして使用することで、さまざまなフレーズ、サウンドを追加できるように TAMA が独自に開発したパーカッションをラインナップ。
Steel Mini-Tymps( スティール・ミニティンプス ) は、クラッキーなサウンドで、リズムパターンやフィルインの中にタムとは違ったテイストのアクセントを付けることができる、小口径スティー
ルシェルのティンバレス ･ セット。サイズは 6"+8"、8"+10"、そして 10"+12" の 3 つの組み合わせからお選び頂けます。
Gong Bass( ゴングバス ) は 20" シェルに 22" のヘッドを打面のみに張ることによって生み出される、サスティーンの長い独特な重低音サウンドが特徴です。
Octoban( オクタバン ) は、1980 年に発表し、40 年経った現在もサイモン ･ フィリップス、スチュワート ･ コプランド、マイク ･ ポートノイといった一流アーティストが使い続けるオリジナルパー
カッション。6" 口径で、深さの違うモデルを組み合わせて使用することで、メロディアスなプレイが可能です。

CJB46C-ISP

¥99,000

( 税抜価格 )

Drums:
16"x6" bass drum, 10"x5", 14"x5.5" floor tom,
12"x5" snare drum.

STEEL MINI-TYMPS SET

single drum pedal, drum bag, hardware bag,
cymbal attachment, closed hi-hat attachment.

STEEL MINI-TYMPS SET
MT68ST

MT810ST

・シェル : 1mm スティール w/ タムブラ
ケット
・サイズ : 6"x4" + 8"x4"
・ラグ / ボルト : MSL60T/MS648SHP
・フープ : 1.6mm トリプルフランジフー
プ (4 テンション )
・ ド ラ ム ヘ ッ ド : TAMA Power Craft II
Clear
*w/ MC66 ( クランプ )+LLT(L ロッド )

Hardware & Accessories:
* 写真のシンバルはセット内容に含まれません。
*( スネアドラムを除く ) 各ドラム、ハードウェア
につきましては、単品での販売はございません。

・シェル : 1mm スティール w/ タムブラ
ケット
・サイズ : 8"x4" + 10"x4"
・ラグ / ボルト : MSL60T/MS648SHP
・フープ : 1.6mm トリプルフランジフー
プ (4 / 6 テンション )
・ ド ラ ム ヘ ッ ド : TAMA Power Craft II
Clear
*w/ MC66 ( クランプ )+LLT(L ロッド )

¥19,000 (税抜価格)

¥20,000 (税抜価格)

STEEL MINI-TYMPS SET

GONG BASS DRUM
MT1012ST

FEATURES
100% Birch shells (Cocktail-JAM)

Cocktail-JAM のシェル材には厳 選されたバーチ材を採
用。パワフルなサウンドと豊かな鳴り、そして温かい響き
を実現。更に、内面を塗装することによってビンテージド
ラムのようなルックスを演出しました。
また、内曲げフープの Sound Arc Hoop を採用することで、
タイトでコントロールしやすいサウンドを実現しました。

Sound Focus Pad

SMG20R

・シェル : 1mm スティール w/ タムブラ
ケット
・サイズ : 10"x4" + 12"x4"
・ラグ / ボルト : MSL60T/MS648SHP
・フープ : 1.6mm トリプルフランジフー
プ (6 テンション )
・ ド ラ ム ヘ ッ ド : TAMA Power Craft II
Clear
*w/ MC66 ( クランプ )+LLT(L ロッド )

Cocktail-JAM には、Sound Focus Pad ( サウンド・フォー
カス・パッド ) が付属しています。リングミュートのように、
バスドラムに載せるだけで簡単に取り付けが可能。フロア
タムとの音の分離を良くし、引き締まった太い低音を引き
出します。
また、取り外すことでよりオープンなバスドラムサウンドも
お楽しみ頂けます。

Specially Designed Bags

Cocktail-JAM は、ポータビリティ ( 運 搬性 ) に優れてい
ます。 付属の 2 つのバッグに全てのコンポーネントを収納
することが可能です。

20" の Starclassic Maple シ ェ ル に 22"
のヘッドを打面のみに張ることによって
生み出される、サスティーンの長い独特
なサウンドが特徴。バスドラムのサウン
ドとは違ったニュアンスの重低音が得ら
れ、曲中で個性的な演出が可能です。P.19
の Starclassic Maple のカラーチャート
よりお選びください ( カバリングフィ
ニッシュはお選び頂けません )。
* タムスタンド ( 別売、推奨 HTC807W)
を使ってセッティングします。

¥23,000 (税抜価格)

¥77,000 (税抜価格)

OCTOBAN-HIGH PITCH-

OCTOBAN -LOW PITCH-

Cocktail-JAM Snare Drum

品番 : CJBS1205M
定価 : ¥17,000 ( 税抜価格 )
Cocktail-JAM に付属するスネアドラムは、単品でもお買
い求めいただけます。小口径でのメインスネアとしてはもち
ろん、サブスネアやパーカッション・タムの代わりとしてセッ
トに組み込むなど様々な用途でお使い頂けます。

※単品でもお買い求め頂けます。
品番 : SFP530
定価 : ¥3,500 ( 税抜価格 )

6" 口径で、それぞれの深さの違いにより、
組み合わせて使用することで、メロディ
アスなプレイが可能となります。

6" 口径で、それぞれの深さの違いにより、
組み合わせて使用することで、メロディ
アスなプレイが可能となります。

OCT280NM (280mm 深さ ) ¥27,000( 税抜価格 )
OCT301NM (301mm 深さ ) ¥27,500( 税抜価格 )
OCT343NM (343mm 深さ ) ¥28,500( 税抜価格 )
OCT390NM (390mm 深さ ) ¥29,500( 税抜価格 )

OCT443NM (443mm 深さ ) ¥31,500 ( 税抜価格 )
OCT472NM (472mm 深さ ) ¥33,000( 税抜価格 )
OCT536NM (536mm 深さ ) ¥35,000( 税抜価格 )
OCT600NM (600mm 深さ ) ¥36,500( 税抜価格 )

* タムスタンド ( 別売、推奨 HTW839W)
等を使ってセッティングします。

* タムスタンド ( 別売、推奨 HTW839W)
等を使ってセッティングします。

* 受注生産のため、約 1 ヶ月半の納期を
頂きます。

* 受注生産のため、約 1 ヶ月半の納期を
頂きます。

STAND FOR OCTOBAN

FINISHES

HTW839W

(Wrap)

ギャラクシー・シルバー

インディゴ・スパークル

GXS

ISP

タムタムやオクタバンをセットする為の
ダブルタムスタンド。HTW839W はスタ
ンド自体を傾けることが出来る “STILT
( スティルト )” 機能を持っています。
高さ調整幅 : 790mm 〜 1,270mm ※高
さ調整幅は床から L ロッド先端までの距
離です。

¥24,000 (税抜価格)
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* 受注生産のため、約 1 ヶ月半の納期を
頂きます。
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JOHN TEMPESTA MODEL

SIGNATURE PALETTE SNARE DRUMS

JT147

「曲を " キャンバス " と例えると、ドラマーが個性を持たせた " 音を描く " 時に、音色という色彩を作り出すための " パレット " がスネアドラムである」。Signature Palette( シグネイチャー・パレッ
ト ) シリーズは、そのような思いのもと命名され、ミュージックシーンの中で大きな役割を果たしてきたアーティストと共に作り上げたシグネイチャーモデルのスネアドラムです。偉大なジャズ
レジェンドであるピーター・アースキン。多彩なドラミングが魅力のサイモン・フィリップス。テクニカルなロックドラマー、マイク・ポートノイ。メタルミュージックシーンをリードし続ける
Metallica のラーズ・ウルリッヒ。最も長いエンドース契約を持つアーティストの 1 人で、The Police のスチュワート・コープランド。アメリカ No.1 スタジオドラマーのケニー・アロノフ。スラッ
シュメタル界の雄 ANTHRAX のチャーリー・ベナンテ。ヘビィメタル界に確固たる地位を築くジョン・テンペスタ。パワフルでエネルギッシュなドラミングが特徴のロナルド・ブルーナー Jr. の
モデルをラインナップ。経歴もプレイスタイルも異なる彼らが、細部まで仕様にこだわり、各人のエッセンスを凝縮したモデルを是非叩き込んでください。

KENNY ARONOFF MODEL -TRACKMASTER

CB1465

・シェル : 1mm ブラス
・サイズ : 14"x5"
・ラグ / ボルト : MSL35/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MUS80A/
MUS80B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

¥85,000 (税抜価格)

¥45,000 (税抜価格)

STEWART COPELAND MODEL

PETER ERSKINE MODEL

SC145

¥51,000 (税抜価格)

・シェル : 1.5mm ブラス
・サイズ : 14"x5"
・ラグ / ボルト : MSL35/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション , バターサイド )/ スティールマイ
ティーフープ (10 テンション , スネアサ
イド )
・ストレイナー / バット : MUS80A/
MUS80B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

SIMON PHILLIPS MODEL -THE PAGEANT

¥120,000 (税抜価格)

SIMON PHILLIPS MODEL -THE GLADIATOR

・シェル : 6mm, 6ply メイプル +1ply
フィギュアドメイプル
w/ 6mm サウンドフォーカスリング
・サイズ : 12"x5"
・ラグ / ボルト : MSL35H/MS648SHPH
・フープ : Die-Cast Hoop (6 テンション ,
ブラッシュドニッケル )
・ストレイナー / バット : MUS80AH/
MUS80BH
・スナッピー : MS20S-12S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

SIMON PHILLIPS MODEL -THE MONARCH
SP1465H

¥85,000 (税抜価格)

・シェル : 6mm, 2ply メイプル + 3ply ブビン
ガ + 2ply メイプル + 1ply フィギュアドメイ
プル w/ 6mm サウンドフォーカスリング
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCTH/MS648SHPH
・フープ : カスタマイズドブラスマイティフー
プ (8 テンション , ブラッシュドニッケル )
・ストレイナー / バット : MUS80AH/
MUS80BH
・スナッピー : MS20S-S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

MIKE PORTNOY MODEL -MELODY MASTER

¥45,000 (税抜価格)

MP1455ST

¥51,000 (税抜価格)

・シェル : 1mm スティール ( ハンマード
マットブラック )
・サイズ : 12"x5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (6 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MCS100A/
MCS70B
・スナッピー : MS20SN12S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

MIKE PORTNOY MODEL -MELODY MASTER

・シェル : 1mm スティール ( ハンマード
マットブラック )
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (8 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MCS100A/
MCS70B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador
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SOUL TOUL PRODUCE MODEL
・シェル : 1mm スティール w/ シリコン
フィルドエッジ
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL35/MS654SHP
・フープ : スティールマイティフープ (8
テンション )
・ストレイナー / バット : MCS70A/
MCS70B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

NSS1440

¥28,000 (税抜価格)

・シェル : 1mm スティール w/ シリコン
フィルドエッジ
・サイズ : 14"x4"
・ラグ / ボルト : MSL-SCP/MS642SHP
・フープ : スティールマイティフープ (8
テンション )
・ストレイナー / バット : MCS70A/
MCS70B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

ARTIST MODEL -YOSHIKI- SNARE DRUM
X JAPAN のような大音量のバンド・サウンドの中でも埋もれない圧倒的存在感。鋭くアグレッシブなサウンド。そして、何より YOSHIKI のクリスタル・ドラムセットに相応しい煌びやかなルックス。
それら全てを併せ持った YOSHIKI シグネチャー・スネアドラムが遂に完成。一般的なメタルシェル ･ スネアドラムに良く使われるスティールよりも剛性の高いステンレス・スティールのシェルに、
ヴィンテージスネアによく見られるダブル ･ フランジド ･ エッジを現代版にアレンジした TAMA オリジナルエッジ、R.S.E.(Resonant Sound Edge) を採用。パワフルなボリュームと、鋭いアタッ
クを兼ね備えたサウンドが特長で、かつリムショットの際の爽快な音抜けも魅力です。
煌びやかなルックスも魅力で、独自の製法とカット技術により国際的にも名高いスワロフスキー社製クリスタルを配置したハイテンションラグとエンブレムに加えて、YOSHIKI のサインと X
JAPAN ロゴをあしらった、特製エンブレム ･ プレートをシェル外面に取り付けています。また、シェルの内面には、シグネチャー ･ モデルの証明として、YOSHIKI 直筆のサイン入りインサイド ･
ステッカーが貼り付けられており、正にファン垂涎のモデルです。

YOSHIKI MODEL
XY146

MP1455BU

・シェル : 8mm, 9ply ブビンガ
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (8 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MCS100A/
MCS70B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

SOUL TOUL PRODUCE MODEL

NSS1455

¥28,000 (税抜価格)

MP125ST

・シェル : 6mm, 6ply アメリカンブラック
ウォルナット + 1.0mm スティール ハイブ
リッド・シェル
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCTMB/MS666SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50AMB/
MLS50BMB
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

「このスネアドラムを作るのが夢だった」－日本の音楽シーンの最前線で活動を続けるドラマー、そうる透が自らの 10 年来の夢としてプロデュースしたスネアドラム。2007 年の発売以来、「これ
からドラムを始める方でもチューニングしやすい事、音楽ジャンルを選ばず使える事、そして価格がリーズナブルであること」から高評価を受け続ける、TAMA のベストセラーモデルです。スティー
ルシェルの上下エッジ内側にシリコンを充填することにより、スティールならではの高域の「鳴き」を残しながら、オーバートーンを抑えたソリッドなサウンドを実現。スナッピーの細かなツブ
立ちもクリアーで、ロックやポップスはもちろん、吹奏楽までこなすポテンシャルを秘めています。
※この商品はプロデュース ( 監修 ) モデルのため、シグネチャー入り内面ステッカーは付属せず、アーティストのサインを刻印したバッジが付属しております。

SP1455H

MIKE PORTNOY MODEL -MELODY MASTER

¥75,000 (税抜価格)

ARTIST MODEL -SOUL TOUL- SNARE DRUMS

・シェル : 1mm ブロンズ
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL35H/MS654SHPH
・フープ : ブラスマイティフープ (10 テ
ンション , ブラッシュドニッケル )
・ストレイナー / バット : MUS80AH/
MUS80BH
・スナッピー : MS20S-S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

¥68,000 (税抜価格)

LU1465N

・シェル : 3mm “ダイヤモンドプレート”
スティール
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL35/MS666SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MUS80A/
MUS80B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

RB1455

¥68,000 (税抜価格)

・シェル : 10mm, 12pcs ステイブ アッ
シュ
・サイズ : 10"x6"
・ラグ / ボルト : MSL90S/MS661SHP
・フープ : ダイキャストフープ (6 テン
ション )+ スーパー レゾナント マウン
ト
・ストレイナー / バット : MLS50A /
MLS50B
・スナッピー : MS20SN10S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

・シェル : 2mm ブラス
・サイズ : 14"x7"
・ラグ / ボルト : MSL-SCTBN/
MS648SHPBN
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション , ブラックニッケル )
・ストレイナー / バット : MUS80ABN/
MUS80BBN
・スナッピー : MS42R14S
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

RONALD BRUNER JR. MODEL

・シェル : 1.2mm ステンレススティール
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL35BN/
MS666SHPBN
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション , ブラックニッケル )
・ストレイナー / バット : MUS80ABN/
MUS80BBN
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

PE106M

SP125H

¥68,000 (税抜価格)

¥73,000 (税抜価格)

CHARLIE BENANTE MODEL

KA145N

LARS ULRICH MODEL

¥110,000 (税抜価格)

・シェル : 1mm ステンレススティール w/
R.S.E. (Resonant Sound Edge)
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : “ウォーロード” チュー
ブラグ w/ スワロフスキークリスタル /
MS642SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テンショ
ンテンション )
・ストレイナー / バット : MUS80A/MUS80B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

¥77,000 (税抜価格)
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STAR RESERVE SNARE DRUMS

STAR “STAVE-SHELL” SNARE DRUMS

新たなサウンドメイクや、既存の概念を打ち破るプレイスタイルに挑戦をしたくなるようなインスピレーションを与える。そんな提案をするために、新たな可能性を追求していくシリーズが、
STAR Reserve( スター・リザーブ ) スネアドラムです。単板メイプルシェルにブラス製の内曲げフープを組み合わせ , 叩く度に心地よく響く軽妙な音抜けが特長の、「比類なき繊細さ」を追求し
た SOLID MAPLE。標準より大きい 15" 口径に 8" 深さのメイプル / ブビンガシェルがもたらす低音と高音、クリアーな響きとファットなレゾナンスという相異なる特性を融合させた BUBINGA/
MAPLE。ウォルナットのふくよかで甘い響きを獲得しつつ、ブビンガ特有の芯のはっきりとした音像と落ち着いた中低音の響きを実現した WALNUT/BUBINGA。硬質な基音とリバーブが掛かっ
たような華やかなシェル鳴りを両立し、多様な表現を可能にする HAMMERED COPPER。荒々しく猛り狂う荒波のような力強いルックスのイメージとは裏腹に、サウンドはメロウで甘く、ボリュー
ム感溢れる響きが特徴の STAVE JATOBA。ブラス特有の硬質で芯のあるハッキリとした音抜けを強調しながらも、ストレートでなおかつ高級感のある音像を実現した HAMMERED BRASS の 6 モ
デルをラインナップ。
* 生産工程の都合上、生産可能数量に制限がございます。受注生産にて約 2 ヶ月半のご猶予を頂きますので予めご了承ください。

16 個 /10mm 厚の木片を、パーカッションのコンガのように円形に並べて成型したステイヴシェル ( ブロックシェル ) を採用したスネアドラムは、パワフルで芯の太いサウンドと抜群の音抜けを
誇ります。そのようなシェルを採用した、STAR Stave Shell( スター・ステイヴシェル ) スネアドラムシリーズは、個性的なサウンドをもたらすアッシュとウォルナットの 2 つのシェルをラインナッ
プ。アッシュシェルモデルは鋭いアタックと早いレスポンス。ウォルナットシェルモデルはリッチなトーンと豊かな鳴りが特長です。ウッド・インレイをシェルのアウター・プライ中心に埋め込
んだフィニッシュが標準仕様となります。オプションにより、ウッド・インレイ無しにすることも可能です ( 価格の変更はございません )。
※シェルカラーは、ナチュラル・アッシュ (OAS) と、ナチュラル・ウォルナット (OWN) のみとなります。また、サウンド・フォーカス・リング付きのオプションはございません。

STAR RESERVE SOLID MAPLE

STAR STAVE WALNUT

STAR RESERVE BUBINGA/MAPLE

TLM145S-OMP

TMBS158SO-COB

・シェル : 8mm ソリッドメイプル
w/ 8mm ソリッドメイプルサウンド
フォーカスリング
・サイズ : 14"x5"
・ラグ / ボルト : MTL150/MS642SH
・フープ : 2.3mm ブラスサウンドアーク
フープ (8 hole)
・ストレイナー / バット : MLS50A /
MLS50B
・スナッピー : MS20L14C8
カラー : ナチュラル・メイプル（オイル・フィニッシュ）-OMP ・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador
¥120,000 (税抜価格)

・シェル : 5.5mm, 8ply ブビンガ / メイプル
(1inner ply コルディア +2ply ブビンガ +4ply
メイプル +1outer ply オリーブアッシュ )
・サイズ : 15"x8"
・ラグ / ボルト : MSL90T/MS648SHP
・フープ : ブラスマイティフープ (8 テンショ
ン)
・ストレイナー / バット : MLS50A /
MLS50B
・スナッピー : MS20SN15S
カラー : キャラメル・オリーブアッシュ・バースト -COB ・ドラムヘッド : EVANS® Power Center
Reverse Dot / Resonant 300
¥110,000 (税抜価格)

STAR RESERVE WALNUT/BUBINGA

STAR RESERVE HAND HAMMERED COPPER

TBWS1465S-GCW

カラー : グロス・クラロ・ウォルナット -GCW

¥110,000 (税抜価格)

・シェル : 5.5mm, 7ply ウォルナット / ブビ
ンガ (4ply ウォルナット +2ply ブビンガ
+1outer ply クラロウォルナット ) w/ メイプ
ルサウンドフォーカスリング
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MTL160/MS648SHP
・フープ : 2.3mm サウンドアークフープ (10
テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A / MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

STAR RESERVE STAVE JATOBA

TCS1465H

¥110,000 (税抜価格)

・シェル : 1.5mm ハンドハンマード
コパー
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS666SHP
・フープ : カスタマイズドブラスマイ
ティフープ (8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A /
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

STAR RESERVE HAND HAMMERED BRASS

TVJ147S-OJT

カラー : オイルド・ナチュラル・ジャトバ -OJT

・シェル : 1.5 ㎜ ハンドハンマードブラス
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS666SHP
・フープ : カスタマイズドブラスマイ
ティフープ (8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A /
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

¥110,000 (税抜価格)

Color: ナチュラル・ウォルナット（オイル・フィニッシュ）-OWN

STAR Drums( スター・ドラム ) は、長年のドラム作りで培ったシェルの鳴りを引き出すノウハウを、シェル構成の見直しや専用パーツの設計を行うことで更に一歩推し進めたフラッグシップモ
デルで、異なる 3 つのシェルからお選び頂けます。STAR Bubinga のスネアドラムでは、ダークでディープなトーンとパワフルなサウンドが魅力のブビンガ材を、4.5mm という非常に薄いシェル
に成型。そのシェル内面を 9mm という厚いサウンド・フォーカス・リングで補強することで、基音のはっきりしたクリアーなサウンドを実現しました。STAR Maple のシェルには、中央の 1 プ
ライに 2mm の厚いメイプル材を使用し、その内側と外側に 2 プライ 1.5mm 厚のメイプル材で挟み込んだユニークな構成を採用。メイプルシェルが持つ明るくオープンなサウンドに加え、豊か
なダイナミクスと芯の太いサウンドを獲得しています。STAR Walnut のシェルには、中低音の効いたサウンドが特長のウォルナット材を 6ply/5mm に成型。歯切れのさと、甘くファットなトー
ンが最大の特徴です。
* 生産工程の都合上、生産可能数量に制限がございます。受注生産にて約 2 ヶ月半のご猶予を頂きますので予めご了承ください。

STAR BUBINGA

TLM146S-OMP

Color: ナチュラル・メイプル（オイル・フィニッシュ）-OMP

¥110,000 (税抜価格)

TBS1465SL-NTI

Color: ナチュラル・インディアン・ローレル -NTI
¥102,000 (税抜価格)

Color: ラズベリー・カーリー・メイプル - RCM

¥100,000 (税抜価格)
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¥110,000 (税抜価格)

シェル構成とサイズ / カラー / インレイオ
プションに関しては P.4-5 をご覧ください
・シェル : 4.5mm ブビンガ w/9mm サウン
ドフォーカスリング
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS654SHP
・フープ : ダイキャストフープ (8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

・シェル : 7mm ソリッドマホガニー w/
7mm サウンドフォーカスリング
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS661SHP
・フープ : ダイキャストフープ (8 テンショ
ン)
・ストレイナー / バット : MLS50A/MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador
[ インレイオプション ] アウトサイドインレイ
またはインレイなし

TBS136DC-DKG

Color: ダーク・グリーン・コルディア - DKG

¥99,000 (税抜価格)

シェル構成とサイズ / カラー / インレイオ
プションに関しては P.6-7 をご覧ください
・シェル : 5mm メイプル w/5mm サウンド
フォーカスリング
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS654SHP
・フープ: ダイキャストフープ (8テンション)
・ストレイナー / バット : MLS50A/MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

TMS1465DR-GCM

シェル構成とサイズ / カラー / インレイオ
プションに関しては P.6-7 をご覧ください
・シェル : 5mm メイプル w/5mm サウンド
フォーカスリング
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS666SHP
・フープ: ダイキャストフープ (8テンション)
・ストレイナー / バット : MLS50A/MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Color: グロス・ナチュラル・カーリー・メイプル - GCM Ambassador / Snare Ambassador
(税抜価格)
¥102,000

STAR WALNUT
TWS1455W-SBN

Color: サテン・ブラック・ウォルナット - SBN

¥81,000 (税抜価格)

シェル構成とサイズ / カラー / インレイオ
プションに関しては P.4-5 をご覧ください
・シェル : 4.5mm ブビンガ w/9mm サウン
ドフォーカスリング
・サイズ : 13"x6"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS661SHP
・フープ: ダイキャストフープ (8テンション)
・ストレイナー / バット : MLS50A/MLS50B
・スナッピー : MS20RL13C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

STAR MAPLE

STAR WALNUT
TLH146S-OMH

Color: ナチュラル・マホガニー（オイルフィニッシュ）-OMH

STAR BUBINGA

TMS1455SR-RCM

STAR SOLID MAHOGANY

Color: ナチュラル・アッシュ（オイル・フィニッシュ）-OAS

¥110,000 (税抜価格)

STAR MAPLE

* 生産工程の都合上、生産可能数量に制限がございます。受注生産にて約 2 ヶ月半のご猶予を頂きますので予めご了承ください。

TVA146S-OAS

・シェル : 10mm, 16pcs ステイブアッシュ
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS661SHP
・フープ : ダイキャストフープ (8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador
[ インレイオプション ] アウトサイドイン
レイ または インレイなし

STAR SNARE DRUMS

通常のドラムシェルのような薄い木材 ( プライ ) を重ねる方法ではなく、1 枚の厚い板を丸める方法で成型したソリッドシェル ( 単板シェル ) を採用したスネアドラムは、繊細で素早い反応と、
適度にドライで柔らかく太いサウンドが特徴です。そのようなシェルを採用した、STAR Solid Shell( スター・ソリッドシェル ) スネアドラムシリーズは、個性的なサウンドをもたらすメイプルと
マホガニーの 2 つのシェルをラインナップ。
繊細で素早い反応とドライな響きに加えて、メイプルシェルは温かくコシのあるサウンド、マホガニーは中低音の強調されたソリッドなサウンドが特長です。ウッド・インレイをシェルのアウター・
プライ中心に埋め込んだフィニッシュが標準仕様となります。オプションにより、ウッド・インレイ無しにすることも可能です ( 価格の変更はございません )。
※シェルカラーは、ナチュラル・メイプル (OMP) と、ナチュラル・マホガニー (OMH) のみとなります。

・シェル : 8mm ソリッドメイプル
w/ 8mm サウンドフォーカスリング
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS661SHP
・フープ : ダイキャストフープ (8 テンショ
ン)
・ストレイナー / バット : MLS50A/MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador
[ インレイオプション ] アウトサイドインレイ
またはインレイなし

・シェル : 10mm, 16pcs ステイブウォルナット
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS661SHP
・フープ : ダイキャストフープ (8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador
[ インレイオプション ] アウトサイドインレ
イ または インレイなし

¥110,000 (税抜価格)

STAR “SOLID-SHELL” SNARE DRUMS

STAR SOLID MAPLE

STAR STAVE ASH
TVW146S-OWN

TBRS1455H

・シェル : 10mm, 16pcs ステイブジャトバ
・サイズ : 14"x7"
・ラグ / ボルト : MTL160/MS654SHP
・フープ : ダイキャストフープ (8 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MLS50A /
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

¥120,000 (税抜価格)

* 生産工程の都合上、生産可能数量に制限がございます。受注生産にて約 2 ヶ月半のご猶予を頂きますので予めご了承ください。

シェル構成とサイズ / カラー / インレイオ
プションに関しては P.8-9 をご覧ください
・シェル : 5mm ウォルナット
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS654SHP
・フープ: ダイキャストフープ (8テンション)
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

TWS1465-LIC

Color: ライト・インディゴ・チェスナット - LIC

¥82,000 (税抜価格)
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シェル構成とサイズ / カラー / インレイオ
プションに関しては P.8-9 をご覧ください
・シェル : 5mm ウォルナット
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL90SC/MS666SHP
・フープ: ダイキャストフープ (8テンション)
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : REMO® Coated
Ambassador / Snare Ambassador

STARCLASSIC WALNUT/BIRCH

STARCLASSIC BUBINGA SNARE DRUMS

WBSS55-LPO

20 年以上にわたり自社工場で生産を続ける、STARCLASSIC ( スタークラシック ) ドラムセットと同じコンセプトの下、小ぶりなセパレートラグとアタックの鋭いダイキャストフープを組み合わ
せたスネアドラムシリーズ。STARCLASSIC Bubinga のシェルは、アフリカ産ブビンガシェルをやや厚めの 8mm に成形することで、ソリッドなアタックと豊かな中低音の響きを実現。ダイキャ
ストフープとの相性は抜群で、パワフルでバランスの取れたサウンドキャラクターが魅力のシリーズです。
* サイズ / カラー / オプションに関しては P.10-11 をご覧ください
* 受注生産となりますので、約１ヶ月半の納期を頂きます。
Color: ラッカー・ファンタズム・オイスター - LPO

STARCLASSIC BUBINGA

¥53,000 (税抜価格)

STARCLASSIC BUBINGA
BS1455-ESS

シェル構成とサイズ / カラー / オプショ
ンに関しては P.10-11 をご覧ください
・シェル : 8mm, 9ply ブビンガ
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MUS80A/
MUS80B
・スナッピー : MS20SN14S
Color: エメラルド・シー・スパークル・フェード -ESS w/ クローム・パーツ ・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300
¥77,000 (税抜価格)

BS1465-BSB

シェル構成とサイズ / カラー / オプショ
ンに関しては P.10-11 をご覧ください
・シェル : 8mm, 9ply ブビンガ
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MUS80A/
MUS80B
・スナッピー : MS20SN14S
Color: ブルー・スウェル・バースト -BSB w/ クローム・パーツ ・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300
¥81,000 (税抜価格)

20 年以上に渡り、自社工場で生産を続ける、STARCLASSIC( スタークラシック ) ドラムセットと同じコンセプトのもと、小ぶりなセパレートラグとアタックの鋭いダイキャストフープを組み合
わせたスネアドラムシリーズ。STARCLASSIC Maple スネアドラムは、約 5mm という極薄のメイプルシェルが生み出す、センシティブなレスポンスと明るくオープンなサウンド特性に加えて、
剛性の高いダイキャストフープによる明確なアタックを兼ね備えた、オールマイティーな一台です。
* サイズ / カラー / オプションに関しては P.12-15 をご覧ください
* 受注生産となりますので、約１ヶ月半の納期を頂きます。

STARCLASSIC MAPLE
SMS455T-MBB

Color: モルテン・サテン・ブラウン・バースト -MBB w/ クローム・パーツ

¥76,000 (税抜価格)

シェル構成とサイズ / カラー / オプショ
ンに関しては P.12-15 をご覧ください
・シェル : 5mm, 6ply メイプル
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MUS80A/
MUS80B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

STARCLASSIC MAPLE

SMS465T-TWB

Color: トワイライト・ブルー・バースト -TWB w/ クローム・パーツ

¥80,000 (税抜価格)

STARCLASSIC MAPLE
SMS465T-GAS

Color: ガーネット・スウェル・バースト -GAS w/ クローム・パーツ

¥80,000 (税抜価格)

シェル構成とサイズ / カラー / オプショ
ンに関しては P.12-15 をご覧ください
・シェル : 5mm, 6ply メイプル
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MUS80A/
MUS80B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

シェル構成とサイズ / カラー / オプショ
ンに関しては P.12-15 をご覧ください
・シェル : 5mm, 6ply メイプル
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MUS80A/
MUS80B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

MGS455T-BWO

Color: ブルー・アンド・ホワイト・オイスター -BWO w/ クローム・パーツ

¥76,000 (税抜価格)

Color: ラッカー・オーシャン・ブルー・リップル - LOR

Color: ピアノ・ブラック - PBK

¥53,000 (税抜価格)

・シェル : 6mm, 4ply バーチ +2 inner
ply アメリカンブラックウォルナット
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MCS70A/
MCS70B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

・シェル : 6mm, 4ply バーチ +2 inner
ply アメリカンブラックウォルナット
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MCS70A/
MCS70B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

STARCLASSIC WALNUT/BIRCH
WBSS65-MBR

Color: モルテン・ブラウン・バースト - MBR

¥56,000 (税抜価格)

・シェル : 6mm, 4ply バーチ +2 inner
ply アメリカンブラックウォルナット
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MCS70A/
MCS70B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

STARPHONIC SNARE DRUMS
時代を超え、ジャンルを超えて、耳にした人全ての心に染み渡る心地良い響き、そして、あらゆる形態の音楽とシチュエーションに対応できる懐の深さを兼ね備えたサウンド。そのようなサウン
ドを実現するため、長い構想と試行錯誤の結晶として生まれたのが STARPHONIC( スターフォニック ) シリーズ・スネアドラムです。それぞれサウンドキャラクターの違う、ウッドシェル 2 モデ
ル、メタルシェル 5 モデルをラインナップしています。最大の特長は、テンションボルトを通す穴を排除した専用フープ Grooved Hoop。フランジフープ特有のオープンなサウンドを保ちながら
も高い剛性と真円度を実現し、エッジ形状には「内曲げ式」を採用することで倍音を適度にコントロールし、引き締まったサウンドが得られます。そのフープにフックするオリジナル機構を持っ
たラグ Freedom Lug/Bolts & Claw Hook により、テンションボルトを緩めるとフープからフックが外れ、テンションボルトをラグから完全に取り外すことなくドラムヘッドをよりスピーディー
交換することができます。

STARPHONIC MAPLE

STARPHONIC BUBINGA
PMM146

Color: サテン・マッパ・バール - STM

・シェル : 6mm, 6ply メイプル + 1 マパ
バール outer ply
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MTL960S/MCH90SC
・フープ : グルーブドフープ (10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

PBC146

Color: マット・ナチュラル・コルディア -MNC

¥77,000 (税抜価格)

¥77,000 (税抜価格)

STARPHONIC BRASS

STARPHONIC BELL BRASS
PBR146

・シェル : 3mm ベルブラス
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MTL960S/MCH90SC
・フープ : グルーブドフープ (10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

¥69,000 (税抜価格)

¥285,000 (税抜価格)

STARPHONIC COPPER

STARPHONIC ALUMINUM
PCP147

PAL146

・シェル : 1.2mm コパー
・サイズ : 14"x7"
・ラグ / ボルト : MTL960S/MCH90SC
・フープ : グルーブドフープ (10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

* サイズ / カラー / オプションに関しては P.16-17 をご覧ください
*STARCLASSIC Walnut/Birch スネアドラムは、下記 4 モデル (WBSS55-LPO,WBSS55-PBK,WBSS65-LOR,WBSS65-MBR) を除き、受注生産となりますので、納期にお時間を頂きます。あらか
じめご了承ください。

¥80,000 (税抜価格)

・シェル : 7mm, 8ply ブビンガ + 1 コル
ディア アウタープライ
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MTL960S/MCH90SC
・フープ : グルーブドフープ (10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

PBB146

・シェル : 1.2mm ブラス
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MTL960S/MCH90SC
・フープ : グルーブドフープ (10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッ : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

STARCLASSIC Walnut/Birch スネアドラムはウォルナット材とバーチ材のハイブリッドシェルを採用したシリーズです。中低音域の丸みを帯びた温かみと高級感溢れた芯のあるシェル鳴りが特徴
の Walnut 材に、はっきりした音像とソリッドなアタックが特徴のバーチ材を組み合わせることで、音の分離が明確で、心地よい温かな響きが特徴です。また、10 テンションのダイキャストフー
プと 20 本線のハイカーボンスティール製のスナッピーを採用したことで、コントロールされたサスティーンと明瞭な音像を持ったサウンドを奏でます。
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WBSS55-PBK

WBSS65-LOR

シェル構成とサイズ / カラー / オプショ
ンに関しては P.12-15 をご覧ください
・シェル : 5mm, 6ply メイプル
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MUS80A/
MUS80B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

STARCLASSIC WALNUT/BIRCH

・シェル : 6mm, 4ply バーチ +2 inner
ply アメリカンブラックウォルナット
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ (10 テン
ション )
・ストレイナー / バット : MCS70A/
MCS70B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

STARCLASSIC WALNUT/BIRCH

¥56,000 (税抜価格)

STARCLASSIC MAPLE SNARE DRUMS

STARCLASSIC MAPLE

STARCLASSIC WALNUT/BIRCH

・シェル : 1.2mm シームレスアルミニウム
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MTL960S/MCH90SC
・フープ : グルーブドフープ (10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

¥59,000 (税抜価格)
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STARPHONIC STAINLESS STEEL

S.L.P. CLASSIC MAPLE

PSS146

¥77,000 (税抜価格)

LMP1455-SMP

・シェル : 1mm ステンレススティール
w/R.S.E. (Resonant Sound Edge)
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MTL960S/MCH90SC
・フープ : グルーブドフープ (10 テンショ
ン)
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

Color: スーパー・メイプル -SMP

S.L.P. -SOUND LAB PROJECT- SNARE DRUMS

LSG1465-SNG

Color: サテン・ナチュラル・スポテッド・ガム -SNG

LHK145-SVH

・シェル : 6mm, 9ply スポテッド・ガム
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MTL60/MS648SHP
・フープ : スティールマイティーフープ
(10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A /
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

Color: サテン・ビンテージ・ヒッコリー -SVH

¥55,000 (税抜価格)

¥52,000 (税抜価格)

S.L.P. G-MAPLE

S.L.P. G-MAPLE
LGM146-KMB

Color: コナ・マパバール -KMB

¥58,000 (税抜価格)

・シェル : 11mm, 12ply メイプル +1
outer ply マパバール
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MSL-SCTBN/
MS648SHPBN
・フープ : スティールマイティーフープ
(10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50ABN /
MLS50BBN
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

S.L.P. VINTAGE HAMMERED STEEL

LSS1465

S.L.P. G-WALNUT

Color: サテン・タモ・アッシュ -STA
¥55,000 (税抜価格)

S.L.P. DUO BIRCH
LGW1465-MBW

Color: マット・ブラック・ウォルナット -MBW

・シェル : 9mm, 10ply ウォルナット
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MTL60/MS648SHP
・フープ : 2.3mm サウンドアークフープ
(10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS30R14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

Color: トランスペアレント・モカ -TPM

¥46,000 (税抜価格)

S.L.P DYNAMIC KAPUR

S.L.P. FAT SPRUCE
LKP1465-KPB

Color: ブラック・カポール・バースト -KPB

・シェル : 5mm, 6ply カポール
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MTL60/MS648SHP
・フープ : 2.3mm サウンドアークフープ
(8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

¥42,000 (税抜価格)

¥40,000 (税抜価格)
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・シェル : 1.5mm ブラス
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCTBN/
MS648SHPBN
・フープ : スティールマイティフープ (10
テンション )
・ストレイナー / バット : MCS70ABN/
MCS70BBN
・スナッピー : MS42R14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

LAL1455

¥38,000 (税抜価格)

・シェル : 1.2mm シームレスアルミニウ
ム
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MCHL5S/MS648SHP
・フープ : スティールマイティーフープ
(8 テンション )
・ストレイナー / バット : MCS70A/
MCS70B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

MINI-TYMP SNARE DRUMS
1.0mm 厚のスティールシェルを採用した小口径スネアドラム。深さを 5" で統一した片面ヘッドのモデルで、6"/8"/10" 口径の 3 サイズをラインナップしています。付属のアタッチメントを使っ
てシンバルスタンドなどにマウントすることで、手軽にドラムキットにセットアップすることが出来ます。また、打面ヘッド裏側に接するようにセットされたスナッピーで、お好みのサウンドに
調整可能。オフにすればティンバレスのようなパーカッシブなサウンドを得られます。

MINI-TYMP SNARE DRUMS
STS065M

STS085M

・シェル : 1mm スティール w/ タムブラケット
・サイズ : 6"x5"
・ラグ / ボルト : MSL60T/MS648SHP
・フープ : 1.6mm トリプルフランジフー
プ (4 テンション )
・スナッピー : ハーフスナッピースネア
・ドラムヘッド : TAMA Power Craft II
Clear
*w/ MC69 シングルタムアタッチメント

¥12,500 (税抜価格)

・シェル : 1mm スティール w/ タムブラケット
・サイズ : 8"x5"
・ラグ / ボルト : MSL60T/MS648SHP
・フープ : 1.6mm トリプルフランジフープ
(4 テンション )
・スナッピー : ハーフスナッピースネア
・ドラムヘッド : TAMA Power Craft II
Clear
*w/ MC69 シングルタムアタッチメント

¥13,000 (税抜価格)

MINI-TYMP SNARE DRUMS
LSP146-WSS

Color: ワイルド・サテン・スプルース -WSS

¥42,000 (税抜価格)

S.L.P. CLASSIC DRY ALUMINUM

MINI-TYMP SNARE DRUMS
・シェル : 7mm, 7ply バーチ w/MTB25E
タムブラケット
・サイズ : 14"x10"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : 2.3mm サウンドアークフープ
(8 テンション )
・ストレイナー / バット : MCS70A/
MCS70B
・スナッピー : MS20R14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300
*MFL-SL ( フロアタムレッグ ) x 3 付属

LST1455H

・シェル : 1.2mm ハンマードスティール
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MTL50/MS648SHP
・フープ : 2.3mm サウンドアークフープ
(10 テンション )
・ストレイナー / バット : MCS70A/
MCS70B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

LBR1465

LBH1410L-TPM

¥46,000 (税抜価格)

・シェル : 1.2mm ステンレス・スティー
ル
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MTL60/MS648SHP
・フープ : 3.0mm アルティメイト・スティー
ルマイティーフープ (10 テンション )
・ストレイナー / バット : MCS70A/
MCS70B
・スナッピー : MS30R14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

S.L.P. BLACK BRASS

¥65,000 (税抜価格)

LGM137-STA

Color: シエナ -SEN

S.L.P. SONIC STAINLESS STEEL

・シェル : 6mm, 6ply ヒッコリー
・サイズ : 14"x5"
・ラグ / ボルト : MTL30/MS648SHP
・フープ : スティールマイティーフープ
(8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A /
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

・シェル : 10mm, 11ply メイプル +1
outer ply タモアッシュ
・サイズ : 13"x7"
・ラグ / ボルト : MTL60/MS654SHP
・フープ : ダイキャストフープ
(8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20SN13C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

LMP1465F-SEN

・シェル : 5mm, 6ply メイプル w/ サウ
ンドフォーカスリング
・サイズ : 14"x6.5"
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : オールメイプルウッドフープ
(8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20SN14S
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

¥58,000 (税抜価格)

¥57,000 (税抜価格)

S.L.P. VINTAGE HICKORY

・シェル : 7mm, 8ply メイプル
・サイズ : 14"x5.5"
・ラグ / ボルト : MTL50/MS648SHP
・フープ : 2.3mm サウンドアークフープ
(10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

¥47,000 (税抜価格)

「自分のスタイルに合ったスネアドラム」。その 1 台を求めて、ドラマーは誰もが長い旅を続けます。そんなドラマーにとっての道標となるべく生み出されたのが、この S.L.P.-Sound Lab Project( サウンド・ラボ・プロジェクト ) スネアドラムシリーズ。幅広いラインナップと、その特徴的なサウンドキャラクターが世界中で高い評価を受けています。
メイプルのようなポピュラーな木材から、スプルースやウォルナットといった珍しい素材、さらにはメタルシェルに至るまで、豊富なシェルマテリアルをラインナップ。それぞれのシェル材に対
して、口径 / 深さを個別に設定することでサウンドの方向性を決定し、フープ、ラグ、スナッピースネアといったパーツを、シェル材の持つポテンシャルを引き出せるような組み合わせで完成す
るスネアドラムシリーズです。2020 年には、硬質かつストレートな音抜けが特徴の 1.2mm 厚のステンレス・スティールを採用した “LSS1465” と、ソリッドでドライな音像が特徴の “LSG1465-SNG”
をラインナップに追加しました。

S.L.P. BOLD SPOTTED GUM

S.L.P. STUDIO MAPLE

STS105M

・シェル : 7mm, 8ply スプルース
・サイズ : 14"x6"
・ラグ / ボルト : MTL60/MS648SHP
・フープ : ダイキャストフープ
(8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50A/
MLS50B
・スナッピー : MS20RL14C
・ドラムヘッド : EVANS® G1 Coated /
Resonant 300

・シェル : 1mm スティール w/ タムブラケット
・サイズ : 10"x5"
・ラグ / ボルト : MSL60T/MS648SHP
・フープ : 1.6mm トリプルフランジフー
プ (6 テンション )
・スナッピー : ハーフスナッピースネア
・ドラムヘッド : TAMA Power Craft II
Clear
*w/ MC69 シングルタムアタッチメント

¥14,500 (税抜価格)
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DYNA-SYNC SINGLE PEDAL

SPEED COBRA 910 SINGLE PEDAL
カムとフットボードの連結に金属製のアームを用いる “ダイレクトドライブ” 方式を採用したド
ラムペダル。Dyna-Sync ペダルでは、カムとフットボードを繋ぐダイレクトリンクの接点を最
適なポジション / 角度に設定することで、“パワーとスピード” に加えて “自然なフィーリング”
の完璧なバランスを追求しました。
また、カムの上部アームを前後にスライドさせることで、カムの回転半径を無段階に調整可能。
好みに応じた多様な踏み心地へと変化させることで、あらゆるプレイスタイルにフィットする一
体感をもたらします。

ロ ン グ フ ッ ト ボ ー ド を 採 用 し、 ス ピ ー ド を 志 向 す る プ レ イ ヤ ー に 向 け て 作 ら れ た SPEED
COBRA シングルペダル。踏み込む力をよりスムーズにカムの円運動に変換する機構 Swivel
Spring Tight、アタックを強調したサウンドが得られるビーター Accu-Strike Cobra Beater など、
SPEED COBRA のコンセプトでもある「スピードとパワーの両立」をさらに推し進めました。

[SPECIFICATIONS]

[SPECIFICATIONS]

・フットボード : Dyna-Sync 専用フットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と独立 )
・アクション : ダイレクト・ドライブ
・ビーター : ダイナ ビーター (BDY30FB)
・スプリング : ヘビィースプリング (HP900-7H) / スピード・リング / スイベル・スプリング・タイト
・クランプ部 : パラ・クランプ Ⅱプロ
・その他 : シンク・コイル搭載、ハードシェルケース付属

・フットボード : SPEED COBRA ロングフットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と独立 )
・アクション : ローリング・グライド
・連結部 : ダブル・チェーン・ドライブ / リセスド・セッティング
・ビーター : アキュ・ストライク コブラ ビーター (CB900AS)
・スプリング : SPEED COBRA スプリング (HP910-7S) / スピード・リング / スイベル・スプリング・タイト
・クランプ部 : パラ・クランプ Ⅱプロ
・その他 : コブラ・コイル (CC900S) 搭載、ハードシェルケース付属

- 重量 : 2.5kg ( ハードシェルケースを除く )

HPDS1

- 重量 : 2.5kg ( ハードシェルケースを除く )

HP910LN

¥38,000 (税抜価格)

¥28,000 (税抜価格)

[FEATURES]

[FEATURES]
Optimized Transmission Design

Dual Linkage

Slidable Cam

Footboard Angle Adjustment

カムとフットボードの連結に金属製のアームを用いるダイレクトドライ
ブは、演奏時のアクションの “遊び” を排除することで、非常に軽い踏
み心地と素早いフットボードの返りを実現します。一方で、踏み込みの
角度によって変化するその独特なフィーリングは、プレイヤーの好みが
分かれるところです。
Dyna-Sync ペダルでは、踏み込みの角度に左右されずに、カムとフッ
トボードを繋ぐダイレクトリンクの接点を最適なポジション / 角度に設
定することで、パワーとスピードに加えて " 自然なフィーリング " の完
璧なバランスを追求しました。
カムの上部アームを前後にスライドさせることで、カムの回転半径を無
段階に調整可能。アームを伸ばして回転半径を大きくすれば、プレイ
時のフットボードの角度と踏み込みに必要な力の変化が緩やかになり、
チェーンドライブペダルのような微細なタッチを表現出来る高い操作性
を実現します。逆にアームを縮めて小さくすると、フットボードの角度
と踏み込みに必要な力の変化がより大きいダイレクトドライブ感を高め
たアクションとなり、ソリッドな踏み心地を得ることが可能になります。

フットボードを踏み込む力を無駄なくカムの回転運動に変換するため、
カムとフットボードを繋ぐアームのジョイント部両端には、ベアリング
付きの回転軸を装着。かつ、それらを 2 本のアームで左右から同じ力で
保持することにより、連結部でのエネルギーのロスを極限まで防ぎ、驚
異的な反応速度とパワーを実現します。

ドラマーそれぞれ個人の好みにカスタマイズするために重要な機能が、
ビーターアングルとは独立したフットボードアングルの調整。DynaSync ペダルは、これまでにないユニークな角度調整機能を搭載してい
ます。フットボードの先端に、カムから伸びたリンケージを繋ぐクラン
プがあり、そこに設けられたボルトをチューニングキーで調整すること
で、フットボード全体の角度を変更し、かつ強固に固定することができ
ます。

Long Footboard & Recessed Setting

Minimizing Power Loss

Accu-Strike Cobra Beater

Rolling Glide LiteSprocket

Iron Cobra ペダルよりも全長を約 10% 長めに設定した、Speed Cobra
専用のフットボード。同じ力でもより上下動の距離が少ないヒール側
を踏むことで、速いパッセージへの対応力を高めることができます。
また、自然なアクションを保ちつつ、軽い踏み込みを実現するために
“Recessed Setting” というセットアップを採用。違和感のない「軽さ」
が得られるポイントまでフットボード始点を後ろにセットすることで、
軽い力での踏み込みを実現しました。

バスドラムをヒットする面に採用された BR( ブタジエン ) 樹脂は、適
度な硬さと優れた耐摩耗性が特長。これを採用した Accu-Strike Beater
は高速連打の際にも 均一でアタックの効いたサウンドを可能にしまし
た。
また、ビーターヘッドの先端からエンド部分までの距離とシャフト位置
のバランスを見直すことで、コントロール性能を向上。小さなボリュー
ムでも音色がぼやけない、芯のあるサウンドを実現することに成功しま
した。

カムとフットボードの連結に金属製のアームを用いる “ダイレクトドライブ” 方式を採用したド
ラムペダル。Dyna-Sync ペダルでは、カムとフットボードを繋ぐダイレクトリンクの接点を最
適なポジション / 角度に設定することで、“パワーとスピード” に加えて “自然なフィーリング”
の完璧なバランスを追求しました。
また、カムの上部アームを前後にスライドさせることで、カムの回転半径を無段階に調整可能。
好みに応じた多様な踏み心地へと変化させることで、あらゆるプレイスタイルにフィットする一
体感をもたらします。

[SPECIFICATIONS]

・フットボード : SPEED COBRA ロングフットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と独立 )
・アクション : ローリング・グライド
・連結部 : ダブル・チェーン・ドライブ / リセスド・セッティング
・ビーター : アキュ・ストライク コブラ ビーター (CB900AS x 2)
・スプリング : SPEED COBRA スプリング (HP910-7S x2) / スピード・リング / スイベル・スプリング・タイト
・クランプ部 : パラ・クランプ Ⅱプロ
・その他 : コブラ・コイル (CC900S x 2) 搭載、ハードシェルケース付属
・コネクティングロッド : SPEED COBRA CNR910N

[SPECIFICATIONS]

・フットボード : Dyna-Sync 専用フットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と独立 )
・アクション : ダイレクト・ドライブ
・ビーター : ダイナ ビーター (BDY30FB) x 2
・スプリング : ヘビィースプリング (HP900-7H x 2) / スピード・リング / スイベル・スプリング・タイト
・クランプ部 : パラ・クランプ Ⅱプロ
・その他 : シンク・コイル x 2 搭載、ハードシェルケース付属
・コネクティングロッド : SPEED COBRA CNR910N
- 重量 : 5.3kg ( ハードシェルケースを除く )

- 重量 : 5.3kg ( ハードシェルケースを除く )

[FEATURES]
Long Footboard & Recessed Setting

HP910LWN

Iron Cobra ペダルよりも全長を約 10% 長めに設定した、Speed Cobra
専用のフットボード。同じ力でもより上下動の距離が少ないヒール側
を踏むことで、速いパッセージへの対応力を高めることができます。
また、自然なアクションを保ちつつ、軽い踏み込みを実現するために
“Recessed Setting” というセットアップを採用。違和感のない「軽さ」
が得られるポイントまでフットボード始点を後ろにセットすることで、
軽い力での踏み込みを実現しました。

¥66,000 (税抜価格)

¥84,000 (税抜価格)

[FEATURES]

Optimized Transmission Design

カムとフットボードの連結に金属製のアームを用いるダイレクトドライ
ブは、演奏時のアクションの “遊び” を排除することで、非常に軽い踏
み心地と素早いフットボードの返りを実現します。一方で、踏み込みの
角度によって変化するその独特なフィーリングは、プレイヤーの好みが
分かれるところです。
Dyna-Sync ペダルでは、踏み込みの角度に左右されずに、カムとフッ
トボードを繋ぐダイレクトリンクの接点を最適なポジション / 角度に設
定することで、パワーとスピードに加えて " 自然なフィーリング " の完
璧なバランスを追求しました。

Slidable Cam

ペダルのアクションに大きな影響を与えるカム ( スプロケット ) は、耐
久性と軽量化のバランスを追及した真円型形状のカムを採用。回転運動
に必要な力を軽減させたことで、軽い踏み心地を実現しています。

SPEED COBRA 910 TWIN PEDAL

DYNA-SYNC TWIN PEDAL

HPDS1TW

スムーズで安定した動きを実現するために、各駆動部にベアリングを搭
載しています。シャフト部の両端には、パソコンのハードディスクドラ
イブや自動車の ABS 装置に採用されている超精密ベアリングを搭載し、
スムーズで安定したアクションを提供。スプリングとシャフトの連結部
分に備え付けられた高精度ボール・ベアリングは、フットボードを踏み
込む力をカムの回転エネルギーに無駄なく変換し、スムーズなペダル
ワークを実現します。

カムの上部アームを前後にスライドさせることで、カムの回転半径を無
段階に調整可能。アームを伸ばして回転半径を大きくすれば、プレイ
時のフットボードの角度と踏み込みに必要な力の変化が緩やかになり、
チェーンドライブペダルのような微細なタッチを表現出来る高い操作性
を実現します。逆にアームを縮めて小さくすると、フットボードの角度
と踏み込みに必要な力の変化がより大きいダイレクトドライブ感を高め
たアクションとなり、ソリッドな踏み心地を得ることが可能になります。
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Dual Linkage

Accu-Strike Cobra Beater

フットボードを踏み込む力を無駄なくカムの回転運動に変換するため、
カムとフットボードを繋ぐアームのジョイント部両端には、ベアリング
付きの回転軸を装着。かつ、それらを 2 本のアームで左右から同じ力で
保持することにより、連結部でのエネルギーのロスを極限まで防ぎ、驚
異的な反応速度とパワーを実現します。

バスドラムをヒットする面に採用された BR( ブタジエン ) 樹脂は、適
度な硬さと優れた耐摩耗性が特長。これを採用した Accu-Strike Beater
は高速連打の際にも 均一でアタックの効いたサウンドを可能にしまし
た。
また、ビーターヘッドの先端からエンド部分までの距離とシャフト位置
のバランスを見直すことで、コントロール性能を向上。小さなボリュー
ムでも音色がぼやけない、芯のあるサウンドを実現することに成功しま
した。

Footboard Angle Adjustment

ドラマーそれぞれ個人の好みにカスタマイズするために重要な機能
が、ビーターアングルとは独立したフットボードアングルの角度調整。
Dyna-Sync ペダルは、これまでにないユニークな角度調整機能を搭載
しています。フットボードの先端に、カムから伸びたリンケージを繋ぐ
クランプがあり、そこに設けられたボルトをチューニングキーで調整す
ることで、フットボード全体の角度を変更し、かつ強固に固定すること
ができます。

Minimizing Power Loss

HP910LWLN

（左利き用）

¥66,000 (税抜価格)
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スムーズで安定した動きを実現するために、各駆動部にベアリングを搭
載しています。シャフト部の両端には、パソコンのハードディスクドラ
イブや自動車の ABS 装置に採用されている超精密ベアリングを搭載し、
スムーズで安定したアクションを提供。
スプリングとシャフトの連結部分に備え付けられた高精度ボール・ベア
リングは、フットボードを踏み込む力をカムの回転エネルギーに無駄な
く変換し、スムーズなペダルワークを実現します。

IRON COBRA 900 SINGLE PEDAL -POWER GLIDE-

IRON COBRA 900 SINGLE PEDAL -ROLLING GLIDE20 年以上にわたり愛され続け、日々進化を続けてきた IRON COBRA ドラムペダル。スムーズな
動きと耐久性向上のために開発された機構や、プレイヤーの表現力を高める新ビーターなどを採
用しています。
HP900PN は、カム ( スプロケット ) に、Power Glide ( パワー・グライド）を採用したシングル
ペダル。真円ホイールの上端のみを直線的にカットすることで、ヘッドをヒットする寸前にビー
ターヘッドのスピードが増す、TAMA オリジナルアクションです。

20 年以上にわたり愛され続け、日々進化を続けてきた IRON COBRA ドラムペダル。スムーズな
動きと耐久性向上のために開発された機構や、プレイヤーの表現力を高める新ビーターなどを採
用しています。
HP900RN は、カム ( スプロケット ) に、Rolling Glide ( ローリング・グライド）を採用したシ
ングルペダル。オーソドックスな真円ホイールを採用したナチュラルなアクションが特徴。コン
トロールしやすいレスポンスを持つ、オールマイティなモデルです。

[SPECIFICATIONS]

[SPECIFICATIONS]

・フットボード : IRON COBRA 900 フットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と独立 )
・アクション : パワー・グライド
・連結部 : ダブル・チェーン・ドライブ
・ビーター : パワー・ストライク コブラ ビーター (CB900PS)
・スプリング : IRON COBRA スプリング (HP900-7R) / スピード・リング / スイベル・スプリング・
タイト
・クランプ部 : パラ・クランプ Ⅱプロ
・その他 : コブラ・コイル (CC900S) 搭載、ハードシェルケース付属

・フットボード : IRON COBRA 900 フットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と独立 )
・アクション : ローリング・グライド
・連結部 : ダブル・チェーン・ドライブ
・ビーター : パワー・ストライク コブラ ビーター (CB900PS)
・スプリング : IRON COBRA スプリング (HP900-7R) / スピード・リング / スイベル・スプリング・
タイト
・クランプ部 : パラ・クランプ Ⅱプロ
・その他 : コブラ・コイル (CC900S) 搭載、ハードシェルケース付属

- 重量 : 2.4kg ( ハードシェルケースを除く )

HP900PN

¥28,000

- 重量 : 2.4kg ( ハードシェルケースを除く )

HP900RN

(税抜価格)

[FEATURES]

¥28,000

(税抜価格)

[FEATURES]

Power Glide Lite Sprocket

Swivel Spring Tight

Power-Strike Cobra Beater

Vari-Pitch Beater Holder

Iron Cobra の Power Glide は真円ホイールの上端のみを直線的にカッ
トすることで、ヘッドをヒットする寸前にビーターヘッドのスピードが
増すオリジナルアクション。
新モデルではカム（スプロケット）の重量を従来より約 40% 軽くする
ことで、スムーズなアクションとパワーを両立しています。

ヘッドにヒットするフェルトの面積を従来より小さく且つ厚みを増した
新設計のコブラビーター。バスドラムの胴鳴りを高め、太い芯のあるサ
ウンドを獲得すると共に、フェルト面を平らにすることでアタックを強
調しました。
また、ビーターヘッドは角度調整機能を継承しつつ、フェルト先端から
エンド部分までの距離とシャフト位置のバランスを見直すことで、コン
トロール性能を向上。小さなボリュームでも音色がぼやけない、芯のあ
るサウンドを実現することに成功しました。

スプリングの下端を固定する軸がペダルの動きに合わせて回転するた
め、激しい動きでもスプリングが歪むことなく常に垂直方向へ伸び縮み
します。これによりスプリングに蓄えられる弾性エネルギーをロスなく
ペダルを動かすエネルギーに変換。さらに、スプリングとの連結部分に
掛かる摩擦を軽減することで、踏み込みは軽く尚且つ戻りも速いという
理想的なペダルワークを実現しました。

Speedo-Ring との組み合わせによるビーター / フットボードアングル
の調整機能。フットボードの角度に影響を与えることなく、ビーターが
バスドラムのヘッドに当たるまでの距離を無段階で調整可能です。

IRON COBRA 900 TWIN PEDAL -POWER GLIDE-

Rolling Glide Lite Sprocket

Swivel Spring Tight

Power-Strike Cobra Beater

Vari-Pitch Beater Holder

Iron Cobra の Rolling Glide はオーソドックスな真円ホイールを採用し
たナチュラルなアクションが特徴。従来モデルよりカム（スプロケット）
の重量を約 40% 軽くすることで、より軽い踏み心地を実現しました。

ヘッドにヒットするフェルトの面積を従来より小さく且つ厚みを増した
新設計のコブラビーター。バスドラムの胴鳴りを高め、太い芯のあるサ
ウンドを獲得すると共に、フェルト面を平らにすることでアタックを強
調しました。
また、ビーターヘッドは角度調整機能を継承しつつ、フェルト先端から
エンド部分までの距離とシャフト位置のバランスを見直すことで、コン
トロール性能を向上。小さなボリュームでも音色がぼやけない、芯のあ
るサウンドを実現することに成功しました。

Speedo-Ring との組み合わせによるビーター / フットボードアングル
の調整機能。フットボードの角度に影響を与えることなく、ビーターが
バスドラムのヘッドに当たるまでの距離を無段階で調整可能です。

IRON COBRA 900 TWIN PEDAL -ROLLING GLIDE20 年以上にわたり愛され続け、日々進化を続けてきた IRON COBRA ドラムペダル。スムーズな
動きと耐久性向上のために開発された機構や、プレイヤーの表現力を高める新ビーターなどを採
用しています。
HP900RWN は、カム ( スプロケット ) に、Rolling Glide ( ローリング・グライド）を採用した
ツインペダル。オーソドックスな真円ホイールを採用したナチュラルなアクションが特徴。コン
トロールしやすいレスポンスを持つ、オールマイティなモデルです。

[SPECIFICATIONS]

・フットボード : IRON COBRA 900 フットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と独立 )
・アクション : パワー・グライド
・連結部 : ダブル・チェーン・ドライブ
・ビーター : パワー・ストライク コブラ ビーター (CB900PS x 2)
・スプリング : IRON COBRA スプリング (HP900-7R x 2) / スピード・リング / スイベル・スプ
リング・タイト
・クランプ部 : パラ・クランプ Ⅱプロ
・その他 : コブラ・コイル (CC900S x 2) 搭載、ハードシェルケース付属
・コネクティングロッド : IRON COBRA CNR900N

[SPECIFICATIONS]

・フットボード : IRON COBRA 900 フットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と独立 )
・アクション : ローリング・グライド
・連結部 : ダブル・チェーン・ドライブ
・ビーター : パワー・ストライク コブラ ビーター (CB900PS x 2)
・スプリング : IRON COBRA スプリング (HP900-7R x 2) / スピード・リング / スイベル・スプ
リング・タイト
・クランプ部 : パラ・クランプ Ⅱプロ
・その他 : コブラ・コイル (CC900S x 2) 搭載、ハードシェルケース付属
・コネクティングロッド : IRON COBRA CNR900N

- 重量 : 5.2kg ( ハードシェルケースを除く )

[FEATURES]

Power Glide Lite Sprocket

HP900PWN

スプリングの下端を固定する軸がペダルの動きに合わせて回転するた
め、激しい動きでもスプリングが歪むことなく常に垂直方向へ伸び縮み
します。これによりスプリングに蓄えられる弾性エネルギーをロスなく
ペダルを動かすエネルギーに変換。さらに、スプリングとの連結部分に
掛かる摩擦を軽減することで、踏み込みは軽く尚且つ戻りも速いという
理想的なペダルワークを実現しました。

Iron Cobra の Power Glide は真円ホイールの上端のみを直線的にカッ
トすることで、ヘッドをヒットする寸前にビーターヘッドのスピードが
増すオリジナルアクション。
新モデルではカム（スプロケット）の重量を従来より約 40% 軽くする
ことで、スムーズなアクションとパワーを両立しています。

¥66,000 (税抜価格)

HP900RWN

¥66,000 (税抜価格)

- 重量 : 5.2kg ( ハードシェルケースを除く )

[FEATURES]
Power-Strike Cobra Beater

Rolling Glide Lite Sprocket

Swivel Spring Tight

Swivel Spring Tight

Power-Strike Cobra Beater

Para-Clamp II Pro

ヘッドにヒットするフェルトの面積を従来より小さく且つ厚みを増した
新設計のコブラビーター。バスドラムの胴鳴りを高め、太い芯のあるサ
ウンドを獲得すると共に、フェルト面を平らにすることでアタックを強
調しました。
また、ビーターヘッドは角度調整機能を継承しつつ、フェルト先端から
エンド部分までの距離とシャフト位置のバランスを見直すことで、コン
トロール性能を向上。小さなボリュームでも音色がぼやけない、芯のあ
るサウンドを実現することに成功しました。

HP900PWLN （左利き用）

¥66,000 (税抜価格)
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スプリングの下端を固定する軸がペダルの動きに合わせて回転するた
め、激しい動きでもスプリングが歪むことなく常に垂直方向へ伸び縮み
します。これによりスプリングに蓄えられる弾性エネルギーをロスなく
ペダルを動かすエネルギーに変換。さらに、スプリングとの連結部分に
掛かる摩擦を軽減することで、踏み込みは軽く尚且つ戻りも速いという
理想的なペダルワークを実現しました。

Iron Cobra の Rolling Glide はオーソドックスな真円ホイールを採用し
たナチュラルなアクションが特徴。従来モデルよりカム（スプロケット）
の重量を約 40% 軽くすることで、より軽い踏み心地を実現しました。

ヘッドにヒットするフェルトの面積を従来より小さく且つ厚みを増した
新設計のコブラビーター。バスドラムの胴鳴りを高め、太い芯のあるサ
ウンドを獲得すると共に、フェルト面を平らにすることでアタックを強
調しました。
また、ビーターヘッドは角度調整機能を継承しつつ、フェルト先端から
エンド部分までの距離とシャフト位置のバランスを見直すことで、コン
トロール性能を向上。小さなボリュームでも音色がぼやけない、芯のあ
るサウンドを実現することに成功しました。

43

スプリングの下端を固定する軸がペダルの動きに合わせて回転するた
め、激しい動きでもスプリングが歪むことなく常に垂直方向へ伸び縮み
します。これによりスプリングに蓄えられる弾性エネルギーをロスなく
ペダルを動かすエネルギーに変換。さらに、スプリングとの連結部分に
掛かる摩擦を軽減することで、踏み込みは軽く尚且つ戻りも速いという
理想的なペダルワークを実現しました。

様々な厚みのバスドラムフープを確実にホールドする、TAMA オリジナ
ルクランプがバージョンアップ。バスドラムフープを固定する先端部に
ラバーを装着したことでグリップ力を高め、フープへのダメージを抑え
つつ強い固定力を発揮します。また、先端部が三次元で動く構造を採用
しているため、バスドラムのフロント側を極端に浮かせたセットアップ
でも、その角度に応じて先端がフィットしペダルを安定させます。その
上、固定する際に締める T ボルトが、フットボードの脇から操作出来
る構造ですので、スローンに座ったままでもペダルの着脱が可能です。

IRON COBRA 600 SINGLE PEDAL -DUO GLIDE-

SPEED COBRA 310 SINGLE PEDAL
IRON COBRA 600 シリーズは、上級モデルの基本思想を受け継ぎつつ、独自の機構を搭載した
中級クラスのドラムペダル。このモデル独自の "Duo Glide ( デュオ・グライド )" とは、パワフ
ルなサウンドを可能にする "Power Glide" と素直なアクションが持ち味の "Rolling Glide" という
2 つの異なるアクションをチューニングキー 1 つで手軽に変更が出来る画期的な機構。1 つのペ
ダルで、音楽やシチュエーションに合わせて異なるペダル・アクションを楽しめます。

SPEED COBRA 310 シリーズは、上級機種である SPEED COBRA 910 シリーズのデザイン / コ
ンセプトを受け継ぎつつ、よりリーズナブルな価格を実現したシリーズ。HP310L は、SPEED
COBRA 910 シリーズ最大の特徴である、「スピードとパワーの両立」を実現するロング・フッ
トボードと Recessed Setting を同様に採用することで、自然なアクションを保ちつつ、軽い踏
み込みを実現したシングルペダルです。

[SPECIFICATIONS]

[SPECIFICATIONS]

・フットボード : IRON COBRA 600 フットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と連動 )
・アクション : デュオ・グライド ( パワー・グライドとローリング・グライドを選択可能 )
・連結部 : ダブル・チェーン・ドライブ
・ビーター : デュアルサイド・ ビーター (DS30)
・スプリング : IRON COBRA スプリング (HP900-7R) / スピード・リング / スプリング・タイト
・クランプ部 : パラ・クランプ

・フットボード : SPEED COBRA 310 ロングフットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と
連動 )
・アクション : ローリング・グライド
・連結部 : ダブル・チェーン・ドライブ / リセスド・セッティング
・ビーター : デュアルサイド・ ビーター (DS30G)
・スプリング : レギュラースプリング (HP2-71) / スプリング・タイト
・クランプ部 : レギュラー・クランプ

- 重量 : 2.0kg

HP600D

- 重量 : 2.0kg

HP310L

¥16,000 (税抜価格)

[FEATURES]
Duo Glide

Dual Sided Beater

¥14,000 (税抜価格)

[FEATURES]
Duo Glide( デュオ・グライド ) は、パワフルなサウンドとスピーディな
ストロークが特徴のパワーグライドと、素直で安定した踏み心地のロー
リンググライドという、2 つのアクションを 1 つのカムで実現しました。
カム形状を切り替えるにはホイール下側の角頭ボルトを緩めて外して、
黒いホイール部分を引き抜き、上下逆さに取付けて再び角頭ボルトを締
めます。

スタンダードなフェルト面と、アタックを強調したパワフルなサウンド
の樹脂面を使い分けられるビーター。電子ドラムでの使用にも適してお
り、バスドラムパッドの素材に合わせて樹脂面 : メッシュヘッド、フェ
ルト面 : ラバーパッドをお選びください。

Double Chain Drive

Speedo-Ring

HP900 シリーズと同じく、スムーズで正確なストロークと高い耐久性
を誇るダブルチェーン・ドライブを採用。

スプリングテンションをシャフトへと伝えるロッカー・カムのローラー
部に、高精度ボールベアリングを採用。徹底的に可動部のロスを減らす
ことで、素早いレスポンスを生み出します。

IRON COBRA 600 TWIN PEDAL -DUO GLIDE-

Long Footboard

Dual Sided Beater

IRON COBRA ペ ダ ル よ り も 全 長 を 約 10% 長 め に 設 定 し た、SPEED
COBRA 用フットボード。同じ力でもより上下動の距離が少ないヒール
側を踏むことで、速いパッセージへの対応力を高めることができます。

スタンダードなフェルト面と、アタックを強調したパワフルなサウンド
の樹脂面を使い分けられるビーター。電子ドラムでの使用にも適してお
り、バスドラムパッドの素材に合わせて樹脂面 : メッシュヘッド、フェ
ルト面 : ラバーパッドをお選びください。

[SPECIFICATIONS]

[SPECIFICATIONS]

・フットボード : SPEED COBRA 310 ロングフットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と
連動 )
・アクション : ローリング・グライド
・連結部 : ダブル・チェーン・ドライブ / リセスド・セッティング
・ビーター : デュアルサイド・ ビーター (DS30G x 2)
・スプリング : レギュラースプリング (HP2-71 x 2) / スプリング・タイト
・クランプ部 : レギュラー・クランプ
・コネクティングロッド : SPEED COBRA CNR310

- 重量 : 4.2kg

- 重量 : 4.3kg

HP310LW

(税抜価格)

Dual Sided Beater

¥34,000

(税抜価格)

[FEATURES]

[FEATURES]
Duo Glide

SPEED COBRA910 シリーズと同じく、スムーズで正確なストロークと
高い耐久性を誇るダブルチェーン・ドライブを採用。

SPEED COBRA 310 シリーズは、上級機種である SPEED COBRA 910 シリーズのデザイン / コ
ンセプトを受け継ぎつつ、よりリーズナブルな価格を実現したシリーズ。HP310LW は、SPEED
COBRA 910 シリーズ最大の特徴である、「スピードとパワーの両立」を実現するロング・フッ
トボードと Recessed Setting を同様に採用することで、自然なアクションを保ちつつ、軽い踏
み込みを実現したツインペダルです。

・フットボード : IRON COBRA 600 フットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と連動 )
・アクション : デュオ・グライド ( パワー・グライドとローリング・グライドを選択可能 )
・連結部 : ダブル・チェーン・ドライブ
・ビーター : デュアルサイド・ ビーター (DS30 x 2)
・スプリング : IRON COBRA スプリング (HP900-7R x 2) / スピード・リング / スプリング・タ
イト
・クランプ部 : パラ・クランプ
・コネクティングロッド : IRON COBRA CNR4

¥39,000

Double Chain Drive

自 然 な ア ク シ ョ ン を 保 ち つ つ、 軽 い 踏 み 込 み を 実 現 す る た め に
“Recessed Setting” というセットアップを採用。違和感のない「軽さ」
が得られるポイントまでフットボード始点を後ろにセットすることで、
軽い力での踏み込みを実現しました。

SPEED COBRA 310 TWIN PEDAL
IRON COBRA 600 シリーズは、上級モデルの基本思想を受け継ぎつつ、独自の機構を搭載した
中級クラスのドラムペダル。このモデル独自の "Duo Glide ( デュオ・グライド )" とは、パワフ
ルなサウンドを可能にする "Power Glide" と素直なアクションが持ち味の "Rolling Glide" という
2 つの異なるアクションをチューニングキー 1 つで手軽に変更が出来る画期的な機構。1 つのペ
ダルで、音楽やシチュエーションに合わせて異なるペダル・アクションを楽しめます。

HP600DTW

Recessed Setting

Duo Glide( デュオ・グライド ) は、パワフルなサウンドとスピーディな
ストロークが特徴のパワーグライドと、素直で安定した踏み心地のロー
リンググライドという、2 つのアクションを 1 つのカムで実現しました。
カム形状を切り替えるにはホイール下側の角頭ボルトを緩めて外して、
黒いホイール部分を引き抜き、上下逆さに取付けて再び角頭ボルトを締
めます。

スタンダードなフェルト面と、アタックを強調したパワフルなサウンド
の樹脂面を使い分けられるビーター。電子ドラムでの使用にも適してお
り、バスドラムパッドの素材に合わせて樹脂面 : メッシュヘッド、フェ
ルト面 : ラバーパッドをお選びください。
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Double Chain Drive

Speedo-Ring

HP900 シリーズと同じく、スムーズで正確なストロークと高い耐久性
を誇るダブルチェーン・ドライブを採用。

スプリングテンションをシャフトへと伝えるロッカー・カムのローラー
部に、高精度ボールベアリングを採用。徹底的に可動部のロスを減らす
ことで、素早いレスポンスを生み出します。

Long Footboard

Dual Sided Beater

IRON COBRA ペ ダ ル よ り も 全 長 を 約 10% 長 め に 設 定 し た、SPEED
COBRA 用フットボード。同じ力でもより上下動の距離が少ないヒール
側を踏むことで、速いパッセージへの対応力を高めることができます。

スタンダードなフェルト面と、アタックを強調したパワフルなサウンド
の樹脂面を使い分けられるビーター。電子ドラムでの使用にも適してお
り、バスドラムパッドの素材に合わせて樹脂面 : メッシュヘッド、フェ
ルト面 : ラバーパッドをお選びください。

Recessed Setting

Double Chain Drive

45

自 然 な ア ク シ ョ ン を 保 ち つ つ、 軽 い 踏 み 込 み を 実 現 す る た め に
“Recessed Setting” というセットアップを採用。違和感のない「軽さ」
が得られるポイントまでフットボード始点を後ろにセットすることで、
軽い力での踏み込みを実現しました。

SPEED COBRA910 シリーズと同じく、スムーズで正確なストロークと
高い耐久性を誇るダブルチェーン・ドライブを採用。

IRON COBRA 200 SINGLE PEDAL

THE CLASSIC PEDAL
IRON COBRA 200 シリーズは、上位機種である 900 シリーズの思想を受け継いだ、ハイコスト
パフォーマンスのドラムペダル。ペダルワークに更なる自由度を与える、フラットなデザイン
のフットボードを採用すると共に、フットボードのヒンジ部を強化。より安定した、素直な踏
み心地を追求しました。HP200P は、素早いアクションと安定した踏み心地を実現する “Power
Glide” を採用したシングルペダルです。また、Cobra Coil ( 別売 ) をアンダープレートに取り付
けることが可能。よりスムーズなアクションを実現します。

「洗練されたシンプルさ」を追求して生み出された The Classic Pedal。どんな奏法でも使いやす
いようにとデザインした、シンプルで軽量なフットボード。小口径サイズのバスドラムでもヘッ
ドのセンターを捉える高さ調整といったユニークな機構。そして、何よりプレイヤーの力加減や
ニュアンスをそのままバスドラムに伝えるために検証を重ねた、素直で自然な踏み心地とレスポ
ンスを実現する絶妙な重量バランス。このシンプルな構造に TAMA がドラムペダルの開発の中
で培ってきた技術のエッセンスを凝縮して詰め込んでいます。

[SPECIFICATIONS]

[SPECIFICATIONS]

・フットボード : IRON COBRA 200 フットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と連動 )
・アクション : パワー・グライド
・連結部 : シングル・チェーン・ドライブ
・ビーター : デュアルサイド・ ビーター (DS30)
・スプリング : レギュラースプリング (HP2-71) / スプリング・タイト
・クランプ部 : レギュラー・クランプ

・フットボード : スムーズ・サーフェイス・フットボード / 角度調整機能付き
・連結部 : シングル・チェーン・ドライブ
・ビーター : クラシック・ ビーター (CLB30F)
・スプリング : レギュラースプリング (HP2-71) / イージー・アクセス・スプリング・アジャストメント
・クランプ部 : イージー・タイト・フープクランプ
- 重量 : 1.5kg

- 重量 : 1.9kg

HP200P

HP50

¥9,800 (税抜価格)

[FEATURES]
Power Glide

Dual Sided Beater

¥15,000 (税抜価格)

[FEATURES]
アクションを左右するカムは上級機種である Iron Cobra 900 シリーズ
にも採用されている “パワーグライド” 形状を採用。素早いアクション
と安定した踏み心地を実現しました。

Spring Tight

スプリングの調整をするときにはまずロックナットを緩めた後、それを
を押し下げながら下側の調整ナットで調整してください。ナットを締め
るにつれて踏み心地は重くなりますがビーターの戻りは速くなります。
調整ナットは約 1/3 回転ごとに本体に取り付けられたキャップにかみ
合い、演奏中のスプリングの緩みを防止する構造になっています。好み
のテンションが決まったらロックナットを締めて固定します。

スタンダードなフェルト面と、アタックを強調したパワフルなサウンド
の樹脂面を使い分けられるビーター。電子ドラムでの使用にも適してお
り、バスドラムパッドの素材に合わせて樹脂面 : メッシュヘッド、フェ
ルト面 : ラバーパッドをお選びください。

Center Strike Height Adjustment

Easy Access Spring Adjustment

Individual Adjustment of Beater & Footboard Angle

The Classic Beater

ビーターの打点の高さを調整できる機構。18" 以下の小口径バスドラム
を使うドラマーに特にお勧めです。操作はシンプルで、フレームのサイ
ドにある 2 つの角頭ボルトをチューニングキーで操作するだけで、フ
レームのポストを上下させることが可能です。バスドラムリフター等を
用いたり、不自然にビーターシャフトを短くしたりすることなく、バス
ドラムヘッドのセンターをビーターがヒットすることができます。

スプリング付け根のパーツにある角頭ボルトをドラムキーで操作するこ
とで、ビーターアングルを無段階に、フットボード角度と連動する形で
調整可能です。
更にチェーンの先端とカムの取付け位置を変更することで、フットボー
ドの角度のみを変更することも可能です。

IRON COBRA 200 TWIN PEDAL
[SPECIFICATIONS]

Dyna-Sync ハイハットスタンドは、ドラムペダルと同じくロッドとフットボードの連結に金属製
のアームを用いるダイレクトドライブ方式を採用。エネルギーロスが少なく、素早いレスポンス
を実現しました。また、フットボードから素早く足を離した際に生じるノイズを削減する Spring
Damper という機構に加え、Dyna-Sync ペダル同様に、フットボードの先端に設けられたボルト
をチューニングキーで調整することで、フットボード全体の角度を変更できる機構も搭載してい
ます。

- 重量 : 4.1kg

・アクション : ダイレクト・ドライブ
・ハイハットクラッチ : クイックセット・ハイハットクラッチ (QHC7)
・スプリングテンション調整 : 6 段階
・フットボード : 角度調整機能付き
・ベース部 : 2 脚仕様 ( ダブルレッグ ) / ティルトシステム / スイベルフット

[SPECIFICATIONS]

[FEATURES]
Power Glide

アクションを左右するカムは上級機種である Iron Cobra 900 シリーズ
にも採用されている “パワーグライド” 形状を採用。素早いアクション
と安定した踏み心地を実現しました。

¥26,000 (税抜価格)

HHDS1
Dual Sided Beater

Spring Tight

HP200PTWL

( 左利き用 )

トラディショナルな形状の俵型ビーター。ヒット面がややテーパー形状
になっていることによって、バスドラムをヒットした際にヒット面が
ヘッドに均等に当たり、ウォームで粒立ちの良いサウンドを生み出しま
す。

DYNA-SYNC HI-HAT STAND
・フットボード : IRON COBRA 200 フットボード / 角度調整機能付き ( ビーター角度と連動 )
・アクション : パワー・グライド
・連結部 : シングル・チェーン・ドライブ
・ビーター : デュアルサイド・ ビーター (DS30 x 2)
・スプリング : レギュラースプリング (HP2-71 x 2) / スプリング・タイト
・クランプ部 : レギュラー・クランプ
・コネクティングロッド : SPEED COBRA CNR2T

HP200PTW

通常はフレームに沿って設けられているスプリングポストが、演奏者側
に向かって伸びているユニークなルックスは、実はヴィンテージペダル
ではよく見られた、スプリングへのアクセスを容易にするアイデア。ペ
ダルをバスドラムから外すことなく、踏み心地を確認しながらスプリン
グテンションを調整することが可能です。
尚、スプリングポストは側面にある T ナットを緩めることで折り畳め
ますので、コンパクトにして持ち運ぶことが可能です。

ダイレクト・ドライブ /2 脚モデル

¥50,000 (税抜価格)

- パイプ径 : 28.6mm-25.4mm
- 高さ調整範囲 : 745mm-960mm / 745mm-810mm ( 付属のショートロッド使用時 )
* 高さ調整幅は、シンバルをセットした場合の床からシンバルボトムまでの距離を表記しています。
- ハイハットロッド長さ : 500mm、ショートロッド (350mm) 付属
- 重量 : 5.2kg

[FEATURES]
スタンダードなフェルト面と、アタックを強調したパワフルなサウンド
の樹脂面を使い分けられるビーター。電子ドラムでの使用にも適してお
り、バスドラムパッドの素材に合わせて樹脂面 : メッシュヘッド、フェ
ルト面 : ラバーパッドをお選びください。

スプリングの調整をするときにはまずロックナットを緩めた後、それを
を押し下げながら下側の調整ナットで調整してください。ナットを締め
るにつれて踏み心地は重くなりますがビーターの戻りは速くなります。
調整ナットは約 1/3 回転ごとに本体に取り付けられたキャップにかみ
合い、演奏中のスプリングの緩みを防止する構造になっています。好み
のテンションが決まったらロックナットを締めて固定します。

Direct Drive Action

フットボードを踏み込む力をシンバルのオープン / クローズの運動に効
率よく変換するため、ロッドとフットボードを繋ぐアームのジョイント
部両端には、ベアリング付きの回転軸を装着。かつ、それらを 2 本のアー
ムで左右から同じ力で保持することにより、連結部でのエネルギーのロ
スを極限まで防ぎ、驚異的な反応速度を実現します。

Footboard Angle Adjustment

フットボードの先端に、カムから伸びたリンケージを繋ぐクランプがあ
り、そこに設けられたボルトをチューニングキーで調整することで、フッ
トボード全体の角度を変更し、かつ強固に固定することができます。

Quick-Set Hi-Hat Clutch

6-Way Tension Adjustment

調整ダイアルを回転させることで、6 段階にスプリングテンションを調
整可能。テンションの具合を目で見て確認出来ます。また、片手での操
作可能ですので、スローンに座ったままでも簡単に調整が行えます。

¥26,000 (税抜価格)
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TAMA のハイハットロッド (6mm) はもちろん、7mm までのロッドを
持つハイハットスタンドにも対応するハイハットクラッチ。ボトムパー
ツにあるボタンを操作するだけで、ワンタッチでクラッチにシンバルを
セット / リリース可能です。また、トップシンバルとの接地面積を最小
限にすることで、ハーフオープンやオープンでの演奏時に、より自然な
鳴りとサスティーンを得られます。
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SPEED COBRA 910 HI-HAT STAND

IRON COBRA 900 REMOTE HI-HAT STAND
SPEED COBRA ハイハットスタンドはロング・フットボードを採用し、より広い範囲での踏み
分けを可能とすることでハイハット・サウンドの表現力を高めたモデル。テコの原理を応用した
レバーグライド ･ システムのもたらす軽い踏み込みと、スピーディなアクションが特徴です。ま
た、クローズの際の音の “キレ” を増すためのスプリング・シートや、フットボードアングルや
スプリングテンション調整可能など、様々な機構を搭載しています。更にこのモデルでは、シン
バルの着脱がワンタッチで可能な、クイックセット・ハイハットクラッチを装備。セットアップ
と運搬の際の利便性も高めることに成功した、TAMA のハイエンド・ハイハットスタンドです。

自由度の高いセットアップを実現する IRON COBRA リモートハイハット・スタンド。ハイエン
ドのハイハットスタンドと遜色ない滑らかな動きと高い表現力を可能にする “高精度の操作性”、
ケーブルが屈曲するような複雑なセットアップでもそれらを保つ “高い耐屈曲性” を追求しまし
た。その秘密はフットボードとハイハットを繋ぐケーブルの性能。JAGWIRE ™社の全面協力の
もと開発したケーブルを採用しています。

[SPECIFICATIONS]

[SPECIFICATIONS]

・アクション : レバー・グライド
・ハイハットクラッチ : クイックセット・ハイハットクラッチ (QHC7)
・スプリングテンション調整 : 6 段階
・フットボード : ロングフットボード / 角度調整機能付き
・ベース部 : 2 脚仕様 ( ダブルレッグ ) / ティルトシステム / スイベルフット

HH915D

レバーグライド /2 脚モデル

- パイプ径 : 28.6mm-25.4mm
- 高さ調整範囲 : 745mm-960mm / 745mm-810mm ( 付属のショートロッド使用時 )
* 高さ調整幅は、シンバルをセットした場合の床からシンバルボトムまでの距離を表記しています。
- ハイハットロッド長さ : 500mm、ショートロッド (350mm) 付属
- 重量 : 5.5kg

¥42,000 (税抜価格)

[FEATURES]
Lever Glide

・アクション : レバー・グライド
・ケーブル : JAGWIRE ™社製 3 層構造ケーブル * 交換可能
・ハイハットクラッチ : クイックセット・ハイハットクラッチ (QHC7)
・スプリングテンション調整 : 6 段階
・フットボード : 角度調整機能付き
・ベース部 : 2 脚仕様 ( シングルレッグ ) / スイベルフット
・付属品 : クランプ (MC66)、ラチェットアーム (200mm)、キャリングバッグ

HH905RH

リモートハイハット・スタンド

¥60,000 (税抜価格)

[FEATURES]
テコの原理を応用し、従来の約半分の力でペダルを踏み込むことが出
来る、TAMA オリジナル機構 "Lever Glide ( レバー ･ グライド )"。ペダ
ルを踏み込む力が格段に軽くなることに加え、テコの作用でフットプ
レートのストロークが長くなり、より微妙なハーフオープンサウンドや
シャープなタイトクローズを楽しめます。

6-way Tension Adjustment

調整ダイアルを回転させることで、6 段階にスプリングテンションを調
整可能。テンションの具合を目で見て確認出来ます。また、片手での操
作可能ですので、スローンに座ったままでも簡単に調整が行えます。

Quick-Set Hi-Hat Clutch

TAMA のハイハットロッド (6mm) はもちろん、7mm までのロッドを
持つハイハットスタンドにも対応するハイハットクラッチ。ボトムパー
ツにあるボタンを操作するだけで、ワンタッチでクラッチにシンバルを
セット / リリース可能です。また、トップシンバルとの接地面積を最小
限にすることで、ハーフオープンやオープンでの演奏時に、より自然な
鳴りとサスティーンを得られます。

Footboard Angle Adjustment

踏み込む幅やサウンドバリエーションに大きく影響する、フットボード
のアングル調整機能を搭載。ツインペダルもより自然にセットアップが
可能です。

IRON COBRA 900 HI-HAT STAND -LEVER GLIDE-

JAGWIRE™ Triple-Layered Ultra-Smooth Cable

Carrying Bag

Exchangeable Cable

Dual Leg

マウンテンバイク用ブレーキケーブルを開発する JAGWIRE ™社の全面
協力の下で開発された、高強度を誇るステンレスワイヤーと、高い耐屈
曲性を誇る 3 層構造のものを採用したケーブル。ワイヤーの表面を研磨
処理し摩擦係数を低減させた後、高潤滑油を内面に塗布した特殊内管で
カバー。さらにそれをハイカーボン・コイルとポリ塩化ビニルで包んだ
構造になっています。これによりケーブルが屈曲するような複雑なセッ
ティングでも滑らかな動きを損なわない耐久性を確保。圧倒的に滑らか
な操作性とセッティング自由度を実現しました。

長さ 2,300mm のケーブルが標準装備。別売りの長さ 1,200mm のケー
ブル (HH905RH2S ￥3,000( 税別 )) に交換することができます。

¥42,000 (税抜価格)

[SPECIFICATIONS]

・アクション : レバー・グライド
・ハイハットクラッチ : クイックセット・ハイハットクラッチ (QHC7)
・スプリングテンション調整 : 6 段階
・フットボード : 角度調整機能付き
・ベース部 : 2 脚仕様 ( ダブルレッグ ) / ティルトシステム / スイベルフット

・アクション : ダイレクトプル
・ハイハットクラッチ : スイング・ロック・クラッチ (SLC08)
・スプリングテンション調整 : 6 段階
・フットボード : 角度調整機能付き
・ベース部 : 3 脚仕様 ( ダブルレッグ ) / スイベルフット

- パイプ径 : 28.6mm-25.4mm
- 高さ調整範囲 : 745mm-960mm / 745mm-810mm ( 付属のショートロッド使用時 )
* 高さ調整幅は、シンバルをセットした場合の床からシンバルボトムまでの距離を表記しています。
- ハイハットロッド長さ : 500mm、ショートロッド (350mm) 付属
- 重量 : 5.5kg

- パイプ径 : 28.6mm-25.4mm
- 高さ調整範囲 : 705mm-970mm
* 高さ調整幅は、シンバルをセットした場合の床からシンバルボトムまでの距離を表記しています。
- ハイハットロッド長さ : 500mm
- 重量 : 4.3kg

[FEATURES]
Lever Glide

煩雑になりがちな足元で有効な省スペース性を実現するシングルレッグ
の 2 脚式スタンド。フットボードを踏み込むことによる前向きの力を 2
本の脚で受け止めるため、滑りやすい床面でも抜群の安定性を誇ります。

IRON COBRA 600 シリーズのドラムペダルと同じデザインのフットボードを採用し、Spring
Seat、Swing Lock Clutch という機構を取り入れることで、ハイハットシンバルのサウンド向上
を狙ったスタンダードモデル。素直なフィーリングのダイレクトプル方式のアクションながら、
フットボードの無段階角度調整機能や、6 段階のスプリングテンション調整機能、ツインペダル
を使用する際にセッティングが便利な Swivel Foot など、多彩な調整機構を搭載しています。

[SPECIFICATIONS]

レバーグライド /2 脚モデル

リモートハイハット・スタンド本体と、スタンドにセットするクランプ、
ラチェットアームが収納できるキャリングバッグが付属しています。

IRON COBRA 600 HI-HAT STAND
IRON COBRA ハイハットスタンドは、テコの原理を応用したレバーグライド ･ システムのもた
らす軽い踏み込みと、スピーディなアクションが特徴です。駆動部にはあえてストラップを採用
したノイズレス設計。また、クローズの際の音の “キレ” を増すためのスプリング・シートや、フッ
トボードアングルやスプリングテンションをプレイヤーの好みに合わせて調整可能など、様々な
機構を搭載しています。更に、シンバルの着脱がワンタッチで可能な、クイックセット・ハイハッ
トクラッチを装備。セットアップと運搬の際の利便性も高めることに成功した、TAMA のハイエ
ンド・ハイハットスタンドです。

HH905D

- 取付け可能パイプ径 : 15.9mm ～ 28.6mm
- ケーブル長さ : 2,300mm * オプションで、ショートケーブル (HH905RH2S: 別売 1,200mm)
に交換可能
- 重量 : 8.1kg

HH605

ダイレクトプル /3 脚モデル

¥22,000 (税抜価格)

[FEATURES]
テコの原理を応用し、従来の約半分の力でペダルを踏み込むことが出来
る、TAMA オリジナル機構 "Lever Glide ( レバー ･ グライド )"。ペダル
を踏み込む力が格段に軽くなることに加え、テコの作用でフットプレー
のストロークが長くなり、より微妙なハーフオープンサウンドや、シャー
プなタイトクローズを楽しめます。

6-way Tension Adjustment

調整ダイアルを回転させることで、6 段階にスプリングテンションを調
整可能。テンションの具合を目で見て確認出来ます。また、片手での操
作可能ですので、スローンに座ったままでも簡単に調整が行えます。
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Quick-Set Hi-Hat Clutch

TAMA のハイハットロッド (6mm) はもちろん、7mm までのロッドを
持つハイハットスタンドにも対応するハイハットクラッチ。ボトムパー
ツにあるボタンを操作するだけで、ワンタッチでクラッチにシンバルを
セット / リリース可能です。また、トップシンバルとの接地面積を最小
限にすることで、ハーフオープンやオープンでの演奏時に、より自然な
鳴りとサスティーンを得られます。

Footboard Angle Adjustment

踏み込む幅やサウンドバリエーションに大きく影響する、フットボード
のアングル調整機能を搭載。ツインペダルもより自然にセットアップが
可能です。

Swing Lock Clutch

トップシンバルとの接地面積を最小限にしたオリジナル設計の “スイン
グ・ロック・クラッチ”。ハーフオープンやオープンでの演奏時に、よ
り自然な鳴りとサスティーンを得られます。

6-Way Tension Adjustment

調整ダイアルを回転させることで、6 段階にスプリングテンションを調
整可能。テンションの具合を目で見て確認出来ます。また、片手での操
作可能ですので、スローンに座ったままでも簡単に調整が行えます。

Footboard Angle Adjustment

チェーンの上部にあるナイロン製ナットを回転させることによって、
フットボードの角度を無段階に調整可能。

Swivel Foot
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フットボードの向きとは独立して 3 脚部を自由に回転させられる機構を
搭載。ツインペダルを使用する際のセッティングが格段に楽になります。

SPEED COBRA 310 HI-HAT STAND

IRON COBRA 200 HI-HAT STAND
SPEED COBRA310 シリーズのドラムペダルと同じデザインのロング・フットボードを採用した、
デュアル・レッグ仕様のハイハットスタンド。リーズナブルな価格ながら、6 段階のスプリング
テンション調整機能や、プレイ中のテンションロッドの緩みを防止する Non-Loosening Tension
Rod 機構など、上級機種同様のスペックを搭載しています。さらに、ツインペダルのセッティン
グに便利な Swivel Foot など、ハイハットスタンドに必要とされる機構をもれなく採用していま
す。

ベストセラーモデル HH205 ハイハットスタンドの 3 脚部をシングルレッグに変更したモデル。
軽量化を図るとともに、ドラムキットにセットした際に、他のスタンドとの干渉をより防ぐこと
が出来ます。HH205 同様に、IRON COBRA 200 シリーズのドラムペダルと同じデザインのフッ
トボード、5 段階のスプリングテンション調整機能や、プレイ中のテンションロッドの緩みを防
止する Non-Loosening Tension Rod 機構などを搭載しています。

[SPECIFICATIONS]

[SPECIFICATIONS]

・アクション : ダイレクトプル
・ハイハットクラッチ : スタンダード・ハイハットクラッチ (CL08)
・スプリングテンション調整 : 6 段階
・フットボード : ロングフットボード
・ベース部 : 2 脚仕様 ( ダブルレッグ ) / スイベルフット

HH315D

ダイレクトプル /2 脚モデル

- パイプ径 : 28.6mm-25.4mm
- 高さ調整範囲 : 700mm-970mm
* 高さ調整幅は、シンバルをセットした場合の床からシンバルボトムまでの距離を表記しています。
- ハイハットロッド長さ : 500mm
- 重量 : 3.9kg

¥18,000 (税抜価格)

[FEATURES]
Long Footboard

・アクション : ダイレクトプル
・ハイハットクラッチ : スタンダード・ハイハットクラッチ (CL08CW)
・スプリングテンション調整 : 5 段階
・ベース部 : 3 脚仕様 ( シングルレッグ ) / スイベルフット
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 690mm-970mm
* 高さ調整幅は、シンバルをセットした場合の床からシンバルボトムまでの距離を表記しています。
- ハイハットロッド長さ : 500mm
- 重量 : 3.1kg

HH205S

ダイレクトプル /3 脚モデル

¥12,000 (税抜価格)

[FEATURES]
IRON COBRA ペダルよりも全長を約 10% 長めに設定した、SPEED
COBRA 用フットボード。より広い範囲での踏み分けが可能で、ハイハッ
トサウンドの表現力がアップします。

6-Way Tension Adjustment

調整ダイアルを回転させることで、6 段階にスプリングテンションを調
整可能。テンションの具合を目で見て確認出来ます。また、片手での操
作可能ですので、スローンに座ったままでも簡単に調整が行えます。

Dual Legs

Swivel Foot

限られたセッティングスペースにおいて、シンバルスタンドやツインペ
ダルとの干渉を減らすことでセッティングがスムーズに行える、2 脚ス
タンドを採用。フレームの底面に取付けられたスタビライザー・プレー
トがプレイヤー方向の力を、またフットボードを踏み込むことによる前
向きの力を 2 本の脚で受け止めるため、優れたバランスにより抜群の
安定性を誇ります。

フットボードの向きとは独立して 2 脚部を自由に回転させられる機構を
搭載。ツインペダルを使用する際のセッティングが格段に楽になります。

IRON COBRA 200 HI-HAT STAND

Light Weight Legs

3 脚部はシングルレッグ仕様で軽量化を図っています。また、左右に回
転可能な機構を搭載していますので、ツインペダルを使用する際のセッ
ティングが格段に楽になります。

Non Loosening Tension Rod

テンションロッドの固定ナット下に樹脂製ナットを装着。演奏中のテン
ションロッドの緩みとノイズの発生を防止します。

[SPECIFICATIONS]

フットボードとチェーンの接続部分に樹脂製パーツを装備。演奏中につ
ま先がチェーンに直接触れることによる靴の摩耗やチェーンの破損を防
止します。

[SPECIFICATIONS]

・アクション : ダイレクトプル
・ハイハットクラッチ : スタンダード・ハイハットクラッチ (CL08CW)
・スプリングテンション調整 : 無段階
・フットボード : 角度調整機能付き
・ベース部 : フラットベース仕様 ( シングルレッグ )

- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 690mm-970mm
* 高さ調整幅は、シンバルをセットした場合の床からシンバルボトムまでの距離を表記しています。
- ハイハットロッド長さ : 500mm
- 重量 : 3.5kg

HH55F

¥15,000 (税抜価格)

[FEATURES]
Swivel Foot

Toe Guard

コンパクトなサイズと軽さ、扱いやすいシンプルな構造、そしてヴィンテージ感溢れるルックス
を持つフラットベースタイプのハイハットスタンド。コンパクトながらも安定したセッティング
を実現する 3 脚部や、スプリングテンションとフットボードの角度を独立して調整可能な機構、
更には収納時にラジアスロッドをプレート裏に固定することが可能な点など、単なるヴィンテー
ジスタンドのコピーではない、TAMA の技術と工夫を盛り込んだ、新しいフラットベース・ハイ
ハットスタンドです。

・アクション : ダイレクトプル
・ハイハットクラッチ : スタンダード・ハイハットクラッチ (CL08CW)
・スプリングテンション調整 : 5 段階
・ベース部 : 3 脚仕様 ( ダブルレッグ ) / スイベルフット

ダイレクトプル /3 脚モデル

レバーを上下させて 5 段階にスプリングテンションを調整可能。テン
ションの具合を目で見て確認できます。

THE CLASSIC HI-HAT STAND
IRON COBRA 200 シリーズのドラムペダルと同じデザインのフットボードを採用し、5 段階
のスプリングテンション調整機能や、プレイ中のテンションロッドの緩みを防止する NonLoosening Tension Rod 機構などを搭載したコストパフォーマンス・モデル。さらに、ツインペ
ダルのセッティングに便利な Swivel Foot など、ハイハットスタンドに必要とされる機構をもれ
なく採用しています。

HH205

5-way Tension Adjustment

ダイレクトプル / フラットベース 3 脚モデル

¥14,000 (税抜価格)

- パイプ径 : 22.2mm-15.9mm
- 高さ調整範囲 : 650mm-950mm
* 高さ調整幅は、シンバルをセットした場合の床からシンバルボトムまでの距離を表記しています。
- ハイハットロッド長さ : 500mm
- 重量 : 2.3kg

[FEATURES]
フットボードの向きとは独立して 3 脚部を自由に回転させられる機構を
搭載。ツインペダルを使用する際のセッティングが格段に楽になります。

Non Loosening Tension Rod

テンションロッドの固定ナット下に樹脂製ナットを装着。演奏中のテン
ションロッドの緩みとノイズの発生を防止します。

50

5-way Tension Adjustment

レバーを上下させて 5 段階にスプリングテンションを調整可能。テン
ションの具合を目で見て確認できます。

Toe Guard

フットボードとチェーンの接続部分に樹脂製パーツを装備。演奏中につ
ま先がチェーンに直接触れることによる靴の摩耗やチェーンの破損を防
止します。

Single Braced Flat Base Tripod Legs

ヴィンテージ感溢れるルックスを持つフラットベース部は、コンパクト
で軽量設計を追求したデザイン。新設計のペダルプレートは、シンプル
な構造とすることで軽量化を実現し、スムーズな表面を持つことでドラ
ムのプレイスタイルを選ばないデザインです。

Knurling on Base Pipe

下段パイプの表面の一部に施されたローレット加工は、脚部を開閉する
三又部との摩擦を増やして滑りにくくするためのひと工夫。プレートを
踏み込んだ際でも、三又部が滑ることを防ぎ、スタンドを常に安定させ
る効果があります。

Spring Tension & Footboard Angle Adjustment

【テンション調整】ドラムキーで角頭ボルト A を緩め , フットボードを
軽く踏みながら好みのテンションのポイントでボルトを締めます。
【フットボード角度調整】角頭ボルト B を緩めて , パイプを引き上げて
フットボードの角度を大きくすることが可能です。フットボード先端が
高いと感じた際は , 逆にパイプを下げて調整します。

Easy Store Radius Rod
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運搬時の梱包方法にも一工夫。収納時にラジアスロッドをフットプレー
ト内側に固定することが可能ですので、よりコンパクトに、かつ運搬中
の予期せぬ変形を防ぎます。

DRUM THRONES

SNARE STANDS

発表以来数々のリニューアルを繰り返し、進化を遂げてきた TAMA 1ST CHAIR は、パイプ式のように「大まかに素早く高さを調節できる」機構と、スクリュー式のように「細かく高さを調節できる」
機構を併せ持ったドラムスローンです。大きめに設定した “XL サイズ” の丸座シートを持つ HT850BC/HT830R/HT830B は、少し硬めの成型スポンジを採用し、脚部の脚ゴムの接地面積の向上、
そしてステー部分の低重心化を図った設計の 3 脚ベースとの組み合わせにより、圧倒的な安定感を体感して頂けます。HT430B は丸座シートの 1ST CHAIR のスタンダードモデル。座面表面の素
材をクロストップにした HT430BC もお選び頂けます。
HT130 はポピュラーなパイプスライド方式の高さ調整を持ち、安定性に優れたダブルレッグ仕様のスタンダードモデル。上段パイプに付属するキーロックは、上段パイプとダイキャストジョイン
トとの固定力を高め、演奏中に高さが下がるトラブルを防ぎます。高さ調整時には、最後にこのキーロックの角頭ボルトをしっかりと締めて固定してご使用ください。

スネアドラムのセッティング方法は、プレイヤーの身長やプレイスタイルによって様々です。TAMA では機構や重量、そして価格の異なる多くのモデルをラインナップすることで、色々な用途に
お応えします。STAR HARDWARE スネアスタンドは、抜群の安定感を誇るハイエンドモデル。専用機構の Cradle-Hold Snare Basket により幅広い高さ調整範囲に加えて、スタンドの位置を変え
ることなくスネアドラムの前後位置を微調整可能です。安定感に優れたミドルクラスモデルの Roadpro シリーズは、スネアの打面角度調整方法の異なる 2 モデルに加え、小口径スネア専用のス
タンドをラインナップ。2019 年にリニューアルとなった Stage Master シリーズは、安定感のあるダブルレッグと、軽量で持ち運びも便利なシングルレッグをラインナップし、これからドラムを
始める方にお勧めのモデルです。The Classic Hardware シリーズはヴィンテージ風のルックスが魅力で、全長を 600mm とコンパクトに収納できるモデルです。

* ドラムスローンの高さ調整幅の数値は、床からシート天面までの距離を表記しています。また、高さ調整を行う場合は、スローンから降りて確実に行ってください。
* バックレスト (HT250 / HT230 / HT130 にはご使用頂けません ) や、シート部のみ、3 脚部のみもラインナップしております。詳細は P.73 をご参照ください。

ROUND RIDER XL CLOTH TOP THRONE

ROUND RIDER XL “RED” THRONE
HT830R

サイズを直径約 380mm、厚み約 130mm
と大きめに設定した丸座シートと、脚部
の形状や脚ゴムの接地面積の向上、そし
てステー部分の低重心化を図った設計の
3 脚ベースを組み合わせたドラムスロー
ン。赤色のシートが他のスローンには無
い存在感をはなつモデルです。

3 本のアームの内の 1 本の長さを T ナッ
ト 1 つで調整出来る新たな機構と、オ
ムニボールによる打面の角度調整によっ
て、素早く確実なセッティングを可能に
するスネアスタンド。更に、新設計のアー
ム・クローにより、スネアドラムのより
自然な鳴りを引き出します。

- シート形状 : 丸座 / 直径 380mm
- シート厚み : 130mm 厚
- シート天面 : クロストップ
- パイプ径 : 38.1mm-27mm
- 高さ調整 : ガスリフト式
- 高さ調整範囲 : 515mm-695mm
- 重量 : 6.0kg

- シート形状 : 丸座 / 直径 380mm
- シート厚み : 130mm 厚
- シート天面 : PVC ( 赤 )
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 高さ調整 : スクリューロッド式
- 高さ調整範囲 : 515mm-670mm
- 重量 : 6.0kg

- 対応口径 : 12" から 15" まで
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 400mm-600mm
- 重量 : 3.9kg

¥30,000 (税抜価格)

ROUND RIDER XL THRONE

ROUND RIDER CLOTH TOP THRONE
HT830B

HT430BC

- シート形状 : 丸座 / 直径 380mm
- シート厚み : 130mm 厚
- シート天面 : PVC ( 黒 )
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 高さ調整 : スクリューロッド式
- 高さ調整範囲 : 515mm-670mm
- 重量 : 6.0kg

- シート形状 : 丸座 / 直径 360mm
- シート厚み : 120mm 厚
- シート天面 : クロストップ
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 高さ調整 : スクリューロッド式
- 高さ調整範囲 : 485mm-655mm
- 重量 : 5.3kg

サイズを直径約 380mm、厚み約 130mm
と大きめに設定した丸座シートと、脚部
の形状や脚ゴムの接地面積の向上、そし
てステー部分の低重心化を図った設計の
3 脚ベースを組み合わせたドラムスロー
ン。座った瞬間に下から支えられるよう
な抜群の安定感が得られます。

¥30,000 (税抜価格)

SADDLE TYPE THRONE
HT430B

- シート形状 : 丸座 / 直径 360mm
- シート厚み : 120mm 厚
- シート天面 : PVC
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 高さ調整 : スクリューロッド式
- 高さ調整範囲 : 485mm-655mm
- 重量 : 5.3kg

¥18,500 (税抜価格)

ROUND TYPE THRONE

STANDARD DRUM THRONE
HT230

¥16,000 (税抜価格)

高さ調整にスクリューロッド方式を採用したサドル型
シートのドラムスローン。太ももとの干渉が少ないた
め、演奏時に足を動かしやすいモデルです。また、軽
量タイプながらダブルレッグの 3 脚を採用したことに
よる高い安定性も魅力です。
- シ ー ト 形 状 : サ ド ル タ イ プ / 横 幅 380mm, 奥 行
340mm
- シート厚み : 70mm 厚
- シート天面 : PVC
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm
- 高さ調整 : スクリューロッド式
- 高さ調整範囲 : 425 ～ 625 ㎜
- 重量 : 4.1kg
＊ TAMA 1ST CHAIR バックレスト ･ ユニット ( 背も
たれ）HTB5 / HTB5B を取り付けることはできません。

高さ調整にスクリューロッド方式を採用
した 13" 径のラウンドシートのドラムス
ローン。軽量タイプながらダブルレッグ
による高い安定性も備え、汎用性に優れ
たスタンダードモデルです。
- シート形状 : 丸座 / 直径 330mm
- シート厚み : 90mm 厚
- シート天面 : PVC
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm
- 高さ調整 : スクリューロッド式
- 高さ調整範囲 : 460 ～ 660 ㎜
- 重量 : 4.0kg
＊ TAMA 1ST CHAIR バックレスト ･ ユニット ( 背も
たれ）HTB5 / HTB5B を取り付けることはできません。
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¥9,000 (税抜価格)

12" ～ 15" 口 径 の ス ネ ア ド ラ ム を セ ッ
ティング可能で、バスケット部のオムニ
ボールが自由度の高いセッティングを実
現するスネアスタンド。“Glide-Tite Grip
Joint” や “Escape Claws” といったサウ
ンド向上の為の機能と、28.6mm 径パイ
プのスタンドベースと大型のラバーフッ
トがもたらす優れた安定性を両立したモ
デルです。

¥18,000 (税抜価格)

ROADPRO SNARE STAND

ROADPRO SNARE STAND
HS80W

- 対応口径 : 12" から 15" まで
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 495mm-665mm
- 重量 : 3.4kg

HS80PW

一般的な 14" 口径のスネアドラムのみ
ならず、12" や 13" 口径、更には 15" 口
径までセッティング可能なスネアスタ
ンド。“Quick-Set Tilter” や “Swiveling
Basket”といった便利な調整機能に加え、
28.6mm 径パイプのスタンドベースと、
大型のラバーフットが優れた安定性を実
現します。

10" や 12" といった小口径スネアドラム
をセッティング可能なスネアスタンド。
“Quick-Set Tilter” や “Swiveling Basket” と
いった便利な調整機能に加え、28.6mm
径パイプのスタンドベースと、大型の
ラバーフットが優れた安定性を実現しま
す。
- 対応口径 : 10" から 12" まで
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 465mm-610mm
- 重量 : 3.2kg

- 対応口径 : 12" から 15" まで
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 495mm-640mm
- 重量 : 3.2kg

¥14,000 (税抜価格)

¥14,000 (税抜価格)

STAGE MASTER SNARE STAND

STAGE MASTER "LOW POSITION" SNARE STAND

HS40WN

HS40LOWN

リーズナブルな価格ながら、ティルター
部の角度を無段階で調整可能なスネアス
タンド。バスケットを単独で回転可能な
スイベル機能等、上級機種と同様の実用
的なスペックを採用しています。3 脚部
は安定感のあるダブルレッグ仕様です。

スネアドラムをより低いポジションに
セットアップしたいドラマーに最適な
スネアスタンド。スタンダードモデル
(HS40WN) と比較し約 100mm 低い位置
でセットアップ可能。特に 13"x7" など
の小口径、深胴モデルには最適なスタン
ドです。

- 対応口径 : 12" から 14" まで
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 470mm-630mm
- 重量 : 2.4kg

- 対応口径 : 12" から 14" まで
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 370mm-530mm
- 重量 : 2.4kg

¥10,000 (税抜価格)

¥10,000 (税抜価格)

STAGE MASTER SNARE STAND

THE CLASSIC SNARE STAND

HT130

13" 径のラウンドシート、安定性に優れたダブル
レッグ仕様のスタンダードモデル。
* 上段パイプにあるキーロックは、演奏中に高さ
が下がるトラブルを防ぎます。付属のドラムキー
を使って、しっかりと締めて固定してください。
- シート形状 : 丸座 / 直径 330mm
- シート厚み : 90mm 厚
- シート天面 : PVC
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 高さ調整 : パイプロッド式
- 高さ調整範囲 : 445mm-620mm
- 重量 : 3.0kg
＊ TAMA 1ST CHAIR バックレスト ･ ユニット ( 背も
たれ）HTB5 / HTB5B を取り付けることはできません。

HS800W

¥23,000 (税抜価格)

HT250

汎用性の高さから人気のある丸座シー
ト の 直 径 を 14"( 約 360mm) 高 さ 約
120mm とやや大きめに設定。安定感の
ある座り心地を提供します。座面の素材
は一般的な PVC( 合成皮革 ) を採用して
います。

ROADPRO “OMNI-BALL” SNARE STAND

HS100W

汎用性の高さから人気のある丸座シー
ト の 直 径 を 14"( 約 360mm) 高 さ 約
120mm とやや大きめに設定。安定感の
ある座り心地を提供します。座面の天面
には耐久性を向上させたクロス素材を採
用。プレイ中の滑りを防ぐ効果がありま
す。

¥22,000 (税抜価格)

ROUND RIDER THRONE

¥22,000 (税抜価格)

STAR HARDWARE SNARE STAND

HT850BC

サイズを大きめに設定した丸座シート
と、シートの底面のレバー操作によりワ
ンタッチで素早く上下調節可能なガスリ
フト機能を持つ “ハイドローリクス” ベー
スを組み合わせたドラムスローン。ガス
リフト・スローン独特の柔らかな座り心
地を体感して頂けます。

¥34,000 (税抜価格)

* 高さ調整幅は 14" 口径のスネアドラム (HS80PW のみ 12" 口径 ) の打面を水平にしてセットした場合の、床からアーム先端までの距離を表記しています。

HS40SN

HS50S

リーズナブルな価格ながら、ティルター
部の角度を無段階で調整可能なスネアス
タンド。バスケットを単独で回転可能な
スイベル機能等、上級機種と同様の実用
的なスペックを採用しています。3 脚部
はシンプルなデザインのシングルレッグ
仕様です。

軽さとコンパクトなサイズを追求しつ
つ、無段階の角度調整を可能としたスネ
アスタンド。3 脚部はペダルやハイハッ
トスタンドとの干渉を避ける省スペー
ス設計です。ヴィンテージ感溢れるバス
ケットデザインや、スネアのサウンド特
性を考慮して採用した 2 枚重ねのバス
ケットアームなど、ヴィンテージのデザ
インと現代の技術を両立させたスネアス
タンドです。

- 対応口径 : 12" から 14" まで
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 470mm-630mm
- 重量 : 2.3kg

¥8,500 (税抜価格)

¥9,000 (税抜価格)
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- 対応口径 : 12" から 14" まで
- パイプ径 : 19.1mm-15.9mm
- 高さ調整範囲 : 390mm-580mm
- 重量 : 1.7kg

STAGE MASTER STRAIGHT CYMBAL STAND

CYMBAL STANDS & HARDWARE KIT

HC42SN

¥7,500 (税抜価格)

HC103BW

HC84BW

かつてないレベルでの安定性と共に、あ
らゆる方向への自由自在なセッティング
を可能にしたブームシンバルスタンド。
クラッシュシンバルが持つサスティーン
を今まで以上に引き出し、ライドシンバ
ルの粒立ちの良いサウンドをも際立たせ
ます。

¥35,000 (税抜価格)

- シンバルティルター角度調整 : 無段階
- シンバルナット : クイックセット・シ
ンバルメイト (QC8)
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 890mm-2,090mm
- ブーム長さ : 450mm
- 重量 : 6.1kg

ROADPRO BOOM CYMBAL STAND

セッティングの自由度の高いブームタイ
プのシンバルスタンド。長めのブーム
アームには着脱可能なウェイトを装備し
ており、大型のシンバルのセッティング
に最適です。

¥19,000 (税抜価格)

¥18,000 (税抜価格)

- シンバルティルター角度調整 : 無段階
- シンバルナット : クイックセット・シ
ンバルメイト (QC8)
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 820mm-1,970mm
- ブーム長さ : 450mm
- 重量 : 5.0kg

STAGE MASTER BOOM CYMBAL STAND

¥18,000 (税抜価格)

- シンバルティルター角度調整 : ギア式
- シンバルナット : クイックセット・シ
ンバルメイト (QC8)
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 760mm-1,800mm
- ブーム長さ : 400mm
- 重量 : 3.3kg

ROADPRO STRAIGHT CYMBAL STAND

HC4FB

三脚部をシングルレッグ仕様に、ブーム
アームを中空構造にすることで、ダブル
レッグモデルより約 25% 軽量化に成功
しました。スタジオやライブハウスなど
への移動、そして現場でのセットアップ
とティアダウンと、ドラマーに掛かる負
担を大幅に軽減します。

【セット内容】
-HC52F フラットベース シンバルスタン
ド (x 2 本 )
-HH55F フラットベース ハイハットス
タンド
-HS50S フラットベース スネアスタンド
-SBH01 ハードウェアバッグ

- シンバルティルター角度調整 : 無段階
- シンバルナット : クイックセット・シ
ンバルメイト (QC8)
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 790mm-1,790mm
- ブーム長さ : 400mm ( 中空パイプ )
- 重量 : 3.8kg

- 収納寸法 : 670mm x 190mm x 180mm
( 付属のバッグに収納した場合 )
- 重量 : 8.0kg ( バッグの重量を含む )

¥40,000 (税抜価格)

屋外でのミニセッションや練習など、移
動の多いドラマーに最適なライトウェイ
トモデル。ブーム / ストレートの切り替
えが可能なコンバーティブルティルター
を採用しています。ワンタッチで着脱可
能なシンバルメイト “Quick-Set Cymbal
Mate” を標準装備。

¥10,000 (税抜価格)

- シンバルティルター角度調整 : ギア式
- シンバルナット : クイックセット・シ
ンバルメイト (QC8)
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 760mm-1,800mm
- ブーム長さ : 400mm
- 重量 : 3.1kg

STAGE MASTER STRAIGHT CYMBAL STAND

HC82W

HC42WN

ストレートタイプのシンバルスタン
ド。無段階調整のシンバルティルター
“Quick-Set Tilter”、ワンタッチで着脱可
能なシンバルメイト “Quick-Set Cymbal
Mate” を採用しています。28.6mm 径パ
イプのスタンドベースと、大型のラバー
フットが優れた安定性を実現します。

¥15,000 (税抜価格)

THE CLASSIC STAND HARDWARE KIT

HC43BSN

25.4mm 径のベースパイプに、上級モデ
ルのデザインを踏襲したダブルレッグ仕
様のシンバルスタンド。リーズナブルな
価格を維持しつつ、上段、中段パイプ径
を上級モデルと同じサイズにすること
で、安定感を向上させています。

¥12,000 (税抜価格)

The Classic Stand シリーズのスタンドの 4 点ハードウェアキット。最小限のドラムセットアップに必要なハイハットスタンド、シンバルスタンド (x2)、スネアスタンド、さらにそれらをコンパ
クトに収納可能なキャリングバッグが付属したお得なパッケージです。
コンパクトドラムセットや、ジャズ向けセットアップ、ヴィンテージ風のドラムセットアップ等と併せてお使い頂くのに最適です。

STAGE MASTER BOOM CYMBAL STAND

HC43BWN

- シンバルティルター角度調整 : 無段階
- シンバルナット : クイックセット・シ
ンバルメイト (QC8)
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 740mm-1,600mm
- 重量 : 4.2kg
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- シンバルティルター角度調整 : ギア式
- シンバルナット : シンバルメイト (CM8P)
- パイプ径 : 19.1mm-15.9mm-9.0mm
- 高さ調整範囲 : 580mm-1,300mm
- 重量 : 1.5kg

HARDWARE KIT

HC83BLS

セッティングの自由度の高いブームタイ
プのシンバルスタンド。無段階調整のシ
ンバルティルター “Quick-Set Tilter” を
採用し、かつ上段パイプ内にブームアー
ムを収納することで、ストレートスタン
ドとしても使用することが可能です。

¥9,000 (税抜価格)

- シンバルティルター角度調整 : 無段階
- シンバルナット : クイックセット・シ
ンバルメイト (QC8)
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 820mm-2,100mm
- ブーム長さ : 690mm ( ウェイト部を含
む)
- 重量 : 6.2kg ( ウェイト部を含む )

ROADPRO LIGHT BOOM CYMBAL STAND

HC83BW

コンパクトなサイズと軽さ、扱いやすい
シンプルな構造、何よりヴィンテージ感
溢れるそのルックスが魅力の “フラット
ベース” タイプのシンバルスタンド。ド
ラマー界のレジェンド Peter Erskine 監
修の下、脚部の形状や厚み、上段部分を
中空パイプではなく実体のロッドにする
など、徹底的にこだわったモデルです。

- シンバルティルター角度調整 : ギア式
- シンバルナット : クイックセット・シ
ンバルメイト (QC8)
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 690mm-1,420mm
- 重量 : 2.6kg

* 高さ調整幅はシンバルを水平にした場合の、床からシンバルフェルトまでの距離。ブームシンバルスタンドの最低値はブームアームを収納してストレートに、最高値はアームを垂直方向に伸ば
しきった時の数値を表記しています。

ROADPRO BOOM CYMBAL STAND

HC52F

25.4mm 径 の ベ ー ス パ イ プ、 シ ン グ ル
レッグ仕様のライトウェイトモデル。3
点セット等、点数の少ないドラムセット
向きストレートスタンドです。ワンタッ
チで着脱可能なシンバルメイト “QuickSet Cymbal Mate” 付き。

STAR HARDWARE シンバルスタンドは、かつてないレベルでの安定性と共に、あらゆる方向への自由自在なシンバルのセッティングを可能にしたモデル。ミドルクラスモデルの Roadpro シリー
ズは、無段階調整のシンバルティルター Quick-Set Tilter を採用し、セッティングの自由度の高いブームタイプの HC84BW、HC83BW と HC83BLS、シンプルなセッティングに適したストレート
タイプの HC82W のラインナップです。Stage Master シリーズは、安定感のあるダブルレッグと、軽量で持ち運びも便利なシングルレッグをラインナップ。エントリーモデルながら、Quick-Set
Cymbal Mate を採用しており、汎用性の高いシリーズです。そして、ドラマー界のレジェンド Peter Erskine 監修の下、細部にいたるまでこだわって設計したフラットベースタイプのシンバルス
タンド The Classic Stand と、充実のラインナップを誇ります。

STAR HARDWARE BOOM CYMBAL STAND

THE CLASSIC CYMBAL STAND

25.4mm 径のベースパイプに、上級モデ
ルのデザインを踏襲したダブルレッグ仕
様のシンバルスタンド。ワンタッチで
着脱可能なシンバルメイト “Quick-Set
Cymbal Mate” 付き。
- シンバルティルター角度調整 : ギア式
- シンバルナット : クイックセット・シ
ンバルメイト (QC8)
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 690mm-1,420mm
- 重量 : 2.8kg

¥9,000 (税抜価格)
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COMBINATION STANDS & TOM STANDS

TOM HOLDERS

TAMA のタムスタンドは、L ロッド + 樹脂製のボール「オムニボール」を採用 (HTS58F を除く )。タムの振動を妨げることなく、理想のセッティングを瞬時に実現し、安定性、耐久性にも優れた
保持方式です。1 つのスタンドでタムとシンバルをセッティングできるコンビネーションスタンドは、かつてないレベルでの安定性と共に、あらゆる方向への自由自在なセッティングを可能にし
た STAR HARDWARE と、タムホルダー部分にスライド機構を持つミドルクラスの Roadpro シリーズからお選びいただけます。タムを 2 つセッティングできるダブルタムスタンドは、安定性抜
群の STAR HARDWARE と、高さ調整幅の異なる 2 モデルをラインナップしたミドルクラスの Roadpro シリーズ、リーズナブルな価格を実現した Stage Master シリーズからお選びいただけます。
1 タム用のシングルタムスタンドは、ハイエンドモデルの STAR HARDWARE、ヴィンテージ風のルックスのバスケットタイプを持つ The Classic Stand シリーズのラインナップです。

TAMA のタムホルダーは全モデル、
L ロッド + 樹脂製のボール“オムニボール” を採用。タムの振動を妨げることなく、
理想のセッティングを瞬時に実現し、安定性と耐久性にも優れた保持方式です。
タムを 2 つセッティングできるダブルタムホルダーは、フラッグシップ・ハードウェア STAR HARDWARE の技術を生かした機構により、大きな範囲で位置調整が可能な MTH1000 を始め、タム
タムの前後位置を約 50mm の幅で調整可能な MTH905N、そしてシンプルなスタンダードモデルの MTH600 をラインナップ。1 タムをバスドラムにセット可能なシングルタムホルダーは、同様
に STAR HARDWARE の技術を生かした MTH1000S と、シンプルなスタンダードモデルの MTH900BM をラインナップ。

* 高さ調整幅はタムタムのセッティングのみで、床から L ロッドの先端までの距離の数値を表記しています。HTS58F のみ、タムの打面を水平にしてセットした場合の、床からアーム先端までの
距離を表記しています。

STAR HARDWARE COMBINATION STAND

ROADRPO COMBINATION STAND

DOUBLE TOM HOLDER

HTC807W

シングルタムスタンドと、ブームシンバ
ルスタンドを組み合わせたモデルです。
タムホルダー部は前後位置の調整が可能
で、自由度の高いセッティングを実現し
ています。

ホルダー部が左右独立して稼働する仕組
みにより、タムの前後左右の位置調整が
可能。幅広い可動範囲を実現しました。
2015 年以降に生産された Starclassic に
対応するタムホルダーです。

- シンバルティルター角度調整 : 無段階
- シンバルナット : クイックセット・シ
ンバルメイト (QC8)
- タム角度調整 : スイベル・ウイング・
タムホルダー
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 750mm-1,175mm
- ブーム長さ : 300mm
- 重量 : 7.2kg

- シンバルティルター角度調整 : 無段階
- シンバルナット : クイックセット・シ
ンバルメイト (QC8)
- タム角度調整 : オムニボール・タムホ
ルダー * スライド可能
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 770mm-1,220mm
- ブーム長さ : 300mm
- 重量 : 5.4kg

- 下段パイプ径 : 25.4mm * 対応タムホ
ルダーベースは MBMSCPN ( 非貫通タ
イプ ) となります
- 上段パイプ径 : 22.2mm
- タム角度調整 : スイベル・ウイング・
タムホルダー x 2
- メモリーロック : 下段パイプ部に付属
(ML254TC)

STAR HARDWARE DOUBLE TOM STAND

¥24,000 (税抜価格)

ROADPRO DOUBLE TOM STAND

HTW109W

¥15,000 (税抜価格)

DOUBLE TOM HOLDER

- タム角度調整 : オムニボール・タムホ
ルダー x 2
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 790mm-1,270mm
- 重量 : 5.0kg

¥27,000 (税抜価格)

¥24,000 (税抜価格)

ROADPRO DOUBLE TOM STAND

STAGE MASTER DOUBLE TOM STAND

HTW849W

¥24,000 (税抜価格)

¥13,000 (税抜価格)

STAR HARDWARE SINGLE TOM STAND

THE CLASSIC TOM STAND

- タム角度調整 : オムニボール・タムホ
ルダー x 2
- パイプ径 : 25.4mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 770mm-1,200mm
- 重量 : 3.5kg

HTS108W

HTS58F

- 対応サイズ : 口径は 8" から 14" まで、
深さは 10" まで
- タム角度調整 : オムニボール・ティル
ター
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 740mm-1,020mm
- 重量 : 4.3kg

- 対応サイズ : 10" から 14" 口径まで
- タム角度調整 : ギアレス・ティルター
- パイプ径 : 19.1mm-15.9mm
- 高さ調整範囲 : 565mm-820mm
- 重量 : 1.8kg

バスドラムの真横などにタムタムをセッ
トアップする際に便利なシングルタム・
スタンド。三脚部はスネアスタンドと同
じ構造を取り入れた省スペース設計と
なっているので、バスドラムのすぐ側に
コンパクトにセットすることが出来ま
す。

- 下段パイプ径 : 25.4mm * 対応タムホ
ルダーベースは MBM-SCN ( 貫通タイ
プ ) となります
- タム角度調整 : オムニボール・タムホ
ルダー x 2
- メモリーロック : 左右の L ロッド部
(ML11）、 お よ び 下 段 パ イ プ 部 に 付 属
(ML254T)

¥13,000 (税抜価格)

SINGLE TOM HOLDER
MTH1000S

シングルタム用のタムホルダー。ホル
ダー部自体が稼働する仕組みにより、タ
ムの前後左右の位置調整が可能です。
2015 年以降に生産された Starclassic に
対応するタムホルダーです。

- 下段パイプ径 : 25.4mm * 対応タムホ
ルダーベースは MBM-SCN ( 貫通タイ
プ ) となります
- タム角度調整 : オムニボール・タムホ
ルダー x 2
- メモリーロック : 左右の L ロッド部
(ML105）、および下段パイプ部に付属
(ML254TC)

¥8,000 (税抜価格)

¥12,000 (税抜価格)

SINGLE TOM HOLDER
MTH900BM

2 つのタムをセッティング可能なスタン
ド。リーズナブルな価格ながら、上級モ
デルのデザインを踏襲したダブルレッグ
仕様の 3 脚部と、オムニボール式のタム
の角度調整機能を持つモデル。L ロッド
部にはメモリーロックが付属します。他
のモデルよりも軽量な点もポイントで
す。

- タム角度調整 : オムニボール・タムホ
ルダー x 2
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm-19.1mm
- 高さ調整範囲 : 550mm-800mm
- 重量 : 5.1kg

上部が前後にスライドし、タムタムの前
後位置を約 50mm の幅でスライド可能
なタムホルダー部が、様々なセットアッ
プにフレキシブルに対応します。

シンプルなデザインで、操作性に優れた
ダブルタムホルダー。

HTW49WN

2 つのタムをセッティング可能なスタン
ド。安定感のある 4 脚仕様で、ベース部
が短い為にローポジションでのセッティ
ングが可能。14" ～ 16" といった大きめ
の口径のタムを、低い位置にセットする
際に便利です。

MTH905N

MTH600

2 つのタムをセッティング可能なスタン
ド。タムホルダー部は 2 つに分かれて
おり、それぞれのタムの高さを変えて
セットすることも可能です。また、ス
タンド自体を傾けることができる “Stilt
system” を採用したことで距離のある所
からのセットアップが可能。セッティン
グの自由度を高めています。

- タム角度調整 : スイベル・ウイング・
タムホルダー x 2
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 高さ調整範囲 : 750mm-1,170mm
- 重量 : 6.0kg
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MTH1000

HTW839W

2 つのタムをそれぞれ独立して位置調
整可能にしたダブルタムスタンド。新
機構の Swivel-Wing Tom Holder と、ス
タンド自体を傾けることが出来る Stilt
System により、自由度の高いセッティ
ングを実現しました。

¥23,000 (税抜価格)

DOUBLE TOM HOLDER

HTC107W

STAR HARDWARE コンビネーションス
タンドは、可動範囲の大きいブームアー
ムがシンバルのセッティング幅を広げ、
安定性を高めた 3 脚部がタムを抜群の安
定感で支えるモデルです。

¥41,000 (税抜価格)

*MTH1000 / MTH1000S は、タムホルダーのパイプがバスドラムのシェル内に入り込まない、“非貫通タイプ”。
MTH905N / MTH600 / MTH900BM は、タムホルダーのパイプがバスドラムのシェル内に入り込む、“貫通タイプ” です。
* タムホルダーのベースパイプ ( 下段パイプ ) は、すべて 25.4mm 径です。

シングルタム用のタムホルダー。上部の
穴には 19.1mm 径パイプを持つシンバル
ホルダー (CA30EN など ) を取り付け可
能です。
- 下段パイプ径 : 25.4mm * 対応タムホ
ルダーベースは MBM-SCN ( 貫通タイ
プ ) となります
- タム角度調整 : オムニボール・タムホ
ルダー
- メモリーロック : L ロッド部 (ML11）、
および下段パイプ部に付属 (ML254T)

¥8,000 (税抜価格)

コンパクトなサイズと軽さ、扱いやすい
シンプルな構造、そしてヴィンテージ感
溢れるそのルックスを持つフラットベー
スタイプのシングルタムスタンド。スネ
アドラムのようにタムタムのボトムフー
プをバスケットで固定する方法で、口径
10"-14" のサイズのドラムをセッティン
グ可能です。

¥9,000 (税抜価格)

57

- 下段パイプ径 : 25.4mm * 対応タムホ
ルダーベースは MBMSCPN ( 非貫通タ
イプ ) となります
- 上段パイプ径 : 22.2mm
- タム角度調整 : スイベル・ウイング・
タムホルダー
- メモリーロック : 下段パイプ部に付属
(ML254TC)

Z-ROD FOR COWBELL

CLAMPS AND ATTACHMENTS

ZCB

UNIVERSAL CLAMP
MC66

フープ・グリップ (MC8) と組み合わせ
て、小口径シンバルをセットするのに最
適なロングタイプのロッド。

¥2,000 (税抜価格)

¥2,800 (税抜価格)

Z-ROD FOR SPLASH CYMBAL -SHORT

ACCESSORY MOUNT ARM

MC67

直径 9mm ～ 12mm のロッド類とパイ
プを接続します。クランプ部は 15.9mm
～ 28.6mm 径に対応した FastClamp 仕
様。

ZCYEL

フープ・グリップ (MC8) と組み合わせ
て、カウベルなどのパーカッション小物
をセットする際に最適なロッド

1970 年代に TAMA が発表したマルチ・クランプは、ドラムセットにシンバルやドラム、パーカッションを追加してセットアップできるアタッチメント。シンバルスタンド等に取り付けて使用で
きるので、設置スペースにとらわれず、ユニークなセットアップを可能とします。
発売以来 TAMA は常にデザイン、
お手軽な価格、耐久性、そして何より “ドラマーの視点からの使いやすさ” を念頭に改良・開発を続けて来ました。2018 年にラインナップに加わった「HOOP GRIP (
フープ・グリップ」 は、タムやスネアドラムのフープ部に取り付け、ロッドやマウントアームと組み合わせることで、ドラムセットにシンバルやパーカッション等のアクセサリーを手軽に追加出
来るアタッチメント。ウッドフープを除く、さまざまな厚み、形状のフープに対応するフレキシビリティを持っていますので、ドラマーのアイデア次第で様々なセットアップを実現します。さらに、
スネアドラムの上にスプラッシュシンバルを置いて演奏するといった “サウンド・カスタマイズ” にも対応。スネアサウンドにエフェクトをかけたような効果を生み出し、ドラマーにユニークで
独創的なサウンド、プレイを可能とさせる TAMA からの提案です。
2019 年に加わった新カウベルホルダー CBH50 は、ご要望の多かった “L ロッド自体が回転することを防ぐ” 機構を採用しています。
そして 2020 年からは、シンプルな構造でありながら、ハーフオープンの状態でもシンバルをキープすることが可能なクローズド・ハイハット アタッチメント MXA43 もラインナップに加わりま
した。

UNIVERSAL CLAMP

Z-ROD FOR SPLASH CYMBAL -LONG

ZCYE

最も応用範囲の広いクランプ。ラチェッ
ト部は 12mm ～ 25.4mm 径に、もう一
方 は 15.9mm ～ 28.6mm 径 に 対 応 し、
様々なパイプを様々な角度で接続できま
す。

HCA20

フープ・グリップ (MC8) と組み合わせ
て、小口径シンバルをセットするのに最
適なショートタイプのロッド。

フープ・グリップ (MC8) と組み合わせ
ることで、小口径シンバルなどをスネア
の打面ヘッドに接するようにセットし、
スネアドラムのサウンドをカスタマイズ
する際に使用するアームユニット。

¥5,000 (税抜価格)

¥6,000 (税抜価格)

¥2,800 (税抜価格)

¥3,000 (税抜価格)

UNIVERSAL CLAMP

MULTI-CLAMP

CLOSED HI-HAT ATTACHMENT

CLOSED HI-HAT ATTACHMENT

MC56

MC61

直径 9mm ～ 12mm のロッド類とパイ
プを接続します。クランプ部は 15.9mm
～ 28.6mm 径に対応した FastClamp 仕
様。

MXA43

19.1mm のパイプを 15.9mm ～ 28.6mm
径のパイプに接続できます。

MXA53

ツインペダル使用時や、ツーバスセッ
ティングの際に便利なクローズドハイ
ハットアタッチメント。MXA43 はハイ
ハットシンバルの締め具合を上部のク
ラッチ部を回転させることで行う、シン
プルな構造のモデルです。ロッドに搭載
されたスプリングがトップシンバルを持
ち上げることにより、ハーフオープンの
状態でもシンバルをキープすることが可
能。ルーズからタイトなサウンドまで幅
広い調整範囲を実現します。クランプ部
は 15.9mm 〜 28.6mm のパイプ径を持
つスタンドに対応しています。

ツインペダル使用時や、ツーバス・セッ
ティングの際に便利なクローズド・ハイ
ハット・アタッチメント。上部のレバー
を倒すことで、ハイハット・シンバルの
締め具合を 2 段階に調整可能。よりタイ
トなサウンドに素早く切り替えることが
できます。また、ロッドに搭載されたス
プリングがハイハット・シンバルを開け
ることにより、ハーフオープンの状態で
もセットアップすることが可能です。
ク ラ ン プ 部 は 15.9mm-28.6mm ま で の
パイプ径のスタンドに取り付け可能で
す。

¥3,500 (税抜価格)

¥3,700 (税抜価格)

¥6,500 (税抜価格)

¥8,200 (税抜価格)

MULTI-CLAMP

COMPACT CLAMP

CLOSED HI-HAT ATTACHMENT

L-ROD FOR TOM TOM

MC62

MC5

両側に FastClamp を採用した、15.9mm
～ 28.6mm 径対応のマルチクランプ。

MXA73N

9mm ～ 12mm 径のロッド同士を接続す
るクランプ。2 本のブームアームを組み
合わせたり、ブームアームに L ロッドを
マウントする際に使用します。

LLT

ツーバスセッティングの際に便利なク
ローズド・ハイハットアタッチメント。
ハイハットシンバルの閉め・開き具合
を微調整可能なノブにより、簡単にハイ
ハットサウンドの調整ができます。シ
ンバルの着脱がワンタッチで可能な、ク
イックセット・クラッチも装備。
シンバルティルター部は無段階でのアン
グルが調整可能（Quick-Set Tilter）。ま
た、ハイハットシンバルを様々な角度に
自在に傾けてセットアップすることも可
能です。

タムタム用：直径 10.5mm の L 型ロッド

¥4,000 (税抜価格)

¥3,400 (税抜価格)

¥13,500 (税抜価格)

¥2,400 (税抜価格)

COMPACT CLAMP

HOOP GRIP

L-ROD FOR COWBELL

L-ROD FOR CYMBAL

MC7

MC8

12mm ～ 25.4mm 径のパイプと 9mm ～
12mm 径のロッドを接続。MCB30EN と
組み合わせてスマートにスプラッシュを
追加したり、あらゆるメーカーのブーム
アームに L ロッドをマウントできます。

¥4,000 (税抜価格)

¥3,500 (税抜価格)
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LCB

“Hoop Grip ( フ ー プ・ グ リ ッ プ )” は、
タムやスネアドラムのフープ部に取り付
け、ロッドやマウントアームと組み合わ
せることで、ドラムセットにシンバル
やパーカッション等のアクセサリーを手
軽に追加出来るアタッチメント。ウッ
ドフープを除く、さまざまな厚み、形状
のフープに対応するフレキシビリティを
持っていますので、ドラマーのアイデア
次第で様々なセットアップを実現しま
す。

LCYE

カウベル用：直径 9mm の L 型ロッド

¥1,500 (税抜価格)

シンバル専用：直径 10.5mm の L 型ロッド

¥2,000 (税抜価格)
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L-ROD FOR HI-HAT CYMBAL

HAT STACK
LHH

CYMBAL HOLDER
CSH5

LHH は、クローズドハイハットアタッチ
メント “MXA43” の L ロッド部分を取り出
した、クローズドハイハット L ロッド。ロッ
ド径は 10.5mm で、マルチクランプ (MC66
など）と組み合わせることで、さまざまな
スペースにハイハットをセットアップでき
ます。また、ブームシンバルスタンドのブー
ムアームと取り換えて、ハイハットシンバ
ルスタンドとしてもお使いいただけます。

¥3,800 (税抜価格)

¥1,500 (税抜価格)

CYMBAL STACKER

CYMBAL STACKER
CSA15

CA45EN

“ハット・スタック” は、ハイハットスタン
ドのロッド部に取り付けることで、ハイハッ
ト・シンバルの同軸上に、およそ 10" 口径
までの小口径シンバルを手軽に追加出来るア
タッチメント。軽量で携行性に優れているほ
か、シンプルかつコンパクトな構造のため、
スマートなセッティングを実現します。直径
7mm 径までのシンバルロッドに取付け可能。

マルチクランプ MC61 や MC62 でスタ
ンドに取り付けるシンバルホルダー。パ
イプ径は 19.1mm です。
ブームアームをパイプに収納できるコ
ンバーチブル機能や、セッティングに
便 利 な Quick-Set Tilter と Quick-Set
Cymbal Mate を装備したプロユースモ
デル。

サイズ : 25mm ( 直径 ) x 40mm ( 全長 )
重量 : 約 31g
※セットする際には黒いプラスチックナット
が上になるようにセットしてください。プラ
スチックナットを下にすると演奏中に落下す
る可能性があります。

ブームアーム及びパイプ部長さ :450mm

MCA53

MCA63EN の思想を受け継いだ簡易版ア
タッチメント。
パ イ プ 径 15.9mm ～ 28.6mm の ス タ ン
ドに取り付けて、シンバルをセッティン
グ出来ます。

¥9,000 (税抜価格)

¥5,200 (税抜価格)

CYMBAL ATTACHMENT

CYMBAL ATTACHMENT

CSA25

8mm ネジのシンバルシャフトを持つス
タンドやホルダーに、小径エフェクト ･
シンバル等を同軸上にセットアップ出来
るアタッチメント。
シンプルかつ軽量構造で、スマートな
セッティングを実現します。

CYMBAL ATTACHMENT

MCA63EN

8mm ネジのシンバルシャフトを持つス
タンドやホルダーに、小口径エフェクト
･ シンバル等を追加でセットアップ出来
るアタッチメント。
L ロッドの角度や位置を調整すること
で、上側のシンバルは位置を変更できま
す。

CYA5E

MC66 と MCB30EN を組み合わせたキッ
ト。 パ イ プ 径 15.9mm ～ 28.6mm の ス
タンドに取り付けて、シンバルをセッ
ティングできます。

MC5 と LCYE を 組 み 合 わ せ た キ ッ ト。
ス タ ン ド の ブ ー ム ア ー ム や MCA63EN
等に取り付けて、シンバルを追加できま
す。

¥2,300 (税抜価格)

¥4,600 (税抜価格)

¥9,500 (税抜価格)

¥4,400 (税抜価格)

RATCHET ARM

RATCHET ARM

TOM ATTACHMENT

TOM ADAPTER

MRB30

MTA30

ブームアームや L ロッドをアタッチす
るラチェットアーム。12mm 径で MC66
や MC5 にフィットし、スプラッシュ・
シンバルなどの軽量なものの
セットアップに最適です。

MC69

ブームアームや L ロッドをアタッチする
ラチェットアーム。19.1mm 径のパイプ
を使用し、MC61、MC62 などのマルチ
クランプにフィットします。
パイプ部長さ :300mm

アーム部長さ :300mm

MTH900AS

シングルタムアダプターと MC61 タイプ
のクランプ (15.9mm ～ 28.6mm に対応 )
が一体となった、シンバルスタンド等に
タムタムをセットアップ出来るアタッチ
メント。角度調整部にオムニボールを採
用している為、セッティングの自由度が
高いモデルです。

シンバルスタンドからタムタムをセッ
ティングできるアタッチメント。セッ
ティングのしやすさに定評のあるオムニ
ボール方式を採用しています。パイプ径
は 19.1mm で、MC61、MC62 などのク
ランプにフィット。（バスドラムには直
接取り付けられません）

¥3,500 (税抜価格)

¥3,800 (税抜価格)

¥6,200 (税抜価格)

¥6,500 (税抜価格)

RATCHET ARM

BOOM ARM

COWBELL ATTACHMENT

COWBELL ATTACHMENT

MTA45

MCB30EN

ブームアームや L ロッドをアタッチする
ラチェットアーム。19.1mm 径のパイプ
を使用し、MC61、MC62 などのマルチ
クランプにフィットします。

CBA5

MC66、MC5、MC7 な ど の ク ラ ン プ や
ラチェットアームにアタッチして使用す
る、12mm 径のブームアーム。
ブームアーム長さ :300mm

パイプ部長さ :450mm

CBA56

MC5 と LCB を組み合わせたキット。ス
タンドのブームアームや MCA63EN な
どに取り付けて、カウベルやクランプ付
のタンバリンをセッティングできます。

シンバルスタンドにカウベルやドラム
セット用のタンバリンをマウントするア
タッチメント。
15.9mm - 28.6mm までのパイプ径のス
タンドに取付可能です。

※ L ロッドの径は 9mm です。

※ L ロッドの径は 9mm です。

¥4,000 (税抜価格)

¥5,300 (税抜価格)

¥3,500 (税抜価格)

¥4,000 (税抜価格)

BOOM ARM

CYMBAL HOLDER

COWBELL ATTACHMENT

COWBELL ATTACHMENT

MCB45EN

CA30EN

MC66、MC5、MC7 な ど の ク ラ ン プ や
ラチェットアームにアタッチして使用す
る、12mm 径のブームアーム。

CBH20

マルチクランプ MC61 や MC62 でスタ
ンドに取り付けるシンバルホルダー。パ
イプ径は 19.1mm です。
ブームアームをパイプに収納できるコ
ンバーチブル機能や、セッティングに
便 利 な Quick-Set Tilter と Quick-Set
Cymbal Mate を装備したプロユースモ
デル。

ブームアーム長さ :450mm

CBH50

バスドラムのフープ部分に取り付けて、
カウベルをマウントするアタッチメン
ト。先端が回転するフープクランプに
よって、確実にフープを固定。L ロッド
の位置を自由に調整可能で、最もプレイ
しやすい位置にセットできます。

ベストセラーモデル CBH20 を改良した、
バスドラムのフープ部分に取り付けて、
カウベルをマウントするためのアタッチ
メント。L ロッドに付属のメモリーロッ
クがクランプ部の溝にフィットすること
で、ロッド自体が回転することを防ぎま
す。また、クランプ部に取り付けられた
ラバープロテクターにより、バスドラム
のフープへのダメージを押さえつつ、よ
り強固な固定力を発揮します。

※ L ロッドの径は 9mm です。

ブームアーム及びパイプ部長さ :300mm

※ L ロッドの径は 9mm です。

¥5,600 (税抜価格)

¥8,500 (税抜価格)
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¥2,800 (税抜価格)

¥4,500 (税抜価格)
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HI-HAT ATTACHMENT

HI-HAT ATTACHMENT
MHA623

MHA823

ツーバスのセッティングの際に、ハイ
ハット ･ スタンドをバスドラムフープ
に固定するアタッチメント。15.9mm 28.6mm までのパイプ径を持つハイハッ
トスタンドに取付可能です。

¥6,500 (税抜価格)

BD MESH HEAD
ツーバスのセッティングの際に、ハイ
ハット ･ スタンドをバスドラムに固定す
るアタッチメント。バスドラムの打面側
のフープ部とハイハット ･ スタンドのパ
イプ部とを連結して固定することで、ス
タンドの脚部を広げることなくセット
アップすることが可能です。

SD/TT/FT MESH HEAD
MH22B

MH8T

MH18B (18" 口径用 ) \1,600( 税抜価格 )
MH20B (20" 口径用 ) \1,900( 税抜価格 )
MH22B (22" 口径用 ) \2,400( 税抜価格 )
MH24B (24" 口径用 ) \2,900( 税抜価格 )

MH8T (8" 口径用 ) \650( 税抜価格 )
MH10T (10" 口径用 ) \700( 税抜価格 )
MH12T (12" 口径用 ) \800( 税抜価格 )
MH13T (13" 口径用 ) \850( 税抜価格 )
MH14T (14" 口径用 ) \900( 税抜価格 )
MH16T (16" 口径用 ) \1,200( 税抜価格 )
MH18T (18" 口径用 ) \1,500( 税抜価格 )

消音効果に優れたメッシュヘッド。バス
ドラム用

消音効果に優れたメッシュヘッド。スネ
アドラム、タム、フロアタム用

¥10,000 (税抜価格)

SD 2PLY MESH HEAD

DRUM PRACTICE TOOLS

MH14T2

PRACTICE PAD STAND
TSP6

消音効果に優れたウレタン製シンバル
ミュート。14" ハイハットシンバル用で
す。扇型のミュートはトップシンバルの
上に載せてハイハットクラッチで固定。
丸型のミュートはトップとボトムシンバ
ルの間に挿入してセットします。

¥1,000 (税抜価格)

¥2,300 (税抜価格)

14"-16" CYMBAL MUTE

18"-20" CYMBAL MUTE

HS40TPN

6" 特殊ウレタンを採用し、リアルなリ
バウンドと静粛性を両立したベストセ
ラーモデル。コンパクトですので、持ち
運びにも便利です。

CM14HH

MH14T2 は、 ス ネ ア ド ラ ム な ど 14" 口
径のドラムに使用できます。ヘッドのプ
ライ数を “2 プライ仕様” とすることで、
自然なリバウンドやコシのある打感な
ど、1 プライのモデルに比べ、より本物
のスネアドラムのフィーリングに近い練
習が可能です。また、1 プライ仕様のモ
デルに比べ、ヘッドの耐久性も向上して
います。

限られたスペースや環境でもドラムの練習が出来るように、TAMA では様々な練習用ツールをご用意しています。
スティックコントロールを磨く練習に欠かせないのが練習パッド。携帯に便利な 6" サイズのパッドと、
「スネアドラムのように」バスケットで固定するタイプの練習パッドスタンドをラインナップ。
また本物のドラムセットを使って自宅等で練習する際におすすめなのがメッシュヘッドとシンバルミュートのセット。スタンダードな 22" 口径バスドラムのセットは、タムの組み合わせの違い (10"
と 12"、あるいは 12" と 13") による 2 つのモデルに加え、小口径の 18" バスドラム用のものを用意しています。また、メッシュヘッド、シンバルミュートはそれぞれ単品でもお買い求め頂けます
ので、さまざまなセットアップにも対応できます。
更に、正確なテンポでの練習に欠かせないのがメトロノーム。TAMA では「ドラマーのために、シンプルで操作性が良く、かつ視覚性の優れた」電子メトロノーム、RHYTHM WATCH( リズム・ウォッ
チ ) を、機能の異なる 2 モデルでラインナップしています。

6" PRACTICE PAD

HI-HAT CYMBAL MUTE

CM1416

6" ～ 10" 径の練習パッドを、スネアド
ラムのようにバスケットで固定するタイ
プの練習パッド専用スタンド。ティル
ター部の角度は無段階で調整可能。
・高さ調整幅 : 565mm - 730mm
・重量 : 2.2 Kg

CM1820

消音効果に優れたウレタン製シンバル
ミュート。14" ～ 16" 口径のシンバル用
です。シンバルの上に載せて、シンバル
ナットで固定して使用します。

消音効果に優れたウレタン製シンバル
ミュート。18" ～ 20" 口径のシンバル用
です。シンバルの上に載せて、シンバル
ナットで固定して使用します。

※高さ調整幅は、6" 口径の練習パッド
をセットした場合の床からアーム先端ま
での距離です。

¥4,200 (税抜価格)

¥7,000 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

¥1,500 (税抜価格)

EXTENSION PIPE FOR HS40TPN

SILENT PRACTICE SET FOR 22"BD KIT

TIP SUPPORTER

RHYTHM WATCH

EP222

SPP522C

TAMA の練習パッドスタンド HS40TPN
や、スネアスタンド HS40SN 等の高さ
を延長するためのパイプ。練習パッドや
スネアドラムを立奏する際、この延長パ
イプをスタンドの 3 脚部と上段の間に挿
入することで、高さ調整範囲を調整する
ことが可能です。
HS40TPN 練習パッドスタンドに使用し
た場合、高さ調整範囲は 565 ～ 730mm
→ 795 ～ 1,080mm となります。
*6" 口径の練習パッドをセットした場合
の、床からアーム先端までの距離。

TCP20

消音効果に優れたメッシュヘッド x5pcs
と、シンバルミュート x3pcs のパッケー
ジ。自宅での練習用としてお勧めです。

RW200

スティックのチップに差し込んで使用す
る練習用アイテム。練習パッドのよう
な適度なリバウンド感が得られるので、
様々な場所でトレーニングが可能です。

メッシュヘッド : 22" バスドラム、12"
タ ム、13" タ ム、16" フ ロ ア タ ム、14"
スネアドラム用 x 各 1pc
シ ン バ ル ミ ュ ー ト : 14" ハ イ ハ ッ ト、
14"/16" シンバル、18"/20" シンバル用
x 各 1pc

ドラムの練習時はもちろん、ライブ演奏
のサポートを含め、使いやすさを追求し
た “ドラマーのための” メトロノーム。
頻繁に使うテンポダイヤル等を大きくす
ることで、操作性を重視したモデルです。
・ 本 体 サ イ ズ : 127mm x 35mm x 150
mm / 重量 : 285g ( 電池含む )

¥2,800 (税抜価格)

¥8,500 (税抜価格)

¥600 (税抜価格)

¥13,500 (税抜価格)

SILENT PRACTICE SET FOR 22"BD KIT

SILENT PRACTICE SET FOR 18"BD KIT

RHYTHM WATCH MINI

RHYTHM WATCH HOLDER

SPP522KC

SPP518CN

メッシュヘッド : 22" バスドラム、
10" タ ム、12" タ ム、16" フ ロ ア タ ム、
14" スネアドラム用 x 各 1pc
シ ン バ ル ミ ュ ー ト : 14" ハ イ ハ ッ ト、
14"/16" シンバル、18"/20" シンバル用
x 各 1pc
*Imperialstar 22"BD キ ッ
ト (IE52KH6HC) や Superstar
Classic(CL52KRS) などのドラムキット
でお使い頂けます。

メッシュヘッド : 18" バスドラム、
10" タ ム、12" タ ム、14" フ ロ ア タ ム、
14" スネアドラム用 x 各 1pc
シ ン バ ル ミ ュ ー ト : 14" ハ イ ハ ッ ト、
14"/16" シンバル、18"/20" シンバル用
x 各 1pc
*Imperialstar 18"BD キット (IE58H6HC)
などのドラムキットでお使い頂けます。

消音効果に優れたメッシュヘッド x5pcs
と、シンバルミュート x3pcs のパッケー
ジ。自宅での練習用としてお勧めです。

¥8,500 (税抜価格)
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RW30

消音効果に優れたメッシュヘッド x5pcs
と、シンバルミュート x3pcs のパッケー
ジ。自宅での練習用としてお勧めです。

¥7,500 (税抜価格)

RWH10

上位機種である RW200 の主要な機能を
凝縮したコンパクトなモデル。さらに、
テンポダイヤルやスタートボタンといっ
たコントロール・スイッチを大きくした
ことによる、シンプルな操作性も魅力で
す。

RW200 Rhythm Watch 専用ホルダー。L
ロッドやタムアタッチメントなどを使っ
て、手軽にドラムセットに組み込むこ
とが可能です。RW200 の他、旧モデル
(RW105 & RW100) にも使用可能です。
※ RW30 にはご使用頂けません。

・本体サイズ : 61mm x 21mm x 118 m /
重量 : 90g ( 電池含む )

¥4,000 (税抜価格)

Tempo Range: 30-250 BPM
Beats: 0-9
Display: LCD display with BACK LIGHT
Power Supply: 2 x AAA Batteries (3V)

Tempo Range: 30-250 BPM
Tempo, Beat & Sound Memory: 30
Songs
Beats: 0-9
Display: LCD with BACK LIGHT
Power Supply: 9V Battery (S-006P) or
DC9V 200mA adapter

¥2,000 (税抜価格)
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2.3mm BRASS MIGHTY SNARE HOOPS

DRUM & HARDWARE ACCESSORIES

3.0mm ULTIMATE STEEL MIGHTY HOOPS

MFB14-10N

MUS1410

厚さ約 2.3mm ブラス製フープ。スティー
ルに比べ、柔らかいアタックとオープン
なサスティーンが特徴。

さまざまなドラムアクセサリーを使って、自身のドラムセット / スネアドラム、更にはドラムペダルを自分でカスタマイズし、サウンドや演奏感、そしてルックスをアレンジできることは、ドラマー
にとっての楽しみの１つです。
TAMA では、これまで経験やカンに負うところの大きかったドラムのチューニングを、ヘッド面の張力を測定し目で確認できる便利なアイテム TENSION WATCH( テンション・ウォッチ ) を始め、
スネアドラムのサウンドをアレンジできる様々な素材 / 形状を持つスネアドラム用フープや、スナッピー。ドラムセットをセッティングする際には欠かせないドラムマット。更にはドラムペダル
の操作感やバスドラムサウンドに大きな影響を与えるペダルアクセサリーまで、ユニークなアイテムを数多くラインナップしています。

オープンで落ち着いたサウンドのトリプ
ルフランジフープを、極めて厚い 3.0mm
で成形したフープ。トリプルフランジ
フープらしい丸みを帯びたアタックはそ
のままに、低音域から高温域までの幅広
い音域を底上げし、厚みのあるパワフル
なサウンドを生み出します。

MFB14-10N (14" / 10 hole / 打面 ) \8,000( 税抜価格 )
MFB14S-10N (14" / 10 hole / ボトム) \8,000(税抜価格)

MUS1410 (14" / 10 hole / 打面)
\5,000(税抜価格)
MUS14S10 (14" / 10 hole / ボトム) \5,000(税抜価格)

TENSION WATCH

TENSION WATCH
TW200B

TW100

テンション ･ ウォッチは、これまで経験やカ
ンに負うところの大きかったドラムのチュー
ニングを、ヘッド面の張力を測定し目で確認
できる便利なアイテムです。この TW200B は、
ドラムヘッドに置いた状態で真上からダイヤ
ルゲージを確認できるモデル。また、フープ
からの距離を一定に保って本体をヘッドに載
せることができるポジション・ゲージ・リン
グが付属しているため、より素早く安定した
状況でのチューニングが可能です。

¥16,500 (税抜価格)

・本体サイズ : 直径 110mm ｘ高さ 50mm
・重量 :360 ｇ
・ソフトケース付属 ( 直径 130mm x 70mm)

MFM14-8 (14" / 8 hole / 打面)
MFM14S-8 (14" / 8 hole / ボトム)
MFM14-10 (14" / 10 hole / 打面)
MFM14S-10 (14" / 10 hole / ボトム)
MFM14-10BN (14" / 10 hole / 打面)
MFM14S10BN (14" / 10 hole / ボトム)

ラバーリングの弾性でリムショットの衝
撃を吸収。プレイ中のチューニングを安
定させるワッシャー (20pcs/set)。

¥1,200 (税抜価格)

¥1,500 (税抜価格)

PLASTIC WASHERS

METAL WASHERS
PW620

MFH14-8 (14" / 8 hole / 打面)
\2,700(税抜価格)
MFH14S-8 (14" / 8 hole / ボトム) \2,700(税抜価格)

2.3mm BRASS SOUND ARC SNARE HOOPS

MSH1410

MSB14-8D

MSH1410 (14" / 10 hole / 打面)
\4,300(税抜価格)
MSH14S10 (14" / 10 hole / ボトム) \4,300(税抜価格)

MSB14-8D (14" / 8 hole / 打面)
\8,000(税抜価格)
MSB14S-8D (14" / 8 hole / ボトム) \8,000(税抜価格)

厚さ 2.3mm のスティール製、“内曲げ方
式” を採用したスネアドラム用のフープ。
適度にタイトな、コントロールしやすい
サウンドが得られます。

CUSTOMIZED BRASS MIGHTY SNARE HOOPS
MW620

プレイ中のチューニングの緩みを防止
し、スムーズなチューニングを可能にす
る樹脂製ワッシャー (20pcs/set)。

厚さ 1.6mm のスタンダードなスティー
ル製フランジフープ。

\4,000(税抜価格)
\4,000(税抜価格)
\4,000(税抜価格)
\4,000(税抜価格)
\4,000(税抜価格)
\4,000(税抜価格)

2.3mm SOUND ARC SNARE HOOPS
SRW620P

テンションロックは、テンションボルト
の緩みを防止するアクセサリー (10pcs
/ 1pack)。取り付けられた O リングは、
伸縮力のある素材でできており、“テン
ションロック” とテンションボルトを締
めつける構造。着脱による装着口の変形・
摩耗への耐久性を高くするだけでなく、
裏ヘッド側に装着しても、“テンション
ロック” の落下を防ぐ効果もあります。
※ TAMA STARPHONIC シ リ ー ズ や コ
ンサートスネアドラム (14" 口径のモデ
ル )、ウッドフープにはお使い頂くこと
ができません。

MFH14-8

ダイキャスト製に比べ落ち着いたトーンが特徴の 2.3mm 厚ス
ティールフープ。品番末尾に BN 付きはブラックニッケル仕様
です。

・ 本 体 サ イ ズ : 直 径 57mm ｘ 高 さ
110mm
・重量 : 350 ｇ

HOLD TIGHT™ WASHERS
TTL10

1.6mm STEEL SNARE HOOPS

MFM14-10

テンション ･ ウォッチは、これまで経験
やカンに負うところの大きかったドラム
のチューニングを、ヘッド面の張力を測
定し目で確認できる便利なアイテムで
す。テンションウォッチをチューニング
ボルト付近に置くだけで、テンションを
目盛りで確認できますので、自分の気に
入ったチューニングをメモしておけば同
じチューニングを再現することも可能で
す。

¥9,600 (税抜価格)

TENSION LOCK

2.3mm STEEL MIGHTY SNARE HOOPS

“内曲げ方式” を採用した、厚さ 2.3mm
のブラス製スネアドラム用のフープ。適
度にタイトな、コントロールしやすいサ
ウンドが得られます。

MAPLE WOOD SNARE HOOPS

MSP14-8

最もスタンダードなスティール製ワッ
シャー (20pcs/set)。

WMH1408B

ブラス製の 2.3mm 厚フランジフープ。
エッジを少し削り落とすことで、フラン
ジフープらしい音の広がりを持たせつつ
小気味よいアタックも得ることができま
す。

メイプル材のウッド・フープ。硬質ウレ
タン塗装を施すことで、耐久性を向上。
さらに、リムショット時の音抜けを向上
させています。また、フープ側面に平ら
な面を設けてありますので、通常の 14"
スネアドラム用のスネアスタンドでご使
用頂けます。

MSP14-8 (14" / 8 hole / 打面)
\10,000(税抜価格)
MSP14S-8 (14" / 8 hole / ボトム) \10,000(税抜価格)

¥600 (税抜価格)

¥400 (税抜価格)

TENSION BOLT FOR SNARE

DIE-CAST SNARE HOOPS
MS648SHP

2 本で 1 パック。メタルワッシャーが付
属しています (2pcs/set)。
MS642SHP ( クローム、M6x42mm)
MS642SHPBN (ブラックニッケル、M6x42mm)
MS648SHP ( クローム、M6x48mm)
MS648SHPBN ( ブラックニッケル、M6x48mm)
MS654SHP ( クローム、M6x54mm)
MS666SHP ( クローム、M6x66mm)

\400( 税抜価格 )
\400(税抜価格)
\400( 税抜価格 )
\400( 税抜価格 )
\400( 税抜価格 )
\400( 税抜価格 )

¥400 (税抜価格)

RING MUTE
MDH14-10

SONIC MUTE
RM14P3

亜鉛ダイキャスト製、リムショット時の
鋭いトーンが特徴。

TSM01

14" スネア用のフィルム製リングミュー
ト。ヘッドの打面に載せて使用すること
で、倍音をカットしてタイトで芯のある
サウンドが得られます (3pcs/set)。

MDH13-8 (13" / 8 テンション / 打面 ) \5,300( 税抜価格 )
MDH13S-8 (13" / 8 テンション / ボトム ) \5,300( 税抜価格 )
MDH14-8 (14" / 8 テンション / 打面 )
\6,000( 税抜価格 )
MDH14S-8 (14" / 8テンション / ボトム) \6,000(税抜価格)
MDH14-10 (14" / 10テンション / 打面) \6,000(税抜価格)
MDH14S-10 (14" / 10テンション / ボトム) \6,000(税抜価格)

¥900 (税抜価格)
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WMH1408B (14" / 8 hole / 打面 ) \10,000( 税抜価格 )
WMH1408S (14" / 8 hole / ボトム) \10,000(税抜価格)
WMH1410B (14" / 10 hole / 打面) \10,000(税抜価格)
WMH1410S (14" / 10 hole / ボトム) \10,000(税抜価格)

何度でも取り外しのできる、ヘッドに貼
るミュートパッド。ミュートの位置を細
かく調整することが可能です。また、ヘッ
ドを交換しても繰り返し使用でき、水洗
いすることで粘着力が甦ります (2pcs/
set)。

¥300 (税抜価格)
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SUPER SENSITIVE HI-CARBON SNAPPY SNARES

SUPER SENSITIVE HI-CARBON SNAPPY SNARE FOR CONCERT

MS20RL14C

MS20L14C8

軽やかで歯切れの良いサウンドのスナッ
ピー。スネアヘッドへの追従性を高め、
絶妙な吸い付きと歯切れの良い響きを両
立したことで、プレイヤーの細かいパッ
セージも逃さない繊細さと豊かな表現力
を実現しました。
全サイズ共通 :
Hi-Carbon Steel / 20 本線 / 内面当たり
MS20RL14C (14" 用 ) \3,000 ( 税抜価格 )
MS20RL13C (13" 用 ) \2,800 ( 税抜価格 )

STAINLESS STEEL STRAIGHT SNAPPY SNARE

SNAPPY SNARE STRAPS

MS42R14C

細かいタッチの差を逃さない繊細さとス
ネアヘッドへの追従性を追求するため、
細部にわたって調整されたモデルです。
また、コイルの材質にはカーボン含有量
を若干抑えたハイカーボンを採用し、繊
細さとしなやかさの中に、柔らかで粒立
ちの良い響きを織り交ぜました。

炭素含有量の多い硬質なノンコート仕様
によるツブ立ちのよさが特徴のハイカー
ボンコイルを採用し、スタンダードなも
のよりコイルの数を増やした 42 本線の
スナッピー。スナッピーテープ（MST20）
はスタークラシック同様に薄手のタイプ
を採用。

Hi-Carbon Steel / 20 本線 / 14" 内面当
たり用

Hi-Carbon Steel / 42 本線 / 14" 内面当
たり用

MST20

しなやかさと耐久性を両立した、15mm
幅の布製スナッピーテープ (2pcs/set)。

¥3,000 (税抜価格)

¥3,000 (税抜価格)

¥300 (税抜価格)

STARCLASSIC SNAPPY SNARES -CARBON STEEL-

SNAPPY SNARE STRINGS

BD FRONT HEAD -REMO® FIBERSKYN-

MS20M14ST

MS20SN14S

内 面 当 た り タ イ プ の ス テ ン レ ス・ ス
ティール製ストレートワイヤー。コイル
タイプに比べスネアサイドへの密着具合
が高く、サスティーンがマイルドになる
ので、よりタイトなサウンドを得られま
す。

SPC50P4

歯切れの良いバズ音が特徴のスタンダー
ドなカーボンスティールコイルのスナッ
ピー。
プレートの曲げ角度を 6 度と浅めに設定す
ることでスネアサイド全面に均一にコイル
が触れ、十分なスナッピーの「吸い付き」
を実現、微妙なタッチも逃さない構造です。

Stainless Steel / 20 本線 / 14" 内面当た
り用

RF22BMST

同質量の鋼鉄をも凌ぐ引っ張り強度を持
つ、 デ ュ ポ ン 製 Kevlar® と ポ リ エ ス テ
ルとの二重構造のスナッピーコード。ス
ネアサイドの振動に応じてしなやかに弾
み、抜群の耐久性を誇ります。(Kevlar®
は デ ュ ポ ン 社 の 登 録 商 標 で す )(2prs/
set)

TAMA ロ ゴ が 印 刷 さ れ た REMO® 製
( ファイバースキン・パワーストローク
3) のバスドラム用フロントヘッド。18"26" 口径までのラインナップです。
RF18BMST (18" 口径用 ) \6,100( 税抜価格 )
RF20BMST (20" 口径用 ) \6,250( 税抜価格 )
RF22BMST (22" 口径用 ) \6,750( 税抜価格 )
RF24BMST (24" 口径用 ) \7,000( 税抜価格 )
RF26BMST (26" 口径用 ) \8,300( 税抜価格 )

全サイズ共通 :
Carbon Steel / 20 本線 / 内面当たり
MS20SN14S (14" 用 ) \2,000 ( 税抜価格 )
MS20SN13S (13" 用 ) \1,800 ( 税抜価格 )
MS20SN12S (12" 用 ) \1,600 ( 税抜価格 )
MS20SN10S (10" 用 ) \1,500 ( 税抜価格 )

¥4,500 (税抜価格)

STARCLASSIC SNAPPY SNARES -BELL BRASS-

REGULAR SNAPPY SNARES -HI-CARBON STEEL-

STARCLASSIC SNAPPY SNARES -HI-CARBON STEEL-

MS20SN14B

¥500 (税抜価格)

BD FRONT HEAD WHITE COATED -STARCLASSIC-

MS20SN14C

より柔らかなサウンドを実現するベルブ
ラスコイルのスナッピー。
プレートの曲げ角度を 6 度と浅めに設
定することでスネアサイド全面に均一に
コイルが触れ、十分なスナッピーの「吸
い付き」を実現、微妙なタッチも逃さ
ない構造です。また、スナッピーテー
プ (MST20) には薄手のタイプを採用し、
ヘッドの振動を妨げません。
Bell Brass / 20 本線 / 14" 内面当たり用

BD FRONT HEAD BLACK -STARCLASSIC-

CT22BMOT

炭素含有量の多い硬質なノンコート仕様に
よるツブ立ちのよさが特徴のハイカーボン
コイルのスナッピー。
プレートの曲げ角度を 6 度と浅めに設定す
ることでスネアサイド全面に均一にコイル
が触れ、十分なスナッピーの「吸い付き」
を実現、微妙なタッチも逃さない構造です。

TAMA オリジナルのバスドラム用フロント
ヘッド。リングミュートを装備し、ふくよか
でパンチの効いたサウンドをクリエイトしま
す。Starclassic Maple のカバリングモデル
等にも採用されている、ヴィンテージ感溢れ
るコーテッド仕様で、18"-26" 口径までのラ
インナップです。

全サイズ共通 :
Hi-Carbon Steel / 20 本線 / 内面当たり

CT18BMOT (18" 口径用 ) \3,000( 税抜価格 )
CT20BMOT (20" 口径用 ) \3,500( 税抜価格 )
CT22BMOT (22" 口径用 ) \4,000( 税抜価格 )
CT24BMOT (24" 口径用 ) \4,500( 税抜価格 )
CT26BMOT (26" 口径用 ) \5,000( 税抜価格 )

MS20SN14C (14" 用 ) \2,700( 税抜価格 )
MS20SN13C (13" 用 ) \2,500( 税抜価格 )

BK22BMTT

TAMA オリジナルのバスドラム用フロント
ヘッド。リングミュートを装備し、ふくよか
でパンチの効いたサウンドをクリエイトしま
す。Starclassic のバスドラム ( ラッカーモデ
ル ) に標準装備されており、18"-26" 口径ま
でのラインナップです。
BK18BMTT (18" 口径用 ) \3,000( 税抜価格 )
BK20BMTT (20" 口径用 ) \3,500( 税抜価格 )
BK22BMTT (22" 口径用 ) \4,000( 税抜価格 )
BK24BMTT (24" 口径用 ) \4,500( 税抜価格 )
BK26BMTT (26" 口径用 ) \5,000( 税抜価格 )

¥3,000 (税抜価格)

REGULAR SNAPPY SNARES -CARBON STEEL-

REGULAR SNAPPY SNARES -CARBON STEEL-

MS12R14S

MS20R14S

Carbon Steel / 12 本線 / 14" 内面当た
り用

Carbon Steel / 20 本線 / 14" 内面当た
り用

オーソドックスなスティール鋼線を採用
し、スタンダードなものよりコイルの数
を減らした 12 本線のスナッピー。スナッ
ピーテープ（MST20）はスタークラシッ
ク同様に薄手のタイプを採用。

オーソドックスなスティール鋼線を採用
した、スタンダードな 20 本線のスナッ
ピー。スナッピーテープ（MST20）は
スタークラシック同様に薄手のタイプを
採用。

¥1,200 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

REGULAR SNAPPY SNARES -CARBON STEEL-

REGULAR SNAPPY SNARES -CARBON STEEL-

MS30R14S

BK22BMWS

CT18BMSV (18" 口径用 ) \3,000( 税抜価格 )
CT20BMSV (20" 口径用 ) \3,500( 税抜価格 )
CT22BMSV (22" 口径用 ) \4,000( 税抜価格 )

BK20BMWS (20" 口径用 ) \3,500( 税抜価格 )
BK22BMWS (22" 口径用 ) \4,000( 税抜価格 )
BK24BMWS (24" 口径用 ) \4,500( 税抜価格 )

TAMA オリジナルのバスドラム用フロン
トヘッド。リングミュートを装備し、ふ
くよかでパンチの効いたサウンドをク
リエイトします。シンプルに TAMA ロ
ゴのみが印刷されたブラックヘッドで、
20"-24" 口径までのラインナップです。

TAMA LOGO STICKER -White-

TLS120WH

TLS100WH

カラー : ホワイト
サイズ : / 60mm x 275mm

カラー : ホワイト
サイズ : / 50mm x 230mm

バスドラムのフロントヘッド用ロゴス
テッカー。

バスドラムのフロントヘッド用ロゴス
テッカー。

Carbon Steel / 42 本線 / 14" 内面当た
り用

¥2,500 (税抜価格)
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CT22BMSV

TAMA LOGO STICKER -White-

オーソドックスなスティール鋼線を採用
し、スタンダードなものよりコイルの数
を増やした 42 本線のスナッピー。スナッ
ピーテープ（MST20）はスタークラシッ
ク同様に薄手のタイプを採用。

Carbon Steel / 30 本線 / 14" 内面当た
り用

BD FRONT HEAD BLACK

TAMA オリジナルのバスドラム用フロン
トヘッド。リングミュートを装備し、ふ
くよかでパンチの効いたサウンドをク
リエイトします。シンプルに TAMA ロ
ゴのみが印刷されたコーテッド仕様で、
18"-22" 口径までのラインナップです。

MS42R14S

オーソドックスなスティール鋼線を採用
し、スタンダードなものよりコイルの数
を増やした 30 本線のスナッピー。スナッ
ピーテープ（MST20）はスタークラシッ
ク同様に薄手のタイプを採用。

¥2,500 (税抜価格)

BD FRONT HEAD WHITE COATED

¥1,200 (税抜価格)

¥1,000 (税抜価格)
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TAMA LOGO STICKER -Black-

TAMA LOGO STICKER -Black-

DRUM RUG -TAMA Logo Pattern-

TLS120BK

TLS100BK

カラー : ブラック
サイズ : / 60mm x 275mm

カラー : ブラック
サイズ : / 50mm x 230mm

バスドラムのフロントヘッド用ロゴス
テッカー。

バスドラムのフロントヘッド用ロゴス
テッカー。

¥1,000 (税抜価格)

¥13,000 (税抜価格)

WOOD HOOP SAVER

16" SOUND FOCUS PAD -for Cocktail-JAM-

DRUM SETTING MAT

SFP530

バスドラム・ウッドフープのペダルを取
り付ける箇所に貼りつけて使用します。
切欠きの部分を目印に、ウッドフープ中
央に取り付けます。
2 つの穴はペダルを正しい位置に取り付
けるための目安となります (2pcs / set)。

¥16,500 (税抜価格)

1.6mm SOUND ARC TOM HOOPS

1.6mm STEEL TOM HOOPS

DRUM KEY

MFS8-4 (8" / 4 テンション / 打面 & ボトム )
MFS10-6 (10" / 6 テンション / 打面 & ボトム )
MFS12-6 (12" / 6 テンション / 打面 & ボトム )
MFS13-6 (13" / 6 テンション / 打面 & ボトム )
MFS14-6 (14" / 6 テンション / 打面 & ボトム )
MFS16-8 (16" / 8 テンション / 打面 & ボトム )
MFS18-8 (18" / 8 テンション / 打面 & ボトム )

MFH6-4 (6"/4 hole/ 打面 & ボトム ) \1,300( 税抜価格 )
MFH8-4 (8"/4 hole/ 打面 & ボトム ) \1,900( 税抜価格 )
MFH10-6 (10"/6 hole/ 打面 & ボトム ) \2,100( 税抜価格 )
MFH12-6 (12"/6 hole/ 打面 & ボトム ) \2,300( 税抜価格 )
MFH13-6 (13"/6 hole/ 打面 & ボトム ) \2,500( 税抜価格 )
MFH14-6 (14"/6 hole/ 打面 & ボトム ) \2,700( 税抜価格 )
MFH16-6 (16"/6 hole/ 打面 & ボトム ) \3,100( 税抜価格 )
MFH16-8 (16"/8 hole/ 打面 & ボトム ) \3,100( 税抜価格 )
MFH18-8 (18"/8 hole/ 打面 & ボトム ) \3,300( 税抜価格 )

DIE-CAST TOM HOOPS

DIE-CAST TOM HOOPS FOR STAR-CAST
MDH12-6

SUPER RESONANT MOUNT
MDM12A/MDM8B

MQM12

タムマウントアーム・ユニット
MDM8A (8" / 4 テンション用 ) \10,000( 税抜価格 )
MDM10A (10" / 6 テンション用 ) \10,500( 税抜価格 )
MDM12A (12" / 6 テンション用 ) \11,000( 税抜価格 )
MDM13A (13" / 6 テンション用 ) \11,500( 税抜価格 )
MDM14A (14" / 8 テンション用 ) \12,000( 税抜価格 )
サポートバー・ユニット
MDM8B (6"-8" 深さ用 ) \2,000( 税抜価格 )
MDM11B (9"-11" 深さ用 ) \2,000( 税抜価格 )
MDM14B (12"-14" 深さ用 ) \2,000( 税抜価格 )

MQM8
MQM10
MQM12
MQM13
MQM14
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DRUM KEY
TDK10G-24K

手に馴染む設計のドラム用のチューニン
グキー。上端の突起をつまんで回せば効
率よくボルトを回すことが可能です。24
金メッキ仕様。

※ドラムセッティングカーペットやマットを使
用した場合でも、バスドラムのスパイク ( 剣先 )
を出してセッティング・演奏をすると床面を傷
つけてしまう恐れがあります。

¥2,000 (税抜価格)

DRUM KEY
TDK10BN

手に馴染む設計のドラム用のチューニン
グキー。上端の突起をつまんで回せば効
率よくボルトを回すことが可能です。ブ
ラックニッケルメッキ仕様。

¥550 (税抜価格)

DRUM KEY

DRUM HAMMER
6560

DH7

スタンダードなチューニング用ドラム
キー。

ドラムペダルの調整をする際に便利な
キーレンチ。ドラム用のチューニング
キーとしてもご使用頂けます。

MDH8-4F (8"/4 hole/ 打面 ) \3,000( 税抜価格 )
MDH10-6F (10"/6 hole/ 打面 ) \4,000( 税抜価格 )
MDH12-6F (12" / 6 hole / 打面) \4,500(税抜価格)
MDH13-6F (13" / 6 hole / 打面) \5,300(税抜価格)
MDH14-8F (14" / 8 hole / 打面) \6,000(税抜価格)

STAR-CAST MOUNT
STAR Drums に採用しているタムマウント・システム。
タムの口径対応した専用ダイキャストフープと “タムマ
ウントアーム・ユニット”、タムの深さに対応した “サポー
トバー・ユニット” を組み合わせてご使用ください。

¥13,000 (税抜価格)

¥450 (税抜価格)

STAR DRUMS に 採 用 し て い る Super
Resonant Mount と、Starclassic 等に採
用している Star-Cast Mounting System
専用の亜鉛ダイキャスト製のタム用打面
フープ。8" ～ 14" 口径までのラインナッ
プです。

MDH8-4 (8"/4 hole/ 打面 & ボトム ) \3,000( 税抜価格 )
MDH10-6 (10"/6 hole/ 打面& ボトム) \4,000( 税抜価格)
MDH12-6 (12"/6 hole/ 打面& ボトム) \4,500( 税抜価格)
MDH13-6 (13"/6 hole/ 打面& ボトム) \5,300( 税抜価格)
MDH14-6 (14"/6 hole/ 打面& ボトム) \6,000( 税抜価格)
MDH14-8 (14"/8 hole/ 打面& ボトム) \6,000( 税抜価格)
MDH15-8 (15"/8 hole/ 打面& ボトム) \6,500( 税抜価格)
MDH16-8 (16"/8 hole/ 打面& ボトム) \7,000( 税抜価格)
MDH18-8 (18"/8 hole/ 打面& ボトム) \7,500( 税抜価格)

※ドラムセッティングカーペットやマットを使
用した場合でも、バスドラムのスパイク ( 剣先 )
を出してセッティング・演奏をすると床面を傷
つけてしまう恐れがあります。

手に馴染む設計のドラム用のチューニン
グキー。上端の突起をつまんで回せば効
率よくボルトを回すことが可能です。ク
ロームメッキ仕様。

MDH12-6F

亜鉛ダイキャスト製のタム / フロアタム
用のフープ。8" ～ 18" 口径までのライ
ンナップです。

※ドラムセッティングカーペットやマットを使
用した場合でも、バスドラムのスパイク ( 剣先 )
を出してセッティング・演奏をすると床面を傷
つけてしまう恐れがあります。

TDK10

スタンダードな厚さ 1.6mm のスティー
ル製タム / フロアタム用のフープ。6"
～ 18" 口径までのラインナップです。

\2,900( 税抜価格 )
\3,200( 税抜価格 )
\3,500( 税抜価格 )
\3,800( 税抜価格 )
\4,300( 税抜価格 )
\4,800( 税抜価格 )
\5,300( 税抜価格 )

・サイズ : 横 2,000mm x 縦 1,800mm
・重量 : 約 4.8 Kg
・材質 : ポリエステル

・サイズ : 横 1,800mm x 縦 1,200mm
・重量 : 約 5.0 Kg
・材質 : 塩化ビニール樹脂

¥3,500 (税抜価格)

MFH12-6

・サイズ : 横 2,000mm x 縦 1,800mm
・重量 : 約 4.8 Kg
・材質 : ポリエステル

ドラムセッティング用のカーペット。表面は柔
らかく滑りにくい生地を採用することで、プレ
イ時の振動によるバスドラムのスパーや、シン
バルスタンドの移動を軽減します。裏面にも滑
り防止加工を施すことで、カーペット自体も動
きにくい仕様になっています。

ドラムセッティング用のカーペットで、基本 5
点セットにジャストフィットする 1,800mm x
1,200mm のセッティングマット。表面に施さ
れた滑り止め効果を持つ特殊エンボス加工が、
プレイ時の振動によるバスドラムのスパーや、
シンバルスタンドの移動を軽減します。

¥400 (税抜価格)

厚 さ 1.6mm の ス テ ィ ー ル 製、“ 内 曲 げ
方式” を採用したタム / フロアタム用の
フープ。適度にタイトな、コントロール
しやすいサウンドが得られます。8" ～
18" 口径までのラインナップです。

TDR-OR

DSM18

16" 口径バスドラムの Cocktail-JAM に
付 属 す る バ ス ド ラ ム ミ ュ ー ト、Sound
Focus Pad ( サウンド・フォーカス・パッ
ド )。リングミュートのように、バスド
ラムに乗せるだけで簡単に取り付けが可
能。引き締まった太い低音に加え、フロ
アタムとの音の分離の良さが大きな特徴
です。また、取り外すことでよりオープ
ンなバスドラムサウンドもお楽しみ頂け
ます。

MFS12-6

TDR-TL

ドラムセッティング用のカーペット。表面は柔
らかく滑りにくい生地を採用することで、プレ
イ時の振動によるバスドラムのスパーや、シン
バルスタンドの移動を軽減します。裏面にも滑
り防止加工を施すことで、カーペット自体も動
きにくい仕様になっています。

¥1,200 (税抜価格)

WHP2

DRUM RUG -Oriental Pattern-

¥300 (税抜価格)

¥700 (税抜価格)

MULTI TOOL

POWER-STRIKE COBRA BEATER
TMT9

Starclassic に採用しているタムマウン
ト・システム Star-Cast Mount。タムの
口径に対応した専用ダイキャストフープ
を組み合わせてご使用ください。

CB900PS

六角レンチやチューニングキーなど、ドラム
機材の各部調整、メンテナンスのために厳選
した 9 種のツールを一つのコンパクトなボ
ディに収めました。 また、スタンドの T ナッ
トが固く締められている場合に、軽い力で緩
めることができる “ウイングナット・ルーズ
ナー” 機構を搭載。ライブハウスやスタジオ
に出掛ける際に、スティックバッグやペダル
ケースに入れておきたい必携アイテムです。

(8" / 4 テンション用 ) \8,500( 税抜価格 )
(10" / 6 テンション用 ) \9,500( 税抜価格 )
(12" / 6 テンション用 ) \10,000( 税抜価格 )
(13" / 6 テンション用 ) \10,500( 税抜価格 )
(14" / 8 テンション用 ) \11,000( 税抜価格 )

¥3,000 (税抜価格)

※ 格 納 ツ ー ル 内 容: 六 角 レ ン チ
(5.0mm/4.0mm/3.0mm/2.5mm/2.0mm)、
チューニングキー・ソケット (2 種 )、
ソケットレンチ (7.0mm 六角ナット )、
ドライバー ( ＋ネジ / 大 )

¥3,000 (税抜価格)
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ヘッドにヒットするフェルトの面積を従
来より小さく且つ厚みを増した設計のコ
ブラビーター。バスドラムの胴鳴りを高
め、太い芯のあるサウンドを獲得すると
共に、フェルト面を平らにすることでア
タックを強調しました。また、ビーター
ヘ ッ ド は 角 度 調 整 機 能 を 継 承 し つ つ、
フェルト先端からエンド部分までの距離
とシャフト位置のバランスを見直すこと
で、コントロール性能を向上。小さなボ
リュームでも音色がぼやけない、芯のあ
るサウンドを実現することに成功しまし
た。
※ CB900PS の シ ャ フ ト 径 は CB90F や
DS30 と同じく 6.3mm です。

ACCU-STRIKE COBRA BEATER

COBRA BEATER -Felt-

CB900AS

¥3,000 (税抜価格)

SPEED COBRA ペダルの持つポテンシャルを
最大限まで引き出すべく開発された、新素材を
ヘッド部分に搭載したビーター。バスドラムを
ヒットする面に採用された BR( ブタジエン ) 樹
脂は、ゴムと樹脂の中間的な性質を持ち、適度
な硬さと優れた耐摩耗性が特長で、これを採用
した Accu-Strike Beater は高速連打の際にも均
一でアタックの効いたサウンドを可能にしまし
た。また、ビーターヘッドの先端からエンド部
分までの距離とシャフト位置のバランスを見直
すことで、コントロール性能を向上。小さなボ
リュームでも音色がぼやけない、芯のあるサウ
ンドを実現することに成功しました。
※ CB900AS のシャフト径は CB90F や DS30 と
同じく 6.3mm です。

COBRA BEATER -Rubber-

DUAL SIDED BEATER
CB90F

DYNA-SYNC BEATER -FeltDS30G

フェルト製のヘッドを持つ、ビーター。
ビーターアクションを調整できるバラン
サー付きです。

BDY30FB

HP310L ペダルなどに標準装備の、スタ
ンダードなフェルト面と、アタックを強
調したパワフルなサウンドの樹脂面を使
い分けられるビーター。電子ドラムでの
使用にも適しており、バスドラム パッ
ドの素材に合わせて樹脂面とフェルト面
をお選び頂けます。樹脂部分のカラーは
グレーとなります。

※シャフト径は 6.3mm です。

Dyna-Sync ペダルに標準装備の、黒い
フェルトとわずかなテーパー形状が特徴
のトラディショナルな俵型ビーター。プ
レイ時の自然なフィーリングと、クリ
アーでダイナミックなバスドラムサウン
ドを実現します。
※シャフト径は 6.3mm です。

※シャフト径は 6.3mm です。

¥2,500 (税抜価格)

¥2,300 (税抜価格)

¥3,000 (税抜価格)

COBRA BEATER -Wood-

THE CLASSIC BEATER -Felt-

TRADITIONAL BEATER -Wood-

CB90R

CB90W

※シャフト径は 6.3mm です。

※シャフト径は 6.3mm です。

ラバー製のヘッドを持つ、ビーター。ビー
ターアクションを調整できるバランサー
付きです。

CLB30F

木製のヘッドを持つ、ビーター。ビーター
アクションを調整できるバランサー付き
です。

TTB30W

HP50 ペダルに標準装備のトラディショ
ナルな形状の俵型ビーター。ヒット面
がややテーパー形状になっていること
によって、バスドラムをヒットした際
に ヒ ッ ト 面 が ヘ ッ ド に 均 等 に 当 た り、
ウォームで粒立ちの良いサウンドを生み
出します。

トラディショナルな形状の俵型のウッド
ビーター。
※シャフト径は 6.3mm です。

※シャフト径は 6.3mm です。

¥2,500 (税抜価格)

¥2,500 (税抜価格)

¥2,200 (税抜価格)

¥2,300 (税抜価格)

POWER-STRIKE COBRA BEATER HEAD

ACCU-STRIKE COBRA BEATER HEAD

SOFT SOUND BEATER

HALF SOFT SOUND BEATER

CB900PSH

CB900ASH

ヘッドにヒットするフェルトの面積を
従来より小さく且つ厚みを増した IRON
COBRA ビーターのビーターヘッド単品
です。CB900AS や CB90F などのヘッド
部分と取り替えてご使用頂けます。

BSQ10S

バスドラムをヒットする面に採用され
た BR( ブ タ ジ エ ン ) 樹 脂 を 採 用 し た、
SPEED COBRA ビーターのビーターヘッ
ド 単 品 で す。CB900PS や CB90F な ど
のヘッド部分と取り替えてご使用頂けま
す。

¥2,000 (税抜価格)

¥2,000 (税抜価格)

¥3,500 (税抜価格)

COBRA BEATER HEAD -Felt-

COBRA BEATER HEAD -Rubber-

BEATER BALANCER

CB90FH

CB90RH

COBRA ビ ー タ ー (CB90F) の ビ ー タ ー
ヘッド単品で、打面にはフェルト素材を
採用しています。CB900PS や CB900AS
などのヘッド部分と取り替えてご使用頂
けます。

このビーターの特長はそのビーターヘッド。
防音室などの壁に吸音材として使われる波型
スポンジを採用しており、バスドラムのボ
リュームを抑えるのに大きな効果がありま
す。また、適度な重量感によるバウンスと、
打面部分の曲面が生みだす『ヘッドをヒッ
トした瞬間の自然な踏み心地』によって、通
常のビーターを使用した際に近い操作感を実
現。ペダル操作によるダイナミクスのコント
ロールや、細かいフレージングを可能にしま
す。
ドラムセットを使っての練習、大きな音を出
せない環境での演奏など、アイデア次第で
様々な活用が可能な画期的なビーターです。
※シャフト径は 6.3mm です。

BSQ5S

ドラムペダルのビーターと取り換えて使用す
ることで、音量を抑えたバスドラムサウンド
が得られる、スポンジ製ヘッドのペダルビー
ター。
従来モデル BSQ10S に対して横幅が半分の
サイズとなっており、ツインペダルでもご
使用いただけます。一方で、重量はあえて
BSQ10S と同じになるように設計してするこ
とで、あたかも通常のビーター装着のドラム
ペダルを踏んでいるような感覚で演奏するこ
とが可能です。
※シャフト径は 6.3mm です。

¥3,000 (税抜価格)

TIGHT LOCK
BC7

COBRA ビ ー タ ー (CB90R) の ビ ー タ ー
ヘッド単品で、打面にはラバー素材を採
用 し て い ま す。CB900PS や CB900AS
などのヘッド部分と取り替えてご使用頂
けます。

TLK5

ビーターシャフトに取り付け、ビーター
ア ク シ ョ ン を 調 整 出 来 る バ ラ ン サ ー。
6.3mm 径のシャフトに取り付け出来ま
す。

ビーターシャフトの緩みを防止するロッ
クナット

¥1,500 (税抜価格)

¥1,500 (税抜価格)

¥500 (税抜価格)

¥300 (税抜価格)

COBRA BEATER HEAD -Wood-

DUAL SIDED BEATER

COBRA COIL

TOE STOPPER

CB90WH

DS30

COBRA ビ ー タ ー (CB90W) の ビ ー タ ー
ヘッド単品で、打面には木材を採用して
い ま す。CB900PS や CB900AS な ど の
ヘッド部分と取り替えてご使用頂けま
す。

CC900S

HP200P ペダルなどに標準装備の、スタ
ンダードなフェルト面と、アタックを強
調したパワフルなサウンドの樹脂面を使
い分けられるビーター。電子ドラムでの
使用にも適しており、バスドラム パッ
ドの素材に合わせて樹脂面とフェルト面
をお選び頂けます。樹脂部分のカラーは
ブラックとなります。

HP900-81

よりスムーズで軽快なペダルアクション
を可能にするコブラ・コイル。
IRON COBRA600 & 200、および SPEED
COBRA310 シリーズにはオプションで
取り付けることが可能。
(IRON COBRA 900、 お よ び SPEED
COBRA 910 シリーズには標準装備 )

IRON COBRA 900/600/200 シリーズに
装着可能なトゥ・ストッパー。
※ SPEED COBRA シ リ ー ズ、DynaSync シリーズおよび HP50 には取り付
けできません。

※シャフト径は 6.3mm です。

¥1,500 (税抜価格)

¥2,300 (税抜価格)
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¥1,700 (税抜価格)

¥600 (税抜価格)
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SPRING FOR SPEED COBRA

SPRING -RegularHP910-7S

HI-HAT CLUTCH FELT WASHERS
HP900-7R

SPEED COBRA910 ペダルに標準装備の
ス プ リ ン グ。IRON COBRA900/600 シ
リーズ、Dyna-Sync シリーズでもご使
用頂けます。

ROUND RIDER XL THRONE SEAT

CL08-13P

IRON COBRA900/600 ペ ダ ル に 標 準 装
備のスプリング。SPEED COBRA910 シ
リーズ、Dyna-Sync シリーズでもご使
用頂けます。

HTS8B

TAMA のハイハットクラッチに共通して
使われているフェルト (2pcs/pack)。

お手持ちのドラムスローン・シート部と
取り換えることで、1st Chair の安定し
た座り心地がお楽しみ頂けます。
22.2mm 径のパイプにフィットするシー
トホルダーが、裏面に取り付けられてい
ます。
シ ー ト サ イ ズ : 丸 座 , 380mm 直 径 x
130mm 深さ
素材 : PVC( 黒 )
シートホルダー : Seat Lock (HSH5)
重量 : 2.5kg

¥650 (税抜価格)

¥650 (税抜価格)

¥200 (税抜価格)

¥16,000 (税抜価格)

SPRING -Heavy-

TWIN PEDAL ATTACHMENT

ROUND RIDER XL THRONE SEAT

ROUND RIDER XL THRONE SEAT

HP900-7H

TPA90

IRON COBRA900/600 ペ ダ ル に 標 準 装
備のものよりもテンションが強いスプリ
ング。IRON COBRA900/600 シリーズ、
SPEED COBRA910 シ リ ー ズ、DynaSync シリーズでご使用頂けます。

Dyna-Sync/SPEED COBRA910 / IRON
COBRA900 シリーズのツインペダルと
ハイハットスタンドを連結する専用ア
タッチメントです。
HH605、HH315D、HH205、HH205S、
HH55F には使用できません。

HTS8R

HTS8BC

シ ー ト サ イ ズ : 丸 座 , 380mm 直 径 x
130mm 深さ
素材 : PVC( 赤 )
シートホルダー : Seat Lock (HSH5)
重量 : 2.5kg

シ ー ト サ イ ズ : 丸 座 , 380mm 直 径 x
130mm 深さ
素材 : クロストップ ( 黒 )
シートホルダー : Seat Lock (HSH5)
重量 : 2.5kg

お手持ちのドラムスローン・シート部と
取り換えることで、1st Chair の安定し
た座り心地がお楽しみ頂けます。
22.2mm 径のパイプにフィットするシー
トホルダーが、裏面に取り付けられてい
ます。

お手持ちのドラムスローン・シート部と
取り換えることで、1st Chair の安定し
た座り心地がお楽しみ頂けます。
22.2mm 径のパイプにフィットするシー
トホルダーが、裏面に取り付けられてい
ます。

¥800 (税抜価格)

¥2,000 (税抜価格)

¥16,000 (税抜価格)

¥16,000 (税抜価格)

SIZZLE TOUCH DROP CLUTCH

QUICK-SET HI-HAT CLUTCH

1ST CHAIR ROUND RIDER SEAT

1ST CHAIR ROUND RIDER SEAT

STDC7

QHC7

レバーをスティックでヒットすること
で、ハイハットのトップシンバルを落と
してクローズの状態にできるドロップク
ラッチ。従来のドロップクラッチでは不
可能だったハイハットシンバルの締め具
合を微調整することが可能で、ハーフ
オープンのサウンドを得ることができる
画期的なドロップクラッチです。
TAMA のハイハットロッド (6mm 径 ) は
もちろん、7mm 径までのロッドに対応
しています。

ワンタッチでハイハットのトップシンバ
ルを着脱可能な新クラッチ。ボトムパー
ツにあるボタンを操作するだけで、簡
単にシンバルをセット / リリース可能で
す。
TAMA のハイハットロッド (6mm 径 ) は
もちろん、7mm 径までのロッドに対応
しています。

HTS4B

HTS4BC

シ ー ト サ イ ズ : 丸 座 , 360mm 直 径 x
120mm 深さ
素材 : PVC( 黒 )
シートホルダー : Seat Lock (HSH4)
重量 : 2.0kg

シ ー ト サ イ ズ : 丸 座 , 360mm 直 径 x
120mm 深さ
素材 : クロストップ ( 黒 )
シートホルダー : Seat Lock (HSH4)
重量 : 2.0kg

お手持ちのドラムスローン・シート部と
取り換えることで、1st Chair の安定し
た座り心地がお楽しみ頂けます。
22.2mm 径のパイプにフィットするシー
トホルダーが、裏面に取り付けられてい
ます。

お手持ちのドラムスローン・シート部と
取り換えることで、1st Chair の安定し
た座り心地がお楽しみ頂けます。
22.2mm 径のパイプにフィットするシー
トホルダーが、裏面に取り付けられてい
ます。

¥6,000 (税抜価格)

¥3,400 (税抜価格)

¥11,000 (税抜価格)

¥11,000 (税抜価格)

SWING LOCK CLUTCH

SECURITY CLUTCH

1ST CHAIR THRONE -HYDRAULIX- BASE

1ST CHAIR TRIO STAND BASE

SLC08

CL08

トップシンバルとの接地面積を最小限に
した “スイング・ロック・クラッチ”。ハー
フオープンやオープンでの演奏時に、よ
り自然な鳴りとサスティーンを得られま
す。

シンバルロッドを 3 点でクラッチするハ
イハットクラッチ。ボトムナットもロッ
ドに固定されるため緩みにくい構造で
す。

HSB5N

HSB3N

・ガスリフト方式
・高さ調整幅 : 380mm - 560mm
※高さ調整幅は地面からロッドの先端ま
での距離です。
※ HT850BC に使用。

・パイプ上端径 :22.2mm
・スクリューロッド方式
・高さ調整幅 : 385mm - 540mm
※高さ調整幅は地面からロッドの先端ま
での距離です。
※ HT830B/HT830R に使用。

お好みのスローンシート部と組み合わせ
ることが可能です。

お好みのスローンシート部と組み合わせ
ることが可能です。

※ 3 脚部と専用シートホルダーのセット
になります。

¥2,700 (税抜価格)

¥1,800 (税抜価格)

¥19,000 (税抜価格)

¥15,000 (税抜価格)

HI-HAT TENSION RODS

REMOTE HI-HAT STAND CABLE

1ST CHAIR TRIO STAND BASE

BACKREST ATTACHMENT

HH905-3/HH905D3S

SPEED COBRA 910 及 び IRON
COBRA900 シリーズのハイハットスタ
ン ド に 対 応 す る 6mm 径 の テ ン シ ョ ン
ロッド。シンバルロッドの緩みを防止す
るナイロンナット付き。
HH905-3 ( 標 準 モ デ ル、500mm)
\600( 税抜価格 )
HH905D3S ( ショートモデル、350mm)
\600( 税抜価格 )

HH905RH2L/HH905RH2S

HSB3

IRON COBRA リモートハット HH905RH
には長さ 2,300mm のケーブルが標準装
備。別売りの長さ 1,200mm のケーブル
(HH905RH2S ￥3,000( 税別 )) に交換す
ることができます。

TAMA 1st Chair ドラムスローン (* 一部
対象外モデルあり ) に取り付けるバック
レスト ･ ユニット。背もたれ部は折りた
ためる機構になっています。
- 重量 : 2.6kg

・パイプ上端径 :22.2mm
・スクリューロッド方式
・高さ調整幅 : 375mm - 545mm
※高さ調整幅は地面からロッドの先端ま
での距離です。
※ HT430BC/HT430B に使用。

HH905RH2L ( 標 準 モ デ ル、2,300mm)
\4,000( 税抜価格 )
HH905RH2S ( ショートモデル、1,200mm)
\3,000( 税抜価格 )

¥12,000 (税抜価格)
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HTB5B

お好みのスローンシート部と組み合わせ
ることが可能です。

※ 1st Chair HT230、HT250、 お よ び
Standard Drum Throne HT130 には取り
付けることはできません。ご注意くださ
い。

¥11,000 (税抜価格)
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QUICK-SET CYMBAL MATE

CYMBAL MATE
QC8

MEMORY LOCK
CM8P

本体側面に設けられた 2 つのボタンをつ
まむように押すことで、ワンタッチでシ
ンバルメイトの着脱が可能。スピーディ
なシンバルのセットアップを実現しま
す。通常のシンバルメイトのように、本
体を回転させることでシンバルの締め・
揺れ具合の微調整をすることも可能で
す。M8 のシンバルロッドに対応します。

MEMORY LOCK
ML16

スタンダードなシンバルナット。本体を
回転させることでシンバルの締め・揺
れ具合の微調整をすることも可能です。
また、上下を逆にしても使用可能。M8
のシンバルロッドに対応します (2pcs/
pack)。

ML191C

15.9mm 径のパイプに対応するメモリー
ロック。

19.1mm 径のパイプに対応するメモリー
ロック。“割り式” になっていますので、
スタンドをセッティングした後からでも
装着可能です。クロームメッキ仕様。

¥500 (税抜価格)

¥300 (税抜価格)

¥800 (税抜価格)

¥1,000 (税抜価格)

RING-TRUE FELT for STAR Hardware

FELT WASHER

MEMORY LOCK

MEMORY LOCK

RTF35P

7081P

シンバルの自然な鳴りを妨げないよう
に、シンバルとの接触面積を可能な限り
少なくした新しいシンバルフェルトで
す。上下ともに白いフェルトがシンバル
に当たる向きにセットすることで、その
効果を得られます。また、それぞれ裏返
すことで接触面積を変えることが可能で
すので、お好みに合わせたサウンド調整
が可能です (2pcs/pack)。

ML191N

スタンダードなシンバルフェルト (2pcs/
pack)。

ML222C

19.1mm 径のパイプに対応するメモリー
ロック。

22.2mm 径のパイプに対応するメモリー
ロック。“割り式” になっていますので、
スタンドをセッティングした後からでも
装着可能です。クロームメッキ仕様。

¥1,200 (税抜価格)

¥300 (税抜価格)

¥500 (税抜価格)

¥1,200 (税抜価格)

REVERSIBLE CYMBAL BOTTOM

STAR HARDWARE CYMBAL BOTTOM

MEMORY LOCK

MEMORY LOCK

RB8P

CB8P

シンバルとロッドの間に入り、シンバル
の保護とノイズカットに役立つシンバル
ボトム。一方のチューブが磨耗した場合
でも上下を反転させればもう一方で使用
が可能。M8 のシンバルロッドに対応し
ます (2pcs/pack)。

ML222NT

STAR HARDWARE に使用しているシン
バルボトム。M8 のシンバルロッドに対
応します (2pcs/pack)。

ML254N

22.2mm 径のパイプに対応するメモリー
ロック。ドラムスローン HT130 に標準
装備しています。

25.4mm 径のパイプに対応するメモリー
ロック。

¥320 (税抜価格)

¥600 (税抜価格)

¥600 (税抜価格)

¥700 (税抜価格)

CYMBAL PROTECTION SLEEVE

T-NUT

MEMORY LOCK

MEMORY LOCK

CPS8P

WN8P

STAR HARDWARE に 採 用 さ れ て い る、
シンバルとロッドの間に挿入して、シン
バルの保護とノイズカットに役立つス
リーブ。M8 のシンバルロッドに対応し
ます (2pcs/pack)。

ML254TC

さまざまなスタンドに使用している M8
仕様の T ナットです (2pcs/pack)。

ML28C

25.4mm 径のパイプに対応するメモリー
ロック。ダブルタムホルダーに使用しま
す。

28.6mm 径のパイプに対応するメモリー
ロック。“割り式” になっていますので、
スタンドをセッティングした後からでも
装着可能です。クロームメッキ仕様。

¥600 (税抜価格)

¥400 (税抜価格)

¥700 (税抜価格)

¥1,200 (税抜価格)

MEMORY LOCK

MEMORY LOCK

STAND WEIGHT

DRUM CLEANING CLOTH

ML11

ML12

10.5mm 径 の L ロ ッ ド に 対 応 す る メ モ
リーロック。Imperialstar のタムにご使
用頂けます ( フロアタムには対応しませ
ん )。

¥700 (税抜価格)

¥700 (税抜価格)
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TSW10

10.5mm ～ 12mm 径 の ロ ッ ド に 対 応 す
るメモリーロック。ブームアームのメモ
リーにご使用頂けます。

TDC1000

スタンド用のウェイト。スタンドの 3 脚
部に巻きつけるだけで、簡単にスタンド
に取り付け可能。スタンド下部の重量を
増すことで、安定性をアップさせてスタ
ンドのズレや転倒を防止します。また、
開口部をマジックテープで固定するタイ
プですので、スタンドのセッティングが
終わった後に取り付けられるのも魅力で
す。

¥5,000 (税抜価格)

・重量 : 3.0 Kg
・パイプ径 ～ 32mm のスタンドに取り
付け可能
・サイズ : 一辺約 170mm の六角形

合成繊維、天然繊維を取り扱う総合メー
カー、ユニチカが開発したマイクロファ
イバー素材を用いたクリーニング・クロ
ス。毛足の短い面、長い面の両面仕様で
すので、ドラムシェルや金属パーツと使
用する場所によって使い分け頂けます。
・サイズ : 240mm x 240mm

¥1,800 (税抜価格)
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DRUMMER’S GLOVE

DRUMMER’S GLOVE

IRON COBRA PEDAL CASE -SINGLE-

TDG10BKM/L

TDG10WHM/L

TDG10BKM ( ブラック /M サイズ / 左右一対 )
￥4,500（税抜価格）

TDG10WHM ( ホワイト /M サイズ / 左右一対 )
￥4,500（税抜価格）

TDG10BKL ( ブラック /L サイズ / 左右一対 )
￥4,500（税抜価格）

TDG10WHL ( ホワイト /L サイズ / 左右一対 )
￥4,500（税抜価格）

柔らかく、耐久性に優れた合成皮革製で、
プレイの際のスティックの滑りを防止し
ます。手の甲部分には伸縮性のあるメッ
シュ生地を使用しており、通気性にも優
れています。

¥4,500 (税抜価格)

PC900S

柔らかく、耐久性に優れた合成皮革製で、
プレイの際のスティックの滑りを防止し
ます。手の甲部分には伸縮性のあるメッ
シュ生地を使用しており、通気性にも優
れています。

¥4,500 (税抜価格)

BEST GRIP

IRON COBRA PEDAL CASE -TWINPC900TW

IRON COBRA にジャストフィットする
専用ハードケース。

IRON COBRA にジャストフィットする
専用ハードケース。

¥7,000 (税抜価格)

¥10,000 (税抜価格)

POWERPAD BAG -Tom & Floor Tom-

POWERPAD BAG -Bass Drum-

BG10

スティックに差し込んで熱を加えること
によって収縮する、特殊ラバー製滑り止
めグリップ (2pcs/pack)。

PBT12

PBB22

PBT10 (10" 口径、～ 8" 深さ対応 ) \5,600( 税抜価格 )
PBT12(12" 口径、～ 9" 深さ対応 ) \6,600( 税抜価格 )
PBT13(13" 口径、～ 10" 深さ対応 ) \7,300( 税抜価格 )
PBF14(14" 口径、～ 14" 深さ対応 ) \8,500( 税抜価格 )
PBF16(16" 口径、～ 16" 深さ対応 ) \9,700( 税抜価格 )

PBB18 (18" 口径、～ 16" 深さ対応 ) \12,200( 税抜価格 )
PBB20 (20" 口径、～ 18" 深さ対応 ) \13,400( 税抜価格 )
PBB22 (22" 口径、～ 18" 深さ対応 ) \14,900( 税抜価格 )

POWERPAD® シリーズのタム / フロア
用ドラムバッグ。保護能力の高い素材を
採用し、大切な機材を運搬時のダメージ
から守ります。4 層構造の生地は優れた
クッション性と持ち運びやすい重量感を
実現し、ドラムシェルの表面を傷つけな
いよう内側にはファー素材を採用してい
ます。

(税抜価格)

¥500 (税抜価格)

POWERPAD BAG -Snare Drum-

CASES & BAGS

POWERPAD® シリーズのバスドラム用
バッグ。保護能力の高い素材を採用し、
大切な機材を運搬時のダメージから守る
ドラム用ソフトバッグです。4 層構造の
生地は優れたクッション性と持ち運びや
すい重量感を実現。さらに、ドラムシェ
ルの表面を傷つけないように内側には
ファー素材を採用しています。

(税抜価格)

STANDARD SERIES BAG -Snare Drum-

PBS1465

ドラムセット / スネアドラム、ドラムペダルやスティックを運搬する際に欠かせないのがドラムバッグ。TAMA では用途、サイズ、デザイン別に、様々なモデルをラインナップしています。
POWERPAD® Drum Bags シリーズは、保護能力の高い素材を採用し、大切な機材を運搬時のダメージから守るドラム用バッグです。4 層構造の生地は優れたクッション性と持ち運びやすい重量
感を実現。また、ドラムシェルの表面を傷つけないように内側にはファー素材を採用しています。同じ構造を採用した大型のスタンド用バッグ、ペダル用のバッグもラインナップしています。
POWERPAD® Designer Collection シリーズは、カジュアルな印象のナイロン地にブラウン系のスウェード生地でアクセントを加えることで、個性と遊び心を持ち併せたシリーズ。2020 年モデル
として、シングル & ツイン兼用ドラムペダルバッグ、カホン用バッグ、ハードウェア用バッグを新たにラインナップしました。

DYNA-SYNC PEDAL CASE -SINGLE-

DYNA-SYNC PEDAL CASE -TWIN-

PCDS1

口径 14"、深さ 4" ～ 7" のスネアに対応
するナイロン製バッグ。ショルダースト
ラップ付き。

¥7,700 (税抜価格)

¥4,000 (税抜価格)

POWERPAD DESIGNER BAG -Snare Drum-

POWERPAD DESIGNER BAG -Snare Drum-

PCDS1TW

Dyna-Sync にジャストフィットする専
用ハードケース。

SDBS14

POWERPAD® シリーズのスネアドラム
用バッグは、保護能力の高い素材を採用
し、大切な機材を運搬時のダメージから
守るドラム用ソフトバッグです。4 層構
造の生地は優れたクッション性と持ち運
びやすい重量感を実現。さらに、ドラム
シェルの表面を傷つけないように内側に
はファー素材を採用しています。
14" 口径で、深さ 6.5" までのスネアドラ
ムを収納可能です。

Dyna-Sync にジャストフィットする専
用ハードケース。

TSDB1465BK

TSDB1465NB

14" 口径用の 6.5" 深さまで収納可能。各
面には保護能力の高いクッションを採用
し、大切な機材を運搬時のダメージから
守ります。譜面などの小物を入れるため
の大きなサイドポケットを備え、楽譜・
メトロノームなどの小物を収納できま
す。

14" 口径用の 6.5" 深さまで収納可能。各
面には保護能力の高いクッションを採用
し、大切な機材を運搬時のダメージから
守ります。譜面などの小物を入れるため
の大きなサイドポケットを備え、楽譜・
メトロノームなどの小物を収納できま
す。

“POWERPAD® DESIGNER COLLECTION”
リュックタイプのスネアドラム用バッグ
/ ブラック

“POWERPAD® DESIGNER COLLECTION”
リュックタイプのスネアドラム用バッグ
/ ネイビーブルー

¥8,000 (税抜価格)

¥11,000 (税抜価格)

¥7,500 (税抜価格)

¥7,500 (税抜価格)

SPEED COBRA PEDAL CASE -SINGLE-

SPEED COBRA PEDAL CASE -TWIN-

POWERPAD DESIGNER BAG -Cymbal-

POWERPAD DESIGNER BAG -Cymbal-

PC910S

PC910TW

SPEED COBRA にジャストフィットす
る専用ハードケース。

¥7,000 (税抜価格)

SPEED COBRA にジャストフィットす
る専用ハードケース。

¥10,000 (税抜価格)
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TCB22BK

TCB18BK

22" 口径 までのシンバルを収納可能な
バッグ。側面には、15" までのハイハッ
トシンバルや、スプラッシュシンバルを
収納することが可能なサイドポケット
と、ショルダーストラップを収納可能な
サブポケットが付いています。

18" 口径 までのシンバルが収納可能な
バッグ。サイドにはショルダーストラッ
プを収納可能なサブポケットが付いてい
ます。

22" シンバル用バッグ / ブラック

¥12,000 (税抜価格)

18" シンバル用バッグ / ブラック

¥7,500 (税抜価格)
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POWERPAD BAG -Single Pedal-

POWERPAD BAG -Twin Pedal-

PBP100

POWERPAD DESIGNER BAG -Stick-

PBP210

シングルペダル専用のバッグ。ロング
フ ッ ト ボ ー ド を 持 つ、SPEED COBRA
も収納可能なサイズ。

ツインペダル専用のバッグ。ロングフッ
ト ボ ー ド を 持 つ、SPEED COBRA も 収
納可能なサイズ。運搬に便利なバック
パック仕様です。

サイズ : 奥行 220mm x 幅 190mm x 高
さ 400 mm

TSB24NB

TSB24WR

ハンドルタイプのグリップに加え、取り
外し可能なショルダーストラップが付属
しています。
前面のポケットにはクロスや工具などの
小物を収納可能。また、バッグ内面にも
ドラムキーなどの小物を収納できるポ
ケットが付いています。
また、内蔵のフックをフロアタムのテン
ションボルトに引っ掛けることで、ス
ティックを収納したままバッグをセット
アップすることが可能です。

ハンドルタイプのグリップに加え、取り
外し可能なショルダーストラップが付属
しています。
前面のポケットにはクロスや工具などの
小物を収納可能。また、バッグ内面にも
ドラムキーなどの小物を収納できるポ
ケットが付いています。
また、内蔵のフックをフロアタムのテン
ションボルトに引っ掛けることで、ス
ティックを収納したままバッグをセット
アップすることが可能です。

12 ペア用スティックバッグ / ネイビー
ブルー

サイズ : 長さ 450mm x 幅 300mm x 高
さ 200mm

¥3,800 (税抜価格)

¥8,300 (税抜価格)

¥3,000 (税抜価格)

POWERPAD DESIGNER BAG -Single & Twin Pedal-

POWERPAD DESIGNER BAG -Single & Twin Pedal-

POWERPAD DESIGNER BAG -Stick-

TPB200BK

TPB200NB

Speed Cobra 等のロングフットボードのモデルも収
納可能です。各面には保護能力の高いクッション材を
採用し、大切なペダルを運搬時のダメージから守りま
す。取り外し可能なバッグインバッグが付属してお
り、シングルペダルに使用される際には、クランプや
スティック、ビーターなどの小物を入れて持ち運ぶこ
ともできます。譜面などの小物を入れるための大きな
サイドポケットも備えており、楽譜・メトロノームな
どの小物の収納にも優れています。

Speed Cobra 等のロングフットボードのモデルも収
納可能です。各面には保護能力の高いクッション材を
採用し、大切なペダルを運搬時のダメージから守りま
す。取り外し可能なバッグインバッグが付属してお
り、シングルペダルに使用される際には、クランプや
スティック、ビーターなどの小物を入れて持ち運ぶこ
ともできます。譜面などの小物を入れるための大きな
サイドポケットも備えており、楽譜・メトロノームな
どの小物の収納にも優れています。

シングル / ツインペダル兼用のドラムペ
ダルバッグ / ブラック

¥8,000 (税抜価格)

サイズ :
横幅 400mm x 奥行き 200mm x 高さ 300mm

シングル / ツインペダル兼用のドラムペ
ダルバッグ / ネイビー

¥8,000 (税抜価格)

POWERPAD BAG -Hardware-

サイズ :
横幅 400mm x 奥行き 200mm x 高さ 300mm

POWERPAD DESIGNER BAG -Hardware-

PBH02L

¥3,000 (税抜価格)

POWERPAD DESIGNER BAG -Stick-

TSB12BE

TSB12BK

カジュアルな印象のナイロン地にブラウ
ン系のスウェード生地でアクセントを加
えることで、個性と遊び心を持ち併せ、
落ち着いた雰囲気を与えるスティック
バッグが完成しました。 いつも持ち歩
く相棒だからこそ、人とはちょっと違う
個性を持たせたい。そんなドラマーにお
勧めのシリーズです。

カジュアルな印象のナイロン地にブラウ
ン系のスウェード生地でアクセントを加
えることで、個性と遊び心を持ち併せ、
落ち着いた雰囲気を与えるスティック
バッグが完成しました。 いつも持ち歩
く相棒だからこそ、人とはちょっと違う
個性を持たせたい。そんなドラマーにお
勧めのシリーズです。

6 ペア用スティックバッグ / ブラック

¥2,000 (税抜価格)

¥2,000 (税抜価格)

POWERPAD DESIGNER BAG -Stick-

POWERPAD DESIGNER BAG -Stick-

シンバルスタンドやハイハットスタンド
等を 3-4 本収納可能なハードウェアバッ
グ / ブラック

TSB12NB

TSB12WR

カジュアルな印象のナイロン地にブラウ
ン系のスウェード生地でアクセントを加
えることで、個性と遊び心を持ち併せ、
落ち着いた雰囲気を与えるスティック
バッグが完成しました。 いつも持ち歩
く相棒だからこそ、人とはちょっと違う
個性を持たせたい。そんなドラマーにお
勧めのシリーズです。

カジュアルな印象のナイロン地にブラウ
ン系のスウェード生地でアクセントを加
えることで、個性と遊び心を持ち併せ、
落ち着いた雰囲気を与えるスティック
バッグが完成しました。 いつも持ち歩
く相棒だからこそ、人とはちょっと違う
個性を持たせたい。そんなドラマーにお
勧めのシリーズです。

6 ペア用スティックバッグ / ネイビーブ
ルー

各面には保護能力の高い 10mm 厚のクッ
ションを採用し、大切な機材を運搬時の
ダメージから守ります。

サイズ : 幅 150mm x 高さ 200mm x 長
さ 880mm

12 ペ ア 用 ス テ ィ ッ ク バ ッ グ / ワ イ ン
レッド

6 ペア用スティックバッグ / ベージュ

THB02LBK

シンバルスタンドやハイハットスタンド
等を 3-4 本収納可能なバッグ。クッショ
ン性に優れた 4 層構造の生地を採用して
います。側面に設けられた小物用ポケッ
トと、ショルダーストラップ付きです。

POWERPAD DESIGNER BAG -Stick-

サイズ :
長さ 880mm x 底面部幅 150mm x 高さ
200mm

6 ペア用スティックバッグ / ワインレッ
ド

¥6,200 (税抜価格)

¥6,500 (税抜価格)

¥2,000 (税抜価格)

¥2,000 (税抜価格)

STANDARD SERIES BAG -Hardware-

STANDARD SEIRES BAG -Hardware-

POWERPAD DESIGNER BAG -Stick-

POWERPAD DESIGNER BAG -Stick-

SBH01

HWB01

フラットベースタイプのスタンドなど、
コンパクトで軽量なハードウェアを運ぶ
のに最適なバッグ。取り回しの良いサイ
ズながら、運搬時のトラブルから機材を
守るクッション性も備えています。また、
ハンドルとストラップが備え付けられて
いて持ち運びも容易。ベーシックな黒に
赤いジッパーを配したシンプルなデザイ
ンも魅力です。

シンバルスタンドやハイハットスタンド
等を 1 本収納可能なバッグ。ショルダー
ストラップ付きです。

TSB12DBK

TSB12DBL

個 性 と 遊 び 心 を 持 ち 併 せ、 落 ち 着 い
た雰囲気を与えるスティックバッグ
“TSB12” に、デニム調ファブリック（布）
を採用したモデル。
※素材のファブリックは染色によって着
色しております。デニム等と同じく、摩
擦や湿気、水分などによって生地への色
移りが起こる可能性が有ります。

個 性 と 遊 び 心 を 持 ち 併 せ、 落 ち 着 い
た雰囲気を与えるスティックバッグ
“TSB12” に、デニム調ファブリック（布）
を採用したモデル。
※素材のファブリックは染色によって着
色しております。デニム等と同じく、摩
擦や湿気、水分などによって生地への色
移りが起こる可能性が有ります。

6 ペア用スティックバッグ / デニム ブ
ラック

サイズ : 幅 240mm ×長さ 800mm

サ イ ズ : 奥 行 670mm x 高 さ 190mm x
幅 180mm

6 ペア用スティックバッグ / デニム ブ
ルー

¥4,500 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

¥2,000 (税抜価格)

¥2,000 (税抜価格)

POWERPAD DESIGNER BAG -Stick-

POWERPAD DESIGNER BAG -Stick-

LZ SERIES BAG -Stick-

LZ SERIES BAG -Stick-

TSB24BE

TSB24BK

ハンドルタイプのグリップに加え、取り
外し可能なショルダーストラップが付属
しています。
前面のポケットにはクロスや工具などの
小物を収納可能。また、バッグ内面にも
ドラムキーなどの小物を収納できるポ
ケットが付いています。
また、内蔵のフックをフロアタムのテン
ションボルトに引っ掛けることで、ス
ティックを収納したままバッグをセット
アップすることが可能です。

ハンドルタイプのグリップに加え、取り
外し可能なショルダーストラップが付属
しています。
前面のポケットにはクロスや工具などの
小物を収納可能。また、バッグ内面にも
ドラムキーなどの小物を収納できるポ
ケットが付いています。
また、内蔵のフックをフロアタムのテン
ションボルトに引っ掛けることで、ス
ティックを収納したままバッグをセット
アップすることが可能です。

12 ペア用スティックバッグ / ベージュ

12 ペア用スティックバッグ / ブラック

¥3,000 (税抜価格)

¥3,000 (税抜価格)
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LZ-STB01BK

LZ-STB02BK

小物入れのポケットの開口部にはマグ
ネット式を採用し、ワンタッチで開閉が
可能です。

小物入れのポケットの開口部にはマグ
ネット式を採用し、ワンタッチで開閉が
可能です。

12 ペア用スティックバッグ / ブラック
小物ポケット、フック付き

¥4,000 (税抜価格)

6 ペア用スティックバッグ / ブラック
小物ポケット、フック付き

¥3,000 (税抜価格)
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LZ SERIES BAG -Stick-

LZ SERIES BAG -StickLZ-STB01DB

LZ-STB02DB

DRUM STICKS

小物入れのポケットの開口部にはマグ
ネット式を採用し、ワンタッチで開閉が
可能です。

小物入れのポケットの開口部にはマグ
ネット式を採用し、ワンタッチで開閉が
可能です。

日本に拠点を構えるスティック専門工場との 30 年以上に渡って続く強い協力体制の下、品質と製法に徹底的にこだわった MADE IN JAPAN モデル、それが TAMA ドラムスティックです。反りな
どの変形を防ぐために、スティックの原材を日本にある工場で丸 1 年かけて自然乾燥。材を安定させた後に、同一工場で厳し品質管理の下、様々な加工や塗装を行います。さらに、加工が終わっ
たスティックは、重量± 1 グラムの範囲で 12 段階に選別し、そろえたペアリングで出荷しています。

12 ペア用スティックバッグ / ブラウン
小物ポケット、フック付き

6 ペア用スティックバッグ / ブラウン
小物ポケット、フック付き

¥4,000 (税抜価格)

¥3,000 (税抜価格)

STANDARD SERIES BAG -Stick-

STANDARD SERIES BAG -Stick-

STB24N

STB10

使い易さと便利さを追求したスティック
バッグ。運搬時の様々なシチュエーショ
ンに適応出来るように、ハンドルタイプ
のグリップとショルダーストラップの 2
つを標準装備。
ドラムセットに組み込む際には、内蔵の
フックをフロアタムのテンションボルト
に引っ掛けることで、簡単にセットアッ
プが可能です。また、内部に設けられた
2 ペアのスティックをセットするポケッ
トを使うことで、プレイ中のスティック
交換がより簡単に素早く行えます。

少量のスティックを収納するのに便利な
ナイロン製コンパクト・スティックバッ
グ。

10 ペア用スティックバッグ / ブラック
小物ポケット、フック付き

¥3,500 (税抜価格)

5-6 ペア用スティックバッグ / ブラック
フック付き

STANDARD SERIES BAG -Drum Bag Set-

TAMA オリジナル シリーズ ドラムスティックは、材質、グリップ径、チップ形状によって品番体系を作り上げることで、品番を見るだけでスティックの仕様が分かるため、自分に合ったモデル
が選び易くなっています。
また、仕上げにはツヤ消しの薄いラッカーを施してあり、滑り止めに効果があります。
【チップ形状 : 品番末尾のアルファベット (Power Grip モデルは “-PG” の前 ) と対応しています】
B : ボール・・・最もオーソドックスな円筒形のチップ。打点による音のバラつきが少なく、ビギナーにもお勧めです。
P : ポピュラー・・・細長いティアドロップ形状。ヘッドに対する角度によって微妙に音色をコントロールできます。
T : トゥルー ･ ラウンド・・・均一なリバウンドと音ツブが得られる球形チップ。ダブルストローク等を多用するスピーディーなプレイに最適です。
N : ナイロン・・・強いアタックを持ったタムサウンドを得られるナイロン製チップ。パワフルなプレイに最適です。

¥1,000 (税抜価格)

STANDARD SERIES BAG -Drum Bag Set-

DSS48LJ

DSS28LJ

Club-JAM Kit 用 4 点セット
【セット内容】
-18" バスドラム用 x 1
-10" タム用 x 1
-14" フロア + 13" スネアドラム用 x 1

Club-JAM MINI Kit 用 2 点セット
【セット内容】
-18" バスドラム用 x 1
-12" スネアドラム用 x 1

ORIGINAL SERIES -Hickory-

ORIGINAL SERIES -Hickory-

H213-B

H214-B

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

ORIGINAL SERIES -Hickory-

ORIGINAL SERIES -Hickory-

H2145-B

H215-B

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

ORIGINAL SERIES -Hickory-

ORIGINAL SERIES -Hickory-

H2155-B

H216-B

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 13mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し

¥13,000 (税抜価格)

¥11,000 (税抜価格)

STANDARD SERIES BAG -Mic Stand-

POWERPAD DESIGNER BAG -Cajon-

MS-BAGN

TCB01BK

マイクスタンド一本を持ち運ぶのに便利
なナイロン製バッグ。

“POWERPAD® DESIGNER
COLLECTION” にリュックタイプのカ
ホン用バッグが登場。各面には保護能力
の高い 10mm 厚のクッションを採用し、
大切な機材を運搬時のダメージから守り
ます。また、前面には大きなポケットを
備えており、楽譜・メトロノーム・ハン
ドパーカッションなどの小物を収納でき
ます。

サイズ : 幅 200mm x 長さ 1,120mm

サイズ :
横 幅 330mm x 奥 行 き 310mm x 高 さ
500mm

¥10,000 (税抜価格)

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 14.5mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 15.5mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し
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材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 14mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し

バッグ 2 枚がセットになったドラムバッ
グセット。Club-JAM MINI シリーズ用
のソフトバッグで、12" スネアと 18" バ
スドラムを別々に収納します。持ち手ハ
ンドルとストラップ付。

バッグ 3 枚がセットになったドラムバッ
グセット。特に Club-JAM シリーズの運
搬に最適で、3 枚のバッグに 10" タム、
13" スネアと 14" フロア、そして 18" バ
スドラムを収納可能です。持ち手ハンド
ルとストラップ付 (18" 用はハンドルの
み )。

¥800 (税抜価格)

ORIGINAL SERIES STICK

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 15mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 16mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し
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ORIGINAL SERIES -Hickory-

ORIGINAL SERIES -Hickory-

ORIGINAL SERIES -Oak-

ORIGINAL SERIES -Oak-

H213-P

H214-P

O2155-B

O213-P

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

ORIGINAL SERIES -Hickory-

ORIGINAL SERIES -Hickory-

ORIGINAL SERIES -Oak-

ORIGINAL SERIES -Oak-

H2145-P

H215-P

O214-P

O215-P

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

ORIGINAL SERIES -Hickory-

ORIGINAL SERIES -Hickory-

ORIGINAL SERIES -Oak-

ORIGINAL SERIES -Maple-

H2145-T

H215-T

O215-N

M214-B

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

¥1,200 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

ORIGINAL SERIES -Hickory-

ORIGINAL SERIES -Oak-

ORIGINAL SERIES -Maple-

ORIGINAL SERIES -Hickory with Power Grip-

H2155-T

O213-B

M2145-B

H214B-PG

¥1,300 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

¥1,600 (税抜価格)

ORIGINAL SERIES -Oak-

ORIGINAL SERIES -Oak-

ORIGINAL SERIES -Hickory with Power Grip-

O214-B

O215-B

H215B-PG

¥1,100 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

¥1,600 (税抜価格)

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 13mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ポピュラー
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 14mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ポピュラー
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 14.5mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ポピュラー
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 15mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ポピュラー
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 14.5mm
長さ : 406mm
チップ形状 : トゥルー・ラウンド
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 15mm
長さ : 406mm
チップ形状 : トゥルー・ラウンド
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 15.5mm
長さ : 406mm
チップ形状 : トゥルー・ラウンド
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : オーク
グリップ径 : 13mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : オーク
グリップ径 : 14mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : オーク
グリップ径 : 15mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し
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材質 : オーク
グリップ径 : 15.5mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : オーク
グリップ径 : 14mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ポピュラー
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : オーク
グリップ径 : 15mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ナイロン
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : メイプル
グリップ径 : 14.5mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : オーク
グリップ径 : 13mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ポピュラー
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : オーク
グリップ径 : 15mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ポピュラー
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : メイプル
グリップ径 : 14mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 14mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し + 特殊ラバー ( グリップ部 )

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 15mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : ツヤ消し + 特殊ラバー ( グリップ部 )
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STAGEMAX SERIES STICK

TRADITIONAL SERIES STICK

TAMA ステージマックス シリーズ ドラムスティックは、木地の感触を生かし、あえて塗装を一切施さないことによってより自然な握り心地を追求。
手に汗をかきやすくスティックを滑らせてしまうドラマーにお勧めのモデルです。

TAMA トラディショナル シリーズ ドラムスティックは、5A、7A といった伝統的な分類を用い、Original シリーズとは異なるスペックを採用したシリーズ。
仕上げにはツヤ消しの薄いラッカーを施してあり、滑り止めに効果があります。

【チップ形状 : 品番 "-MS" 前のアルファベットと対応しています】
B : ボール・・・最もオーソドックスな円筒形のチップ。打点による音のバラつきが少なく、ビギナーにもお勧めです。
N : ナイロン・・・強いアタックを持ったタムサウンドを得られるナイロン製チップ。パワフルなプレイに最適です。

STAGEMAX SERIES -Hickory-

STAGEMAX SERIES -Hickory-

TRADITIONAL SERIES -Hickory-

TRADITIONAL SERIES -Hickory-

H213B-MS

H214B-MS

H7A

H5A

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

STAGEMAX SERIES -Hickory-

STAGEMAX SERIES -Hickory-

TRADITIONAL SERIES -Hickory-

TRADITIONAL SERIES -Oak-

H2145B-MS

H215B-MS

H5B

7A

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

STAGEMAX SERIES -Hickory-

STAGEMAX SERIES -Oak-

TRADITIONAL SERIES -Oak-

TRADITIONAL SERIES -Oak-

H214N-MS

O213B-MS

5A

5B

¥1,400 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

STAGEMAX SERIES -Oak-

STAGEMAX SERIES -Oak-

TRADITIONAL SERIES -Maple-

TIMBALES STICK

O214B-MS

O215B-MS

M-JAZZ

H-TM

¥1,100 (税抜価格)

¥1,100 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

¥1,200 (税抜価格)

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 13mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : 無塗装

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 14mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : 無塗装

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 14.5mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : 無塗装

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 15mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : 無塗装

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 14mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ナイロン
フィニッシュ : 無塗装

材質 : オーク
グリップ径 : 13mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : 無塗装

材質 : オーク
グリップ径 : 14mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : 無塗装

材質 : オーク
グリップ径 : 15mm
長さ : 406mm
チップ形状 : ボール
フィニッシュ : 無塗装
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材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 13mm
長さ : 390mm
チップ形状 : 7A
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 15mm
長さ : 406mm
チップ形状 : 5B
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : オーク
グリップ径 : 14mm
長さ : 406mm
チップ形状 : 5A
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : メイプル
グリップ径 : 13mm
長さ : 406mm
チップ形状 : JAZZ
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 14mm
長さ : 406mm
チップ形状 : 5A
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : オーク
グリップ径 : 13mm
長さ : 390mm
チップ形状 : 7A
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : オーク
グリップ径 : 15mm
長さ : 406mm
チップ形状 : 5B
フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 11.5mm
長さ : 410mm
フィニッシュ : ツヤ消し
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REDZONE SERIES STICK

SIGNATURE DRUM STICKS

TAMA レッドゾーン シリーズ ドラムスティックは、強いアタックが得られるナイロン製チップを採用し、長さを 419mm と若干長めに設定したパワーヒッター向けのモデル。
ヒッコリーとオークにそれぞれ 2 種類のスティック径を用意。合計 4 モデルのラインナップです。

憧れのアーティストと同じスティックを使うことは、モチベーションを高めることにもつながります。グリップ径や長さはもちろん、バランスやチップ形状など細部に至るまでアーティストのア
イディアと個性を反映しました。

REDZONE SERIES -Hickory-

REDZONE SERIES -Hickory-

池畑潤二 モデル

臼井かつみ モデル

H5ARZ

H5BRZ

H-JI

H-KAT

THE ROOSTERS, ROCK'N'ROLL GYPSIES などの数多くのバンドで、ロックドラム・スタイル
を貫く池畑潤二が長年愛用している自身のシグネチャーモデル。やや太めの径とショルダーとの
境目の無い大きめのチップが特徴の、パワフルなサウンドが出せる、ロック向けのスティックで
す。

音楽ジャンルやバンド編成を問わず、TV・ライブ・レコーディングと活躍中の女性トップドラマー
臼井かつみのモデル。410mm とあえて長めながら、重心バランスを調整することで、スティッ
クの重みを生かしてタムやスネアの音を楽に、きれいに鳴らすことにこだわった仕様。ロックや
ファンクなどのハードヒットするものから、ジャズやラテンなど繊細な音にも対応で、且つ女性
や初心者にもお勧めです。

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 14mm
長さ : 419mm
チップ形状 : ナイロン
フィニッシュ : レッド

材質 : ヒッコリー
グリップ径 : 15mm
長さ : 419mm
チップ形状 : ナイロン
フィニッシュ : レッド

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 15.5mm、長さ : 406mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14.5mm、長さ : 410mm、フィニッシュ : ツヤ消し

¥1,400 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

REDZONE SERIES -Oak-

REDZONE SERIES -Oak-

川西幸一 モデル

神田リョウ モデル

5ARZ

5BRZ

H-KKU

H-RYO

精力的に活動を続けるユニコーンの屋台骨を支えるドラマー、川西幸一のモデルは、H215-B を
ベースにした、太めのグリップに、オールラウンドなボールチップを採用した、ロックやポップ
な音楽に適したスティック。ユニコーンのバンドロゴがデザインされています。

動画投稿企画「# 一日一グルーヴ」でもおなじみ、ジャンルを越えたカリスマ・セッションプ
レイヤーとして活躍する神田リョウのシグネチャーモデル。「太くて振りやすい」にこだわった
16mm × 400mm のスティックは、芯のあるパワーサウンドから繊細なシンバルワークまで、幅
広く安定したサウンドを提供できるようラウンドチップを採用。吸い付く様なコントロール性能
と太さを感じさせない振りやすさを実現しました。

¥1,400 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

熊谷徳明 モデル

小柳 “Cherry” 昌法 モデル

H-KMG

H-MKC

超絶テクニカル・フュージョンバンド TRIX のリズムを生みだす、熊谷徳明のシグネチャー・ス
ティック。長さを微調整して重量にこだわり、独特のトライアングル・チップ形状により、ドラ
ム・シンバルを表現豊かに鳴らすことが可能な、フュージョン・プレイヤーに最適なモデルです。

スタンダードなスティックでは短い、と感じるドラマーに応えるべく、Cherry シグネチャー・
スティックが登場。太いグリップに、全ラインナップ中最大の長さを誇る、アタックを重視する
ドラマーに適した、パワーヒッターモデルです。

¥1,400 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

酒井愁 モデル

シシド・カフカ モデル

H-SHUE

H-KVK

材質 : オーク
グリップ径 : 14mm
長さ : 419mm
チップ形状 : ナイロン
フィニッシュ : レッド

材質 : オーク
グリップ径 : 15mm
長さ : 419mm
チップ形状 : ナイロン
フィニッシュ : レッド

¥1,200 (税抜価格)

¥1,200 (税抜価格)

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 15mm、長さ : 406mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14mm、長さ : 405mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー ( ナイロンチップ仕様 )、グリップ径 : 14.5mm、長さ : 406mm、フィニッシュ :
ブラック
超高速ツーバスドラマー酒井愁のモデル。黒塗装に白いナイロンチップ、トレードマークの” 夜
露死苦哀愁” と” 選んだ道は棘道” はパープルの印刷と、異色を放つルックスで、アタック感を
重視するロックドラマー向けです。

¥1,500 (税抜価格)
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材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 16mm、長さ : 400mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 15.2mm、長さ : 425mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 15mm、長さ : 406mm、フィニッシュ : ツヤ消し
ヘッドやシンバルとの接触面積を広くした大きめの俵型チップを採用することで、パワフルなプ
レイを可能にします。レギュラースティックと異なり、グリップエンドを平らな形状にしている
のも、アーティスト本人のこだわりのポイントです。

¥1,400 (税抜価格)

87

HIROSHI モデル

スティーヴ エトウ モデル

MAH モデル

松下マサナオ モデル

H-RGH

O-888SE

H-MA

H-MAM

ROTTENGRAFFTY（ロットングラフティー）のドラマー、HIROSHI のシグネチャーモデル。グ
リップ径は一般的な 14.5mm としつつ、
「ショルダー部分の長さを出来るだけ短く」にこだわり、
なおかつ全長も 396mm と短くすることで “パワフルな音量” と “コントロールのしやすさ” を
両立した絶妙なバランスを実現しています。

Demi Semi Quaver や、数々のアーティストのライブ・レコーディングで活躍するパーカッショ
ニスト、スティーヴ エトウのシグネチャーモデル。八角形という特殊な断面ゆえに、スネア等
の上に置いても転がりにくいのが特徴。イラストも本人こだわりのポイントです。

MAH のモデルは、H2145-T をベースにしたにぎりやすいクリップ径に、均一な音粒が得られる
“トゥルー・ラウンド” チップを採用しています。ロックからアコースティックまで様々なジャ
ンルの音楽に適したオールラウンドなモデルです。

国内外から高い評価を得ている Yasei Collective( ヤセイコレクティブ )。その中心人物であるド
ラマー、松下マサナオのシグネチャーモデル。ダイナミクスをダイレクトに出せるようなスティッ
ク」という本人の要望に応えるために、握りやすいグリップ径と短めの全長、小さいナイロンチッ
プ、そして無塗装のフィニッシュを採用。それらのスペックを、素早いスティックワークを損な
うことなく実現するため、ショルダーとグリップの絶妙なバランスを追求したモデルです。

¥1,400 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

¥1,500 (税抜価格)

平陸 モデル

高橋幸宏 モデル

むらたたむ モデル

茂木欣一 モデル

H-RT

H-YT

H-TMTM

H-KMO

天才キッズ・ドラマーとして 8 才の頃から一流ミュージシャンとの共演を果たしてきた、平陸。
やや細めのグリップ径による軽い振り心地を実現しつつ、繊細なタッチやパワーも出せる、ロッ
ク、ファンク、ジャズ、フュージョンとジャンルを問わない、オールマイティなスティックです。

Y.M.O. のドラマーとして、多くのアーティストのサポート・ミュージシャンとして、圧倒的な
支持を集める高橋幸宏のシグネチャースティック。グリップをやや太めの 15mm に、先端は細
めに設定することにより、スティックの返りが早くコントロールしやすいバランスを実現してい
ます。また、チップ形状も細めの形状を採用し、美しいシンバル・レガートのサウンドを可能に
しました。

キュートなビジュアルからは想像できないパワフルなドラミングを繰り広げる女性ドラマー、む
らたたむのシグネチャーモデルスティック。女性にも使いやすい 14.25mm 径で、やや短めの全
長 398mm という仕様は「早いフレーズでもスティックに振り回されずに叩ける」という本人の
要望に応えたものです。チップ形状は三角形のものを採用し、叩く際の角度で接地面積が変わり、
スネア、タム、シンバルを表情豊かに鳴らすことが可能です。

東京スカパラダイスオーケストラの茂木欣一のモデル。やや細めのグリップ径に、左手でハイハッ
トを叩く事に由来する短いスティック長により、あの歌心あふれる、ダイナミックなサウンドを
作り出しています。ジャズや R&B、そして当然スカにも適しています。

¥1,400 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

にゃんごすたー モデル

長谷川浩二 モデル

RYUGA モデル

斉藤ノヴ モデル

M-NYAN

H-KH

H-RG

H-NOB

青森県出身の” ゆるキャラ”、にゃんごすたーのシグネチャースティックは「音色とスティック
のリバウンドの良さ」という本人の要望に応えたメイプル材のモデル。フィニッシュのレッドは
当然ながら、チップ部のみ塗装しないのは「叩いてるときにスティックの動きがよく分かるよう
に」と” 魅せるドラミング” を意識した、にゃんごすたーならではの本格的な仕様となっていま
す。"

その卓越したテクニックと絶妙なグルーヴで、特に高速ツーバスドラマーとしてカリスマ的な人
気を誇る長谷川浩二のモデル。やや太めの 15.5mm 径のグリップに短めのショルダーを採用。さ
らに、ナイロン製チップを採用したことで素早いシングルストロークと力強いアタックを提供し
ます。

超絶技巧ドラマー RYUGA のモデル。こだわりの若干長めの設定と重量バランスにより、軽いタッ
チでも音抜けがよくて、粒立ちに優れたスティック。いろんなジャンルの曲に対応した、オール
マイティなモデルです。

パーカッショニスト斉藤ノヴのシグネチャー・ティンバレス・スティック。コンパクトなサイズ
で、ストロークのスピードとコントロールを追及した、テクニカル系パーカッショニストにお勧
めのモデルです。

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14.5mm、長さ : 396mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : オーク、グリップ径 : 15mm( 八角形 )、長さ : 406mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14.25mm、長さ : 406mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 15mm、長さ : 406mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : メイプル、グリップ径 : 15mm、長さ : 405mm、フィニッシュ : レッド ( チップ部は除く )

材質 : ヒッコリー ( ナイロンチップ仕様 )、グリップ径 : 15.5mm、長さ : 406mm、フィニッシュ :
ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14.5mm、長さ : 406mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14.25mm、長さ : 398mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14.5mm、長さ : 408mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14.75mm、長さ : 395mm、フィニッシュ : ツヤ消し ( 無塗装 )

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14mm、長さ : 385mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 11mm、長さ : 395mm、フィニッシュ : レッド

¥1,500 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

はな モデル

ピエール中野 モデル

YOSHIKI モデル

YOSHIKI モデル

H-HANA

H-NP

H-YKB

H-YKM

“凛として時雨” のピエール中野 • モデルは、
「振りやすく、メイプルのように扱えるヒッコリー
スティック」を実現したベストセラーモデル。レギュラーモデルの塗装に含まれるロウを、あえ
て含まない塗装で仕上げる事による独特のグリップ感が特徴です。H-NP は、絶妙なバランスを
追及したウッドチップのモデルです。

世界的ロックバンド X JAPAN の司令塔 YOSHIKI のシグネチャーモデルは、やや細めのグリップ
径にやや短めのスティック長さを採用した、コントロール性に優れたスティックで、スピードを
追求するドラマーに最適。H-YKB は黒塗装のモデルです。

世界的ロックバンド X JAPAN の司令塔 YOSHIKI のシグネチャーモデルは、やや細めのグリップ
径に、やや短めのスティック長を採用した、コントロール性に優れたスティックで、スピードを
追求するドラマーに最適。H-YKM は、その独特の滑らかな触り心地と、汗による滑りを防止す
る効果のあるマティロ塗装のモデルです。

¥1,500 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

¥1,700 (税抜価格)

¥2,700 (税抜価格)

ピエール中野 モデル

FUYU モデル

H-NPN

H-FUYU

材質 : ヒッコリー ( ナイロンチップ仕様 )、グリップ径 : 14.5mm、長さ : 406mm、フィニッシュ :
ライトブルー
ガールズ・ロックバンド Gacharic Spin の、はなシグネチャーモデル。外観にはポップなオリジ
ナルカラーを採用。スティック径を少し太めの 14.5mm に設定し、チップにはアタックを強調し
たサウンドをもたらすナイロンチップを採用することで、女性ドラマーにも扱いやすいバランス
を実現しました。 力み過ぎない自然なプレイでも、パワフルでクリアーなサウンドが得られます。

材質 : ヒッコリー ( ナイロンチップ仕様 )、グリップ径 : 14.25mm、長さ : 398mm、フィニッシュ :
ツヤ消し
“凛として時雨” のピエール中野 • モデルは、
「振りやすく、メイプルのように扱えるヒッコリー
スティック」を実現したベストセラーモデル。レギュラーモデルの塗装に含まれるロウを、あえ
て含まない塗装で仕上げる事による独特のグリップ感が特徴です。H-NPN は、バランスポイン
トが少しだけチップ側になり、“しなる” ような振り心地のナイロンチップのモデルです。

¥1,500 (税抜価格)

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14.25mm、長さ : 398mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14.25mm、長さ : 398mm、フィニッシュ : ブラック

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14.25mm、長さ : 398mm、フィニッシュ : マティロ

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 16mm、長さ : 406mm、フィニッシュ : ツヤ消し
数々の J-POP アーティストのサポートドラマーとして活躍中の FUYU のシグネチャーモデルは、
16mm 径という太めの直径に、多彩な音色表現が可能なトライアングル形状のチップを採用して
います。ピアニッシモでの細かなフレージングからフォルテシモまで、あらゆるダイナミクスで
のサウンドコントロールが可能です。

¥1,400 (税抜価格)
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POWER TOWER SYSTEM -DRUM RACK-

LIFE STYLE

「組み立てやすさと高い再現性」がコンセプトの TAMA ドラムラック “Power Tower System”。縦パイプには目印を刻印することでセットアップ時の利便性を向上。ブラケットの固定部分にも改
良を加え、特別な工具を使わずにチューニングキーだけでセットアップが可能です。多数のスタンドを使わずに、ドラマーの足元をすっきりさせることができ、かつその重厚感のある外観が特長
です。
PMD1100M は、一般的な 5 点キットをセットするのに最適なベーシック・ユニット。高さ調整パイプには 850mm 長さのパイプを、タム等をセットする横パイプにはアールのついた 1,100mm
長さのパイプを使用しています。また、縦パイプの先端には 19.1mm 径のシンバルホルダーをセット出来るジョイントが備え付けられています。そして、フロアタム側にシンバル等をセットする
際に適しているのが PMD1100A 拡張ユニット。ツーバスのセッティングに適しているのが、PMD900A 拡張ユニットです。

ライフスタイルを彩る TAMA オフィシャルグッズをラインナップ。ドラムをプレイしている時はもちろん、普段の生活のふとしたひと時にも TAMA ブランドの魅力を堪能してください。

*Power Tower System ドラムラック、ブラケットは受注生産のため、納期約 4 ヶ月のご猶予を頂きます。予めご了承ください。

POWER TOWER SYSTEM BASIC UNIT

POWER TOWER SYSTEM ADDITIONAL UNIT

PMD1100M

TAMA LOGO T-SHIRT -S SIZE-

PMD1100A

パイプ径は 38.1mm です ( 脚部のみ角パ
イプ )
-1,100mm アールパイプ x 1pc
-850mm ストレートパイプ w/19.1mm
ダイキャストジョイント x 2pc
-40 x 20 x 450mm 角パイプ x 2pc
- 脚部ジョイントブラケット x 2pc
- 脚ゴム x 4pc
- パイプジョイント (J30TS) x 2pc
- パイプホルダー (J34T) x 2pc
- メモリーロック (A13S) x 4pc
- ドラムハンマー (DH7)
-2.5mm L レンチ

TAMA LOGO T-SHIRT -M SIZE-

TAMT004S

パイプ径は 38.1mm です ( 脚部のみ角パ
イプ )
-1,100mm アールパイプ x 1pc
-850mm ストレートパイプ w/19.1mm
ダイキャストジョイント x 1pc
-40 x 20 x 450mm 角パイプ x 1pc
- 脚部ジョイントブラケット x 1pc
- 脚ゴム x 2pc
- パイプジョイント (J30TS) x 2pc
- パイプホルダー (J34T) x 1pc
- メモリーロック (A13S) x 3pc
- ドラムハンマー (DH7)
-2.5mm L レンチ

TAMT004M

カラー : ブラック
素材 : 綿 100％
サイズ : S

カラー : ブラック
素材 : 綿 100％
サイズ : M

¥62,000 (税抜価格)

¥44,000 (税抜価格)

¥2,500 (税抜価格)

¥2,500 (税抜価格)

POWER TOWER SYSTEM ADDITIONAL UNIT

CROSS JOINT BRACKET

TAMA LOGO T-SHIRT -L SIZE-

TAMA LOGO MUG

PMD900A

J30TS

パイプ径は 38.1mm です ( 脚部のみ角パ
イプ )
-900mm アールパイプ x 1pc
-850mm ストレートパイプ w/19.1mm
ダイキャストジョイント x 1pc
-40 x 20 x 450mm 角パイプ x 1pc
- 脚部ジョイントブラケット x 1pc
- 脚ゴム x 2pc
- パイプジョイント (J30TS) x 2pc
- パイプホルダー (J34T) x 1pc
- メモリーロック (A13S) x 3pc
- ドラムハンマー (DH7)
-2.5mm L レンチ

TAMT004L

2 つの P.T.S パイプを同じ高さにセット
するのに適したクロスジョイント・ブラ
ケット (38.1mm 径 )。

¥43,000 (税抜価格)

¥5,000 (税抜価格)

¥2,500 (税抜価格)

MULTI HOLDER

MEMORY LOCK

TAMA LOGO KEYCHAIN

J34T

A13S

38.1mm 径の P.T.S. パイプにシングルタ
ムアダプターや、シンバルホルダーなど
を垂直にセットするブラケット。 パイ
プ径 10.5mm ～ 30mm に対応。

¥1,500 (税抜価格)

TOM ADAPTER

CYMBAL HOLDER
MTH900AS

¥2,000 (税抜価格)

本体部サイズ : 幅 60mm x 高さ 19mm x
厚さ 2mm

¥550 (税抜価格)

CA45EN

シンバルスタンドからタムタムをセッ
ティングできるアタッチメント。セッ
ティングのしやすさに定評のあるオムニ
ボール方式を採用しています。パイプ径
は 19.1mm で、MC61、MC62 などのク
ランプにフィット。
* バスドラムには直接取り付けられませ
ん。

¥6,500 (税抜価格)

カラー : ( 外 ) ブラック / ( 内）レッド
素材 : 陶器
サイズ : 直径 78mm x 高さ 90mm
重量 : 300g

TKC10LG

ブラケットの位置をメモリーし、素早く
セットアップするための割式キーロック
(38.1mm 径 )。

¥5,000 (税抜価格)

TAMM001

カラー : ブラック
素材 : 綿 100％
サイズ : L

マルチクランプ MC61 や MC62 でスタ
ンドに取り付けるシンバルホルダー。パ
イプ径は 19.1mm です。ブームアーム
をパイプに収納できるコンバーチブル機
能や、セッティングに便利な Quick-Set
Tilter と Quick-Set Cymbal Mate を装備
したプロユースモデル。
ブームアーム及びパイプ長さ : 450mm

¥9,000 (税抜価格)
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TAMA CONCERT PERCUSSION

STARPHONIC CONCERT SNARE DRUM -14" x 6" MAPLE SHELL最上位モデルの TAMA STARPHONIC Bravura ( スターフォニック・ブラヴーラ ) モデルと同じシェル材、フー
プを採用しつつ、2 種類の異なる素材を用いたストレート・ワイヤーを採用した TAMA STARPHONIC コンサー
トスネアドラムが、2020 年からラインナップに加わります。
コイルタイプに比べて、よりタイトなサウンドが得られるストレートワイヤーは 12 本タイプで、中央の 6 本
にはギター弦、その両サイド 3 本ずつにナイロン・コーテッド・ステンレスワイヤーを組み合わせたハイブリッ
ド仕様。また、中央 6 本のギター弦のテンションだけを独立して調整するファインアジャスター機能を採用
しています。
ドラムシェルには薄い 6mm 厚のメイプル材を用い、サウンドを特徴付けるフープには “直立” タイプの、ス
トレート・グルーブド・フープを採用しており、温かみのあるオープンな響きが特徴です。
ドラムヘッドには、REMO 社製 ( 打面 Diplomat Renaissance / ボトム Diplomat Hazy Snare Side) を採用。

すべてのプレイヤー、そして音楽のために…
40 年にわたる楽器作りの中で TAMA が追求してきたこと、それは多様なシェル素材が持つ “自然で豊かな響き” を最大限に引き出すことでした。その道程の中で受け継がれ、磨かれてきた TAMA の
モノ作りの技術と精神。それらは楽器を通して様々なジャンルのプロ・プレイヤーから支持され、厚い信頼を得てきました。その歴史の中で脈々と受け継がれて来た熟練の職人が持てる技術と魂を込
めた、TAMA Concert Percussion が今ここに誕生。
高い真円度を実現した独自のシェル成型方法と、コンピューター制御による精緻なエッジ加工は、より繊細な表現を可能に。厳選された自然素材の風合いを生かし、さらに美しく際立たせる塗装は、
手にした人の心を捉えて離さないでしょう。さらに、高い耐久性と操作性を併せ持ったストレイナーなどのパーツ類は、演奏者を一切の煩わしさから開放し、プレイに集中できる安心感を約束します。
より豊かに、そして繊細に。
「職人」としての技術と魂の結晶が、プレイヤーの感性を研ぎ澄ます

TAMA CONCERT PERCUSSION SUPPORTING ARTISTS

シェルカラーは、グロス・チェリー・レッド (GMC) と、ピアノ・ブラック (PBK) の 2 色からお選びいただ
けます。

Grooved Straight Hoop/Freedom Lug & Claw Hook

CMP146-GCR
秋田孝訓

東京佼成ウインドオーケストラ 打楽器奏者

野々垣行恵

打楽器奏者
大垣女子短期大学非常勤講師

加藤恭子

パーカッション・ミュージアム打楽器
奏者

Joel Biedrzycki

名古屋フィルハーモニー交響楽団打楽器奏者

北川皎

杉山智恵子

元京都市交響楽団打楽器奏者
関西打楽器協会特別会員

東京藝術大学講師
打楽器協会副理事長
打楽器奏者

村上博美

村山良介

フリー打楽器奏者

打楽器奏者
一橋大学管弦楽団トレーナー
お茶の水管弦楽団トレーナー

菅生知巳

名古屋フィルハーモニー交響楽団打楽器奏
者

土屋吉弘
打楽器奏者

テンションボルトを通す穴を排除し全周にレール形状のプレス加工を施したオリジ
ナルフープ、グルーブド・フープを採用。このフープに引っ掛けるタイプのクローフッ
クにより、テンションボルトをラグから完全に取り外すことなくドラムヘッドの交
換がより手軽に、かつ素早く行えます。
このモデルではフープの頂点を垂直に立たせた “ストレート” グルーブド・フープ
を打面とボトムに採用。よりオープンなサウンドが得られるとともに、ヘッドのエッ
ジ付近での演奏時のストレスを軽減します。

¥83,000 (税抜価格)

10 テンション仕様となります。

14" x 6" メイプルシェル
[ スペック ]
・シェル :6mm, 7ply メイプル
・シェルカラー : グロス・チェリー・レッド (GCR) or ピアノ・ブラック (PBK)
・ラグ / ボルト : MTL960S / MCH90SRC ( クローフック & テンションボルト )
・フープ : ストレート・グルーブド・フープ (10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50AC / MLS50BC w/Tension Adjuster
・スナッピー : ハイブリッド・スネア・ワイヤー
ブラックナイロンコーテッド・ステンレススティール ストレートワイヤー (3 本 )
ニッケルラウンドワウンド・ギター弦 (6 本 )
ブラックナイロンコーテッド・ステンレス・スティール ストレートワイヤー (3 本 )
・ドラムヘッド : REMO® Diplomat Renaissance / Diplomat Snare Side

Hybrid Snare Wire

＊受注生産となりますので、約 1 ヶ月半の納期を頂きます。

Fine Adjuster

渡辺友希子

打楽器奏者
相愛大学非常勤講師

STARPHONIC BRAVURA CONCERT SNARE DRUM -14" x 6" MAPLE SHELL-

STARPHONIC モデルでは、中央の 6 本にはギター弦、その両サイド 3 本ずつにナ
イロン・コーテッド・ステンレスワイヤーを組み合わせたハイブリッド・スネアワ
イヤーを採用しています。テンションを調整する場合は、通常のスネアドラムと同
じように、ストレイナーとバットそれぞれの調整ノブにて行います。

STARPHONIC モデルでは、スネアワイヤー全体の調整機能に加え、ハイブリッド・
スネアワイヤーの中央にある 6 本のギター弦だけを独立して調整するファインア
ジャスター機能を採用しています。ストレイナーでテンション調整を行った後、側
面の調整ノブを回して中央のギター弦のテンションを調整します。

CONCERT SNARE DRUMS -14" x 6" MAPLE SHELL-

2020 年からラインナップに加わる TAMA STARPHONIC Bravura ( スターフォニック・ブラヴーラ ) コンサー
トスネアドラムは、スネアワイヤーを上下させることでスネアサイドヘッドとの接触具合を調整できる機構
と、3 種類のスネアワイヤーのテンションを個別に調整できる機構を取り入れたマルチ・スネア・フレームを
採用しており、お好みのスネアサウンドの調整を可能にしています。

TAMA コンサートスネアドラムのラインナップにおいて最もオーソドックスなスペックでありながらも、明
るくて音抜けが良く、親しみやすいサウンドを持つモデルです。薄い 6mm 厚のメイプル・シェルは、スピー
ディーな音抜けを持ち、幅広い音域において明るくクリアーな響きが特徴です。

ドラムシェルには薄い 6mm 厚のメイプル材を用い、サウンドを特徴付けるフープには直立タイプの、ストレー
ト・グルーブド・フープを採用しており、温かみのあるオープンな響きが特徴です。
ドラムヘッドには、REMO 社製 ( 打面 Diplomat Renaissance / ボトム Diplomat Hazy Snare Side) を採用。
シェルカラーは、グロス・モカ・ブラウン (GMC) と、ピアノ・ブラック (PBK) の 2 色からお選びいただけます。

Grooved Straight Hoop/Freedom Lug & Claw Hook

CMP146MF-GMC

テンションボルトを通す穴を排除し全周にレール形状のプレス加工を施したオリジ
ナルフープ、グルーブド・フープを採用。このフープに引っ掛けるタイプのクローフッ
クにより、テンションボルトをラグから完全に取り外すことなくドラムヘッドの交
換がより手軽に、かつ素早く行えます。
この STARPHONIC Bravura モデルではフープの頂点を垂直に立たせた“ストレート”
グルーブド・フープを打面とボトムに採用。よりオープンなサウンドが得られると
ともに、ヘッドのエッジ付近での演奏時のストレスを軽減します。

¥105,000 (税抜価格)

10 テンション仕様となります。

14" x 6" メイプルシェル
[ スペック ]
・シェル :6mm, 7ply メイプル
・シェルカラー : グロス・モカ・ブラウン (GMC) or ピアノ・ブラック (PBK)
・ラグ / ボルト : MTL960S / MCH90SRC ( クローフック & テンションボルト )
・フープ : ストレート・グルーブド・フープ (10 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50AC / MLS50BC w/Multi Snare Frame
・スナッピー : ハイブリッド・スネア・ワイヤー
ニッケルラウンドワウンド・ギター弦 (6 本 )
ブラックナイロンコーテッド・ステンレススティール ストレートワイヤー (6 本 )
ハイカーボン・スチール・コイル スナッピー (6 本 )
・ドラムヘッド : REMO® Diplomat Renaissance / Diplomat Hazy Snare Side

Multi Snare Frame

＊受注生産となりますので、約 1 ヶ月半の納期を頂きます。

Strainer & Protective Long Tension Bolts

STARPHONIC Bravura モデルでは、スネアワイヤーを上下させることでスネアサイ
ドヘッドとの接触具合を調整できる機構と、3 種類のスネアワイヤーのテンション
を個別に調整できる機構を取り入れたマルチ・スネア・フレームを採用しています。

Grooved Hoop/Freedom Lug & Claw Hook

CMM146E-GMB

1.5mm 厚とやや薄めの設計ながら、テンションボルトを通す穴を排除し全周にレー
ル形状のプレス加工を施すことで、格段の剛性を獲得したオリジナルフープ、“グルー
ブド・フープ”。フープ上端のエッジ形状を、ややシェル内側に曲げる事で、薄いプ
レスフープの特徴である柔らかなサウンドと、音像のはっきりしたまとまりのある
サウンドを両立することを可能にしました。 また、フープに “ひっかける” タイプ
のクローフックにより、テンションボルトをラグから完全に取り外すことなくドラ
ムヘッドの交換がより手軽に、かつ素早く行えます。

¥79,000 (税抜価格)

8 テンション仕様となります。

14" x 6" メイプルシェル
[ スペック ]
・シェル :6mm, 6ply メイプル + 1 outer-ply マパ・バール
・ラグ / ボルト : MTL960B / MCH90SRC ( クローフック & テンションボルト )
・フープ : グルーブド・フープ (8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50AC / MLS50BC
・スナッピー : MS20L14C8
・ドラムヘッド : REMO® Coated Ambassador / Snare Ambassador

“Linear-Drive” Strainer for Concert

レバーを動かした量とリニアに連動してスナッピーを上下させるストレイナー。コ
ンサートスネア用では、スムーズさと静音性をより一層高めるため、調整ノブの動
きの硬さやレバーの可動域などを、コンサート・スネアドラム専用に一台ずつ個々
に調整を加え、より繊細でスムーズな動きを実現。演奏中の素早いオン / オフの際
にも、スナッピーがボトムヘッドに当たる瞬間の接触音を出来る限り低減すること
に成功しました。

＊受注生産となりますので、約 1 ヶ月半の納期を頂きます。

ストレイナーとバットの上部にある調整ノブを回すと、スネアワイヤーを上下させ
てスネアサイドヘッドとの接触具合を調整することが可能です。
また、スネアサイド側のマルチスネアフレーム付近の 4 箇所のテンションボルトに
は、金属製のスリーブを装着した長めボルトを採用しています。机や床などに置い
た時に、マルチスネアフレームが直接接触するのを避け、スネアワイヤーを保護し
ます。
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Upgrade Package
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スネアドラム用ハードケースとサウンドバリエーションを広げるアクセサリーが
セットになったパッケージをオプション価格にてお選び頂けます。
また、それぞれのコンポーネントは単品でもお買い求めいただけます。
< 品番 / 価格 >
品番 : CMM146EP-GMB / パッケージ価格 : ￥109,000 ( 税抜価格 )
< パッケージ内容 >
14"x 6" のスネアドラムを収納できるハードケース (1pc)
ストレート・スナッピー・スネア ( 全面当りタイプ ) (1pc)
アップライトタイプ・グルーヴド・フープ ( 打面用 /1pc)

CONCERT SNARE DRUMS -14" x 6" BUBINGA SHELL-

CONCERT “PICCOLO” SNARE DRUMS -13" x 4"-

豊かな中低音域の鳴りが特長で、ドラムシェルとして近年人気の素材であるブビンガ材。非常に硬質なこの
木材を薄めの 7mm 厚で成型したことで、ダークな低音を残しつつ、温かく落ち着いた響きと素直な音抜けを
両立しました。

小口径の 13" で、4" 深さのピッコロスネアドラムは、メイプルシェルとブビンガシェルの 2 モデルをラインナッ
プ。7mm 厚のメイプルを 13"x 4" に成型したピッコロスネアは、メイプルらしい明るくオー プンなサウンド
と歯切れの良いタイトな響き、そしてスピーディな音の立ち上がりが 魅力です。ブビンガシェルモデルは、ピッ
コロサイズらしい 軽やかな響きとスピーディなスナッピーの反応、そして中音域のしっかりした音抜け を実
現したモデルです。
CM1340E-SMP: メイプルシェルモデル ￥66,000 ( 税抜価格 )
CB1340E-NBG : ブビンガシェルモデル ￥66,000 ( 税抜価格 )

Grooved Hoop/Freedom Lug & Claw Hook

CBC146E-GNC

1.5mm 厚とやや薄めの設計ながら、テンションボルトを通す穴を排除し全周にレー
ル形状のプレス加工を施すことで、格段の剛性を獲得したオリジナルフープ、“グルー
ブド・フープ”。フープ上端のエッジ形状を、ややシェル内側に曲げる事で、薄いプ
レスフープの特徴である柔らかなサウンドと、音像のはっきりしたまとまりのある
サウンドを両立することを可能にしました。 また、フープに “ひっかける” タイプ
のクローフックにより、テンションボルトをラグから完全に取り外すことなくドラ
ムヘッドの交換がより手軽に、かつ素早く行えます。

¥79,000 (税抜価格)

8 テンション仕様となります。

14" x 6" ブビンガシェル
[ スペック ]
・シェル :7mm, 8ply ブビンガ + 1 outer-ply コルディア
・ラグ / ボルト : MTL960B / MCH90SRC ( クローフック & テンションボルト )
・フープ : グルーブド・フープ (8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50AC / MLS50BC
・スナッピー : MS20L14C8
・ドラムヘッド : REMO® Coated Ambassador / Snare Ambassador

“Linear-Drive” Strainer for Concert

レバーを動かした量とリニアに連動してスナッピーを上下させるストレイナー。コ
ンサートスネア用では、スムーズさと静音性をより一層高めるため、調整ノブの動
きの硬さやレバーの可動域などを、コンサート・スネアドラム専用に一台ずつ個々
に調整を加え、より繊細でスムーズな動きを実現。演奏中の素早いオン / オフの際
にも、スナッピーがボトムヘッドに当たる瞬間の接触音を出来る限り低減すること
に成功しました。

Steel Mighty Hoop

CM1340E-SMP

ダイキャスト製フープに比べ落ち着いたトーンが特徴である、2.3mm 厚のスティー
ルフープ。柔らかくオープンな響きを演出します。

¥66,000 (税抜価格)

13" x 4" メイプルシェル
[ スペック ]
・シェル :7mm, 8ply メイプル or 7mm, 9ply ブビンガ
・ラグ / ボルト : MSL-SCP / MS642SHP
・フープ : スティール・マイティ・フープ (8 テンション )
・ストレイナー / バット : MCS70A / MUS80B
・スナッピー : MS20RL13C
・ドラムヘッド : REMO® Coated Ambassador / Snare Ambassador

Quick-Touch Strainer

シンプルな構造で素早い ON/OFF の切り替えが可能なストレイナー。

＊受注生産となりますので、約 1 ヶ月半の納期を頂きます。

＊受注生産となりますので、約 1 ヶ月半の納期を頂きます。

Upgrade Package

Super Sensitive Hi-Carbon Snappy

スネアドラム用ハードケースとサウンドバリエーションを広げるアクセサリーが
セットになったパッケージをオプション価格にてお選び頂けます。
また、それぞれのコンポーネントは単品でもお買い求めいただけます。
< 品番 / 価格 >
品番 : CBC146EP-GNC / パッケージ価格 : ￥109,000 ( 税抜価格 )
< パッケージ内容 >
14"x 6" のスネアドラムを収納できるハードケース (1pc)
ストレート・スナッピー・スネア ( 全面当りタイプ ) (1pc)
アップライトタイプ・グルーヴド・フープ ( 打面用 /1pc)

CONCERT SNARE DRUMS -14" x 6" SOLID MAPLE SHELL-

コイルのカーボン含有率を高めに設定したことで、歯切れが良い存在感のある音を
演出するスナッピー。

CONCERT SNARE DRUMS -14" x 8"-

厚いメイプルの一枚板を蒸気で蒸らして柔らかくするスチームベンドという方法によって、時間をかけて曲
げることで成型された単板メイプルシェル (Solid Maple) です。TAMA Concert Snare Drums の中で最も華
やかで圧倒的な音抜けと、輪郭のはっきりした音像は単板シェルスネアならでは。さらにその響きは年月を
重ね使い込むほどに、より一層音抜けや響きが深まっていきます。

深胴シェルのスネアドラムは、メイプルシェルとブビンガシェルの 2 モデルをラインナップ。ブビンガシェ
ルモデルは、中音域から低音域の豊かな鳴りが特徴で、太めのサウンドを強調したモデル。輪郭が明確な
音抜けで、あらゆるダイナミクスレンジでしっかりとした存在感を示します。メイプルシェルモデルは、
14"x8" というサイズが生み出すボリュームと、高音から低音までバランスのとれたサウンドが特長。深胴な
がらスナッピーの反応にも優れ、チューニングレンジの広いオールマイティなモデルです。
CMM148E-GMB: メイプルシェルモデル
CBC148E-GNC: ブビンガシェルモデル

Grooved Hoop/Freedom Lug & Claw Hook

CLM146E-SMP

1.5mm 厚とやや薄めの設計ながら、テンションボルトを通す穴を排除し全周にレー
ル形状のプレス加工を施すことで、格段の剛性を獲得したオリジナルフープ、“グルー
ブド・フープ”。フープ上端のエッジ形状を、ややシェル内側に曲げる事で、薄いプ
レスフープの特徴である柔らかなサウンドと、音像のはっきりしたまとまりのある
サウンドを両立することを可能にしました。 また、フープに “ひっかける” タイプ
のクローフックにより、テンションボルトをラグから完全に取り外すことなくドラ
ムヘッドの交換がより手軽に、かつ素早く行えます。

¥110,000 (税抜価格)

8 テンション仕様となります。

14" x 6" ソリッドメイプルシェル
[ スペック ]
・シェル :8mm, ソリッド (1ply) メイプル + 8mm サウンド・フォーカス・リング
・ラグ / ボルト : MTL960B / MCH90SRC ( クローフック & テンションボルト )
・フープ : グルーブド・フープ (8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50AC / MLS50BC
・スナッピー : MS20L14C8
・ドラムヘッド : REMO® Coated Ambassador / Snare Ambassador

“Linear-Drive” Strainer for Concert

レバーを動かした量とリニアに連動してスナッピーを上下させるストレイナー。コ
ンサートスネア用では、スムーズさと静音性をより一層高めるため、調整ノブの動
きの硬さやレバーの可動域などを、コンサート・スネアドラム専用に一台ずつ個々
に調整を加え、より繊細でスムーズな動きを実現。演奏中の素早いオン / オフの際
にも、スナッピーがボトムヘッドに当たる瞬間の接触音を出来る限り低減すること
に成功しました。

＊受注生産となりますので、約 2 ヶ月半の納期を頂きます。

￥82,000 ( 税抜価格 )
￥82,000 ( 税抜価格 )

Grooved Hoop/Freedom Lug & Claw Hook

CBC148E-GNC

1.5mm 厚とやや薄めの設計ながら、テンションボルトを通す穴を排除し全周にレー
ル形状のプレス加工を施すことで、格段の剛性を獲得したオリジナルフープ、“グルー
ブド・フープ”。フープ上端のエッジ形状を、ややシェル内側に曲げる事で、薄いプ
レスフープの特徴である柔らかなサウンドと、音像のはっきりしたまとまりのある
サウンドを両立することを可能にしました。 また、フープに “ひっかける” タイプ
のクローフックにより、テンションボルトをラグから完全に取り外すことなくドラ
ムヘッドの交換がより手軽に、かつ素早く行えます。

¥82,000 (税抜価格)

8 テンション仕様となります。

14" x 8" ブビンガシェル
[ スペック ]
・シェル :6mm, 6ply メイプル + 1 outer-ply マパ・バール or 7mm, 8ply ブビンガ +
1outer-ply コルディア
・ラグ / ボルト : MTL960B / MCH90SRC ( クローフック & テンションボルト )
・フープ : グルーブド・フープ (8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50AC / MLS50BC
・スナッピー : MS20L14C8
・ドラムヘッド : REMO® Coated Ambassador / Snare Ambassador

“Linear-Drive” Strainer for Concert

レバーを動かした量とリニアに連動してスナッピーを上下させるストレイナー。コ
ンサートスネア用では、スムーズさと静音性をより一層高めるため、調整ノブの動
きの硬さやレバーの可動域などを、コンサート・スネアドラム専用に一台ずつ個々
に調整を加え、より繊細でスムーズな動きを実現。演奏中の素早いオン / オフの際
にも、スナッピーがボトムヘッドに当たる瞬間の接触音を出来る限り低減すること
に成功しました。

＊受注生産となりますので、約 1 ヶ月半の納期を頂きます。

Upgrade Package
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スネアドラム用ハードケースとサウンドバリエーションを広げるアクセサリーが
セットになったパッケージをオプション価格にてお選び頂けます。
また、それぞれのコンポーネントは単品でもお買い求めいただけます。
< 品番 / 価格 >
品番 : CLM146EP-SMP / パッケージ価格 : ￥140,000 ( 税抜価格 )
< パッケージ内容 >
14"x 6" のスネアドラムを収納できるハードケース (1pc)
ストレート・スナッピー・スネア ( 全面当りタイプ ) (1pc)
アップライトタイプ・グルーヴド・フープ ( 打面用 /1pc)

Super Sensitive Hi-Carbon Snappy Snare for Concert

エッジ付近での pp の繊細な表現を損なうことなく鮮明な粒立ちを実現し、尚且つ ff
でもスナッピーが暴れず音割れを起こさないこと。その上でシェルのサウンドとス
ナッピーの響きが調和すること。この難しい課題を克服するため、素材、重量、本
数からコイルの巻き数に至るまで、全ての要素を一から検討したスナッピースネア。
特にコンサートスネアドラムシリーズ専用としてコイルのカーボン含有量を 10% 程
減らしたことで、より一層しなやかさと粒立ちの良い響きを実現しています。
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FIELD DRUM (MILITARY DRUM)
深さ 14 インチという超深胴のフィールドドラム ( ミリタリードラム )。中低音域に 独特の深い響きを持つウォ
ルナットを採用したことにより、ボリューミィで芯の 太いサウンドを実現。地面から湧き上がってくるよう
な暗く低音の効いた響きは 他の素材、サイズでは得ることが出来ない独特なサウンドです。チューブタイプ
の 専用ハイテンション・ラグを採用することで、様々なヘッドテンションに幅広く 対応します。

CONCERT PERCUSSION HARDWARE & ACCESSORIES
立奏用のコンサートスネアドラム用スタンドは、高い安定性を実現したモデル。コンサートタムを 2 つセッティングできるダブルタムスタンドは、安定感のあるダブルレッグ式のスタンド。スタ
ンド自体を傾けてセットアップできる TAMA オリジナル機構、STILT( スティルト ) を持っており、自由度の高いセッティングが可能です。
TAMA コンサートスネアドラムに付け替えることでサウンドのカスタマイズが行えるフープや、スナッピーワイヤー。大事な楽器を持ち運ぶためのケース / セミハードバッグ。さらに、バスドラ
ム用マレットや様々な小物などを収納できるマレット & アクセサリー・バッグと、くるくると巻いて留める “ロールタイプ” の布製マレットバッグなど、さまざまなアクセサリーをラインナップ
しています。

Grooved Hoop/Freedom Lug & Claw Hook

CWN1414E-GBW

1.5mm 厚とやや薄めの設計ながら、テンションボルトを通す穴を排除し全周にレー
ル形状のプレス加工を施すことで、格段の剛性を獲得したオリジナルフープ、“グルー
ブド・フープ”。フープ上端のエッジ形状を、ややシェル内側に曲げる事で、薄いプ
レスフープの特徴である柔らかなサウンドと、音像のはっきりしたまとまりのある
サウンドを両立することを可能にしました。 また、フープに “ひっかける” タイプ
のクローフックにより、テンションボルトをラグから完全に取り外すことなくドラ
ムヘッドの交換がより手軽に、かつ素早く行えます。

¥110,000 (税抜価格)

ROADPRO TALL SNARE STAND
HS80HWN

[SPECIFICATIONS]
・シェル : 5mm, 6ply ウォルナット
・サイズ : 14"x 14"
・ラグ / ボルト : MTL914B / MCH90SRC ( クローフック & テンションボルト )
・フープ : グルーブド・フープ (8 テンション )
・ストレイナー / バット : MLS50AC / MLS50BC
・スナッピー : MS20L14C8
・ドラムヘッド : REMO® Coated Ambassador / Snare Ambassador

“Linear-Drive” Strainer for Concert

レバーを動かした量とリニアに連動してスナッピーを上下させるストレイナー。コ
ンサートスネア用では、スムーズさと静音性をより一層高めるため、調整ノブの動
きの硬さやレバーの可動域などを、コンサート・スネアドラム専用に一台ずつ個々
に調整を加え、より繊細でスムーズな動きを実現。演奏中の素早いオン / オフの際
にも、スナッピーがボトムヘッドに当たる瞬間の接触音を出来る限り低減すること
に成功しました。

＊受注生産となりますので、約 2 ヶ月半の納期を頂きます。

Super Sensitive Hi-Carbon Snappy Snare for Concert

エッジ付近での pp の繊細な表現を損なうことなく鮮明な粒立ちを実現し、尚且つ ff
でもスナッピーが暴れず音割れを起こさないこと。その上でシェルのサウンドとス
ナッピーの響きが調和すること。この難しい課題を克服するため、素材、重量、本
数からコイルの巻き数に至るまで、全ての要素を一から検討したスナッピースネア。
特に専用としてコイルのカーボン含有量を 10% 程減らしたことで、より一層しなや
かさと粒立ちの良い響きを実現しています。

¥14,000 (税抜価格)

品番

CMT0806F-VAM
CMT1006F-VAM
CMT1008F-VAM
CMT1206F-VAM
CMT1208F-VAM
CMT1210F-VAM
CMT1410F-VAM
CMT1412F-VAM
CMT1612F-VAM
CMT1614F-VAM
CMT1616F-VAM

内容
8"x6" TOM TOM

定価
\64,000 ( 税抜価格 )

10"x6" TOM TOM

\68,000 ( 税抜価格 )

12"x6" TOM TOM

\78,000 ( 税抜価格 )

10"x8" TOM TOM
12"x8" TOM TOM

12"x10" TOM TOM
14"x10" TOM TOM
14"x12" TOM TOM

タムタムを手に持った状態で叩くとよく鳴っているのに、スタンドにセットすると
音が止まってしまった、という経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか ? タ
ムタムを手で持った状態にできるだけ近いマウント手法を実現するために、防振ゴ
ムでフープを支え、シェル振動をスタンド側へ逃がさない仕組み。それが Star-Cast
Mounting System です。 アーム部には流線型のデザインを採用しており、タムタム
同士をギリギリまで近づけてセットアップすることが可能です。

\68,000 ( 税抜価格 )
\78,000 ( 税抜価格 )

\78,000 ( 税抜価格 )

16"x16" TOM TOM

\102,000 ( 税抜価格 )

MS10S14S6

10 本線のストレートタイプのスティー
ル 製 ス ナ ッ ピ ー。 全 面 当 た り の た め
ミュート量が控えめな、オープンなサウ
ンドが特徴。また、コイルタイプより倍
音が抑えられるので、シェルなりを生か
した音作りが可能です。TAMA コンサー
トスネアドラム専用のスナッピーとなり
ます。
Carbon Steel / 10 本線 / 14" 全面当た
り用

¥4,500 (税抜価格)

STAINLESS STEEL STRAIGHT SNAPPY SNARE

HARD SNARE DRUM CASE

MS20M14ST

SHC146P

内 面 当 た り タ イ プ の ス テ ン レ ス・ ス
ティール製ストレートワイヤー。コイル
タイプに比べスネアサイドへの密着具合
が高く、サスティーンがマイルドになる
ので、よりタイトなサウンドを得られま
す。

14"x6" のスネアにフィットするハード
ケース。内装にはスクラッチによる傷を
防ぐ柔らかいファー素材を採用。内部の
底面には交換用のスナッピーを収納でき
るスペースと、同じく交換用フープを 1
本収納できるスペースを設けてありま
す。

Stainless Steel / 20 本線 / 14" 内面当た
り用

¥4,500 (税抜価格)

¥28,500 (税抜価格)

SEMI-HARD SNARE BAG

MALLET & ACCESSORY BAG
PBSC146

MBS07

TAMA POWERPAD® シリーズのドラム
用バッグと同じく、保護能力の高い素材
を採用し、スネアドラムを運搬時のダ
メージから守るセミハードタイプのバッ
グ。14"x6" のスネアにフィットします。
内 部 の 底 面 に は TAMA STARPHONIC
Bravura のマルチ・スネア・フレームに
対応する溝が設けてあります。

\84,000 ( 税抜価格 )

\102,000 ( 税抜価格 )

STRAIGHT SNAPPY SNARE

¥4,500 (税抜価格)

\84,000 ( 税抜価格 )

16"x12" TOM TOM
16"x14" TOM TOM

Star-Cast Mounting System

¥24,000 (税抜価格)

MGH14U (14" / 打面 ) \4,500( 税抜価格 )
MGH14US (14" / ボトム ) \4,500( 税抜価格 )

センシティブなレスポンスと豊かな “鳴り” を誇る極薄のメイプル・シェル。その内
部の両端のエッジ部にレインフォースメントを取り付けました。メイプルらしい明
るく伸びのあるサウンド、非常に広い音域 (12 インチでは約 1 オクターブ半以上 )、
そしてレインフォースメントによるクリアーな音の分離が特長です。 また、高い剛
性を持つ亜鉛製ダイキャスト・フープが、基音のはっきりしたアタックと、適度に
音の「暴れ」を抑えたクリアーなトーンを引き出します。

8" ～ 16" メイプルシェル

- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm-19.1mm
- 重量 : 5.0kg
- 高さ調整幅 : 790mm 〜 1,270mm
※高さ調整幅は床から L ロッド先端ま
での距離です。

MGH14U

6ply, 5mm All Maple Shell+Die-Cast Hoop

コンサート タム

コンサートタムやオクタバンをセットす
る為のダブルタムスタンド。HTW839W
はスタンド自体を傾けることが出来る
“STILT ( スティルト )” 機能を持ってい
ます。

テンションボルトを通す穴の無いレー
ル 形 状 の プ レ ス 加 工 を 施 し、 さ ら に
フープの頂点を垂直に立たせた “ス
ト レ ー ト ” グ ル ー ブ ド・ フ ー プ。
TAMA STARPHONIC Bravura、 お よ び
STARPHONIC コンサートスネアドラム
に標準装備しています。

個々のタムタムの音域を活かしたサイズ・コンビネーションの提案、それが TAMA Concert Tom です。従来
のように『シェルの口径を変えて音階を作る』のではなく、『同じ口径で深さを変えることで音階を作る』と
いう新しい発想に基づき開発されました。 また、フープには適度にサウンドを引き締め、まとまった音作り
が可能な亜鉛製ダイキャスト・フープを採用することで、よりメロディアスなサウンドを実現しています。

＊受注生産となりますので、約 1 ヶ月半の納期を頂きます。
＊写真のスタンドは別売りです。

- 12" ～ 15" 口径のスネアドラムに対応
- パイプ径 : 28.6mm-22.2mm
- 重量 : 3.7kg
- 高さ調整幅：610 ～ 905mm
※高さ調整幅は 14" 口径のスネアドラム
を水平にセットした場合の、床からスネ
アサイドフープ ( ボトムフープ ) までの
距離

UPRIGHT TYPE GROOVED HOOP

CONCERT TOMS

・シェル : 5mm、6ply メイプル + 5mm サウンド・フォーカス・リング
・ラグ / ボルト : MSL-SCT/MS648SHP
・フープ : ダイキャスト・フープ
・ドラムヘッド : Evans G1 Clear / G1 Clear

HTW839W

高い安定性と自由度の高い角度調整機構
で人気の高い Roadpro スネアスタンド
を立奏向けにアレンジしたモデル。立奏
向けに設計された 3 脚部により、高い位
置にセットした際にも高い安定性を保ち
ます。

8 テンション仕様となります。

14" x 14" ウォルナットシェル

STAND FOR CONCERT TOM & OCTOBAN

\102,000 ( 税抜価格 )

※ 2020 年夏 発売予定

¥10,000 (税抜価格)
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¥12,000 (税抜価格)
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ベストセラーモデル、TAMA POWERPAD®
マレット & アクセサリーバッグの収納力
を向上させ、軽量化も実現したモデル。コ
ンサート用バスドラム・マレットや、様々
な小物などを収納できる汎用性の高いバッ
グです。
数種類のスティックやマレットを分けて入
れることができる間仕切りを内蔵 ( バッグ
本体から取り外しも可能 ) している他、譜
面やメトロノームなどの小物を入れるため
のサイドポケットも装備するなど、充実の
収納スペースが魅力。また、素材には格子
状に編んで作るポリエステル製の布地を使
用しており、薄手ながら強度に優れ、なめ
らかな手触りが特徴です。

MALLET & ACCESSORY BAG

ROLL MALLET BAG
MBS06

MBR02

バスドラム用マレットや様々な小物など
を収納できるマレット & アクセサリー・
バッグ。数種類のスティックやマレット
を持ち運ぶ際に便利な小分けのポケット
を内蔵 ( 取り外し可能 ) している他、譜
面やメトロノームなどの小物を入れるた
めのサイドポケットも充実しています。
また、手持ちのバッグとしてはもちろん、
バックパックとしても使えるツーウェイ
構造です。

¥10,000 (税抜価格)

くるくると巻いて留める “ロールタイプ”
の布製マレットバッグ。このバッグごと
カバンに入れて運ぶことを想定した、シ
ンプルでコンパクトなモデルで、少量の
マレットの収納に最適です。そして、素
材には柔らかいナイロンをしており、マ
レットを出し入れする時のマレットの柄
が擦れる音が出にくいのも特徴。また、
両端に付けられた吊り下げ紐によってマ
リンバなどにバッグを取り付けることが
可能です。

¥2,300 (税抜価格)

CONCERT STICKS
まるでプレイヤーの手と一体化するかのような滑らかな握り具合。指先でヘッドに触れるように、チップ先端にまで意識を行き渡らせられる絶妙なボディバランス。そして、ピアニッシモでも的
確なコントロールを可能とするレスポンス。プレイヤーが表現したいことを忠実に反映するのに必要なそれらの全てを、様々なアーティストの協力の下、実現させたのがこの TAMA コンサートス
ティックです。

ESPRESSIVO

ESPRESSIVO NYLON

CM01

CM01N

TAMA コンサートスティックの中でも、
最も優れたバランスを誇るモデル。初心者からプロフェッ
ショナルまで、それぞれの 演奏スタイルに柔軟に対応します。ティアドロップ形状のチップで、
コントロールのしやすさは秀逸。また、チップの先端 〜中間部 を使い分けることで、より表情
豊かな音色をお楽しみ頂けます。

Espressivo に卵型のナイロン製チップを採用し、耐久性を重視したモデル。Espressivo のバラ
ンスとレスポンスの良さはその ままに、サウンドは明るく上品に仕上げました。

材質 : メイプル、グリップ径 : 15.5mm、長さ : 415mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : メイプル ( ナイロンチップ仕様 )、グリップ径 : 15.5mm、長さ : 415mm、フィニッシュ :
ツヤ消し

¥1,300 (税抜価格)

¥1,400 (税抜価格)

MODERATO

BRILLANTE

CM02

CH01

粒立ちの良いサウンドとコントロールのしやすさを両立したモデルです。チップ形状を少し大き
めのラウンド形状にしたことに よる、粒の揃った芯のある音が特長。また、やや細めのグリッ
プながら、ショルダー部分を短くすることで軽すぎない適度な 重量感をキープ。自然なリバウ
ンドを実現すべく計算されたシンプルなデザインで、オープンロール、クローズドロールがスムー
ズ にでき、どんな演奏スタイルにも柔軟に対応します。

細身のスティック径を採用したモデル。粒立ちが良く、ヒッコリーらしい明るくクリアな音像が
特徴です。また、先端に掛 けて細めのテーパード設計になっており、リバウンドがよりスピーディ
に。pp や乾いたサウンド、軽いタッチでの表現に最適 です。

¥1,300 (税抜価格)

¥1,300 (税抜価格)

材質 : メイプル、グリップ径 : 15.5mm、長さ : 406mm、フィニッシュ : ツヤ消し

材質 : ヒッコリー、グリップ径 : 14mm、長さ : 410mm、フィニッシュ : ツヤ消し

GRANDIOSO
CM03

材質 : メイプル、グリップ径 : 16mm、長さ : 415mm、フィニッシュ : ツヤ消し
太めのスティック径に大きめのラウンド形状のチップを採用したモデル。太くて芯のある、ふっ
くらとした豊かなサウンドを奏で ます。大きめのラウンドチップを持ちながら、安定したコン
トロールと素早いレスポンスが特徴。また、重量感のあるバランスを 生かして、深胴スネアや
タムタムなどの演奏にも最適です。

¥1,300 (税抜価格)
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TAMA MARCHING PERCUSSION

TAMA MARCHING ARTISTS

TAMA がマーチングドラムのスローガンに、“Where Percussion Meets Perfection” を掲げた理由は、自分達は新しい分野へと足を踏
み入れる “チャレンジャー” なのだという決意を、マーチングプレイヤーのみならず我々自身の心に刻みこむ為です。そして、このスローガ
ンに込められた「特定のプレイヤーに特化したものではなく、さまざまな年齢、体型の全てのプレイヤーにとって使い勝手の良いものでな
くてはならない」というコンセプトを具現化する為に、マーチング界の第一人者である Tom Float 氏を開発顧問に迎え、本場アメリカの様々
なマーチング団体とのリレーションによる商品開発や耐久テストを繰り返しました。
過酷なプレイ環境に耐え得る高い耐久性は勿論のこと、様々な機能により多様なサウンドを作り出せるスネアドラム、高い安定性と操作
性を実現したスタンド類、そして様々な体型にフィットして身体への負荷を軽減する Silver Armor キャリア等の革新的なアイデアはこの
ような長いリサーチのもと生まれたもの。そして、何よりも楽器において重要なサウンドは、40 年にわたる TAMA のドラム作りの中で培っ
た技術を存分に生かした個性的なサウンドです。
全く新しい分野に挑戦するチャレンジャーであるという気概があったからこそ実現できた、マーチングドラム。それが、TAMA Marching
Percussion です。

中部敬之
Kyoto Ravissant reb'c Indoor
Drumline Producer

MARCHING TENOR DRUMS
TAMA マーチング・テナードラムは、プレイヤーの使いやすさを追求することで生まれた、画期的なアイデ
アを採用しています。
タムタムを繋ぎ合わせるジョイント部には、プレイヤーの体型に合わせたポジション調整が可能なアジャス
ト機構を搭載。更に過酷な使用条件でも損なわれない高い耐久性を実現しました。また、3 箇所のジョイント
部に脱着可能な脚を搭載することで、休憩や練習の際の『楽器を地面に置く』際にも、エッジ部にダメージ
を与えない仕組みになっています。プレイヤーの視点に立って開発された全く新しいテナードラムが、プレ
イヤーの最高のパフォーマンスを引き出します。
※重量にはキャリア（別売）は含みません。
※受注生産の為、納期約 4 ヶ月の猶予を頂きます。
※付属のヘッドは TAMA Power Craft II となります。

中村裕治
一般社団法人日本マーチング
バンド教会公認指導員, 洗足学園
音楽大学講師

All Maple shell

COLOR CHART カラーチャート

メイプルシェルはセンシティブなレスポンスと豊かな鳴りが特長。明るく、音抜け
の良いオープンなサウンドはメイプルならではのものです。

カバリング ・ フィニッシュ

ラッカー ・ フィニッシュ

M680234TL-MCF

¥235,000 (税抜価格)

6"/8"/10"/12"/13"/14" メイプルシェル
ラッカー・フィニッシュ
モ ル テ ン・ キ ャ ラ メ ル・ ジ ェ イ ド・ ス パ ー ク ル・ ゴールド・ダスト・フェード ダ ー ク・ ス タ ー ダ ス ト・ シュガー・ホワイト
フェード
SGW
フェード
フェード
GDF
MCF
JDF
DSF

ブルー・スパークル・レーシ ピアノ・ブラック
PBK
ング・ストライプ
BPS

Model No.
M68023TL
M668023TL
M680234TL

Tom Position Adjustment

サイズ
6"+8"+10"+12"+13"
6"+6"+8"+10"+12"+13"
6"+8"+10"+12"+13"+14"

カバリング・フィニッシュ
Model No.
M68023TK
M668023TK
M680234TK

インディゴ・スパークル・ レッド・スパークル・フェード
RSF
フェード
ISF

コパー・ミスト・フェード
CPF

ダーク・チェリー・フェード
DCF

サイズ
6"+8"+10"+12"+13"
6"+6"+8"+10"+12"+13"
6"+8"+10"+12"+13"+14"

税抜価格
￥169,000
￥198,000
￥235,000

重量
10.3kg
11.1kg
12.9kg

税抜価格
￥154,000
￥180,000
￥217,000

重量
11.7kg
12.5kg
14.3kg

スモーキー・インディゴ・ ディープ・グリーン・フェード
フェード
DGF
SIF

MARCHING SNARE DRUMS

All Maple shell

※重量にはキャリア（別売）は含みません。
※受注生産の為、納期約 4 ヶ月の猶予を頂きます。
※付属のヘッドは TAMA スムーズ・ホワイトとなります。
※フェードカラー ( 片側ぼかし ) は、バスドラムの場合はバーストカラー ( 両側ぼかし ) となり、カラーコー
ドも異なります。( 例 ) フェードカラー : MCF、バーストカラー : MCB
※フープは全色共通で、すべてブラックです。

¥143,000

Model No.
M1412SL
M1409SL

サイズ
14"x12"
14"x9"

カバリング・フィニッシュ
Model No.
M1412SK
M1409SK

サイズ
14"x12"
14"x9"

重量
7.8kg
7.2kg

税抜価格
￥132,000
￥132,000

重量
7.9kg
7.3kg

M2214BL-MCB

ラッカー・フィニッシュ

High Position Strainer

ON/OFF の素早い切り替えを実現する操作性と、マーチングでのプレイ中に発生す
る衝撃にも誤動作のない高い安定性が魅力のオリジナル・ストレイナー。
また、ON/OFF を切り替えるレバーの位置を打面ヘッドに近い高さに配置したこと
で、キャリアに装着して演奏している時でも素早く操作することが可能ですので、
ON/OFF を切り替えることによる多彩なスネアサウンドをお楽しみ頂けます。

[ スペック ]
シェルマテリアル : 5mm, 6ply メイプル
サイズ : 14"x12", 14"x9"
フープ : アルミダイキャストフープ / 12 テンション
ストレイナー : ハイ・ポジション・ストレイナー
パーツフィニッシュ : クローム
シェルフィニッシュ : ラッカー 12 色 / カバリング 1 色 (P.100 をご参照ください )
付属品 : チューニングキー TDK10
スネアガット : 11 本ハードガット ( 黄色 )
打面エッジ : アルミニウムダイキャストエッジ

100

Model No.
M1614BL
M1814BL
M2014BL
M2214BL
M2414BL
M2614BL
M2814BL

サイズ
16"x14"
18"x14"
20"x14"
22"x14"
24"x14"
26"x14"
28"x14"

カバリング ・ フィニッシュ
Model No.
M1614BK
M1814BK
M2014BK
M2214BK
M2414BK
M2614BK
M2814BK

バスドラムシェル : 8 プライ、6 ミリ
メイプルシェルはセンシティブなレスポンスと豊かな鳴りが特長。明るく、音抜け
の良いオープンなサウンドはメイプルならではのものです。

¥109,000 (税抜価格)

22" x 14" メイプルシェル

(税抜価格)

税抜価格
￥143,000
￥143,000

All Maple shell

スネアドラムシェル : 6 プライ、5 ミリ
メイプルシェルはセンシティブなレスポンスと豊かな鳴りが特長。明るく、音抜け
の良いオープンなサウンドはメイプルならではのものです。

ラッカー・フィニッシュ

[ スペック ]
シェルマテリアル : 5mm, 6ply メイプル
サイズ : 6"x5.5", 6"x7", 8"x7.5", 10"x8", 12"x9.5", 13"x11", 14"x11.5"
フープ : 2.3mm スティール・マイティ・フープ
テンション数 : 6"=4, 8"=5, 10"=6, 12", 13", 14"=8
ラグ : アルミダイキャスト製
パーツフィニッシュ : クローム
シェルフィニッシュ : ラッカー 12 色 / カバリング 1 色 (P.100 をご参照ください )

専用のアタッチメントを開発することで、キャリアとバスドラムの一体感を極限まで高めたのが TAMA マー
チング・バスドラム。プレイヤーの体に完璧にフィットし、より高い次元での一体感を実現しました。バス
ドラムに求められる『パワフルで重量感のあるサウンド』、『フィールドの隅々まで音が行きわたる遠達性』
を実現した、ハイピッチ・チューニングの中にもアタックの効いたローサウンドが特長。プレイヤーの動き
やすさと、迫力のあるサウンドを兼ね備えています。

※重量にはアタッチメント、キャリア ( 別売）は含みません。
※受注生産の為、納期約 4 ヶ月の猶予を頂きます。
※付属のヘッドは TAMA Power Craft II となります。

14" x 9" メイプルシェル

プレイヤーの体型やプレイスタイルに合わせるため、タムタムのポジションを微調
整できる画期的なシステム。各シェルを繋ぐジョイント部に設けられた 4 ヶ所のボ
ルトを緩めることで、チューニングキーで簡単に変更可能。個人の好みに合わせて、
タムタムのアングルと、体までの距離を連動して調整できます。

MARCHING BASS DRUMS
TAMA が長年のドラム作りの中で培って来たノウハウを凝縮し、マーチングにおいて求められるサウンドと
機能を充溢させたモデル。それがこの TAMA マーチング・スネアドラムです。スネアサウンドの重要な要素
であるスネアガットには、“バズキラー・ミュート” と “デタッチャブル・ガットフレーム” といった機構を搭
載し、これまでに無かったような細かな「サウンド作り」を実現。更に、ストレイナーをシェルの上部に取
り付けることで演奏時にも ON/OFF を容易にできる “ハイポジション・ストレイナー” といった今まで誰も
思い付かなかった全く新しい数多くの機構を採用し、高いプレイアビリティを実現しました。

M1409SL-GDF

テナードラムシェル : 6 プライ、5 ミリ

サイズ
16"x14"
18"x14"
20"x14"
22"x14"
24"x14"
26"x14"
28"x14"

税抜価格
￥97,000
￥99,000
￥106,000
￥109,000
￥117,000
￥124,000
￥140,000

重量
5.8kg
7.8kg
8.1kg
8.6kg
9.8kg
10.7kg
11.2kg

税抜価格
￥91,000
￥93,000
￥99,000
￥103,000
￥110,000
￥116,000
￥133,000

重量
6kg
8kg
8.3kg
9kg
10.2kg
11.2kg
11.7kg

Noiseless Carrier Attachment

一般的なマーチング・バスドラムに採用されている、フックに吊るしてキャリアに
取り付けるという構造では、バスドラム本体の「揺れ」が発生します。それによっ
て確実にドラムを体に固定することができず、演奏時に一体感を得ることは困難で
した。
TAMA マーチング・バスドラムではスネアドラムやテナードラムと同じジョイント
を搭載することで、キャリアにしっかりと固定し、体と楽器の間に存在していた遊
びを徹底的に排除。その結果、不要なノイズを出すことなく、プレイヤーとバスド
ラムの「一体感」を実現しています。

[ スペック ]
シェルマテリアル : 6mm, 8ply メイプル
サイズ : 16"x14", 18"x14", 20"x14", 22"x14", 24"x14", 26"x14", 28"x14"
フープ : ウッドフープ ( グロス・ブラック・ラッカー仕上げ )
テンション数 : 16"-18"=8 テンション , 20"-28"=10 テンション
ラグ : アルミダイキャスト製
パーツフィニッシュ : クローム
シェルフィニッシュ : ラッカー 12 色 / カバリング 1 色 (P.100 をご参照ください )
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SILVER ARMOR CARRIERS FOR SNARE DRUMS

CSASDT

SILVER ARMOR CARRIERS FOR BASS DRUMS

マーチングドラムでの過酷な環境においても、プレイヤーが演奏とドリルに集中出来るように、『快適性・安
定性・耐久性』を追求したオリジナルキャリア、それがこの “シルバー・アーマー・キャリア” です。シンプ
ルな構造ながらも、肩から背中に当たる部分のパッドは、プレイヤーへの負担を限りなく抑えるものを採用。
また、アングルを調整することで、プレイヤーの体型に合わせた最適なアレンジを可能にします。また、チュー
ニング・キーで調整を行うことが出来ますので、余分な工具は不要です。他にも、ドラムをキャリアに確実
にロックする機構など、細部にまで徹底してこだわり作り込んだ シルバー・アーマー・キャリアは、プレイヤー
の最高のパフォーマンスをサポートします。

マーチングドラムでの過酷な環境においても、プレイヤーが演奏とドリルに集中出来るように、『快適性・安
定性・耐久性』を追求したオリジナルキャリア、それがこの “シルバー・アーマー・キャリア” です。シンプ
ルな構造ながらも、肩から背中に当たる部分のパッドは、プレイヤーへの負担を限りなく抑えるものを採用。
また、アングルを調整することで、プレイヤーの体型に合わせた最適なアレンジを可能にします。また、チュー
ニング・キーで調整を行うことが出来ますので、余分な工具は不要です。他にも、ドラムをキャリアに確実
にロックする機構など、細部にまで徹底してこだわり作り込んだ シルバー・アーマー・キャリアは、プレイヤー
の最高のパフォーマンスをサポートします。

Safety Lock Mount

Safety Lock Mount

ドラムとキャリアのマウント部分には、引っ掛けるだけで着脱可能な機構を、全て
のシルバー・アーマー・キャリアに採用。取り付けた後、黒のロックレバーを倒す
ことでロックがかかり、ドラムの脱落を防止します。

CSABDT

¥38,000 (税抜価格)

TAMA マーチングスネアドラム専用キャリア

¥38,000 (税抜価格)

TAMA マーチングバスドラム専用キャリア

[ 主な機構 ]
【各種調整機構】高さ方向の伸縮は 130 ㎜の範囲で調整可能。パッド角度調整、肩パ
イプ角度調整、バックレスト角度調整が可能。
【パッド】腹部のパッドは取り外して位置を調整でき、肩部のパッドはパイプを軸に回
転し、より体にフィットするように調整可能。
【ポジショニングバー】スネア、テナーキャリアは 2 本の J バーを繋ぎ、その間隔を一
定に保つポジショニングバーを搭載。
【ティルトシステム】: スネア、テナーキャリアには、ドラムをティルトアップした際
でもドラムとキャリアが接触しないように、バンパーが搭載されています。

Perfect Fit Carriers

数々のオリジナル調整機構を採用することで、プレイヤー 1 人 1 人の体型に合わせ
たセッティングを可能にします。
高さ調整 : ドラムを取りつける J バーと腹部のプレートによって、高さを 130 ミリ
の幅でスライド調整することが可能。
ショルダー・パッド角度調整 : 肩から背中に当たる部分のパッドはパイプを回るよ
うにフレキシブルに可動。
バックレスト調整 : ショルダーパイプと独立してバックレストのアングルを調整す
ることが出来ますので、パッドを " 面 " で背中に接地させることで圧力を分散し、
プレイヤーの体の負担を大幅に軽減します。

SILVER ARMOR CARRIERS FOR TENOR DRUMS

CSATNT

ドラムとキャリアのマウント部分には、引っ掛けるだけで着脱可能な機構を、全て
のシルバー・アーマー・キャリアに採用。取り付けた後、黒のロックレバーを倒す
ことでロックがかかり、ドラムの脱落を防止します。特にバスドラム用キャリアでは、
ノイズレス・キャリア・アタッチメントとの組み合わせにより、バスドラムの揺れ
とガタツキを防止することで、今まで得ることのできなかったドラムと体の一体感
を実現しました。

Perfect Fit Carriers

数々のオリジナル調整機構を採用することで、プレイヤー 1 人 1 人の体型に合わせ
たセッティングを可能にします。
高さ調整 : ドラムを取りつける J バーと腹部のプレートによって、高さを 130 ミリ
の幅でスライド調整することが可能。
ショルダー・パッド角度調整 : 肩から背中に当たる部分のパッドはパイプを回るよ
うにフレキシブルに可動。
バックレスト調整 : ショルダーパイプと独立してバックレストのアングルを調整す
ることが出来ますので、パッドを " 面 " で背中に接地させることで圧力を分散し、
プレイヤーの体の負担を大幅に軽減します。

SAFETY LOCK MARCHING STAND FOR SNARE DRUMS

マーチングドラムでの過酷な環境においても、プレイヤーが演奏とドリルに集中出来るように、『快適性・安
定性・耐久性』を追求したオリジナルキャリア、それがこの “シルバー・アーマー・キャリア” です。シンプ
ルな構造ながらも、肩から背中に当たる部分のパッドは、プレイヤーへの負担を限りなく抑えるものを採用。
また、アングルを調整することで、プレイヤーの体型に合わせた最適なアレンジを可能にします。また、チュー
ニング・キーで調整を行うことが出来ますので、余分な工具は不要です。他にも、ドラムをキャリアに確実
にロックする機構など、細部にまで徹底してこだわり作り込んだ シルバー・アーマー・キャリアは、プレイヤー
の最高のパフォーマンスをサポートします。

TAMA マーチング・ドラム専用のスタンドは、『ドラムの重心をスタンドの中心で支えること』、『360 度、ど
んなポジションでも演奏できること』、そして『全てのサイズに適合したスタンドであること』をコンセプト
に開発されました。
更に、シルバー・アーマー・キャリアと同じく、ドラムの脱落を防ぐセーフティ・ロック機構を全てのスタ
ンドで採用することで、安全に、安心して練習できる環境を提供します。

Safety Lock Mount

Safety Lock Mount

ドラムとキャリアのマウント部分には、引っ掛けるだけで着脱可能な機構を、全て
のシルバー・アーマー・キャリアに採用。取り付けた後、黒のロックレバーを倒す
ことでロックがかかり、ドラムの脱落を防止します。

HMSD79WN

¥38,000 (税抜価格)

TAMA マーチングテナードラム専用キャリア
[ 主な機構 ]
【各種調整機構】高さ方向の伸縮は 130 ㎜の範囲で調整可能。パッド角度調整、肩パ
イプ角度調整、バックレスト角度調整が可能。
【パッド】腹部のパッドは取り外して位置を調整でき、肩部のパッドはパイプを軸に回
転し、より体にフィットするように調整可能。
【ポジショニングバー】スネア、テナーキャリアは 2 本の J バーを繋ぎ、その間隔を一
定に保つポジショニングバーを搭載。
【ティルトシステム】: スネア、テナーキャリアには、ドラムをティルトアップした際
でもドラムとキャリアが接触しないように、バンパーが搭載されています。

[ 主な機構 ]
【各種調整機構】高さ方向の伸縮は 130 ㎜の範囲で調整可能。パッド角度調整、肩パ
イプ角度調整、バックレスト角度調整が可能。
【パッド】腹部のパッドは取り外して位置を調整でき、肩部のパッドはパイプを軸に回
転するので、より体にフィットするように調整可能。
【ツーウェイ・ポジショニング】バスキャリアは口径に応じて 2 種類のセッティングが
できます。

ドラムをスタンドに取り付けた後、黒のロックレバーを倒すことでロックがかかり、
ドラムの脱落を防止します。

¥23,000 (税抜価格)

TAMA スネアドラム専用スタンド

Perfect Fit Carriers

数々のオリジナル調整機構を採用することで、プレイヤー 1 人 1 人の体型に合わせ
たセッティングを可能にします。
高さ調整 : ドラムを取りつける J バーと腹部のプレートによって、高さを 130 ミリ
の幅でスライド調整することが可能。
ショルダー・パッド角度調整 : 肩から背中に当たる部分のパッドはパイプを回るよ
うにフレキシブルに可動。
バックレスト調整 : ショルダーパイプと独立してバックレストのアングルを調整す
ることが出来ますので、パッドを " 面 " で背中に接地させることで圧力を分散し、
プレイヤーの体の負担を大幅に軽減します。

[ 主な機構 ]
【Stable Set-up System】
TAMA マーチング・スタンドには、高い安定性を実現するアイデア “センター・ポジショ
ン・セッティング”、“セーフティ・ロック・マウント” を採用。安定したプレイ環境を
提供します。
【Center Position Setting】
全てのスタンドは、各ドラムをセットした際に最も安定感のあるポジション、つまり
ドラムの重心とスタンドの中心が同じになるように設計されており、不意の楽器の転
倒を防ぐことができます。

Snare Anti-Shake System

L 型バーの上部パイプに取り付けられたラバーがスネアドラムを支えることにより、
演奏中の揺れを軽減します。

Upside Down Setting
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スネアドラムのボトムサイドを上側にしてセッティングすることができますので、
ミュートの調整やチューニングの際に便利です。

SAFETY LOCK MARCHING STAND FOR TENOR DRUMS
TAMA マーチング・ドラム専用のスタンドは、『ドラムの重心をスタンドの中心で支えること』、『360 度、ど
んなポジションでも演奏できること』、そして『全てのサイズに適合したスタンドであること』をコンセプト
に開発されました。
更に、シルバー・アーマー・キャリアと同じく、ドラムの脱落を防ぐセーフティ・ロック機構を全てのスタ
ンドで採用することで、安全に、安心して練習できる環境を提供します。

Safety Lock Mount

MARCHING PERCUSSION ACCESSORES
マーチングドラム用のアクセサリー。
THDK20 はマーチングドラム専用の、ハイテンションチューニングキー。
その他、バスドラム / スネアドラムのサウンドを調整できるアクセサリーをラインナップしています。

ドラムをスタンドに取り付けた後、黒のロックレバーを倒すことでロックがかかり、
ドラムの脱落を防止します。

HI-TENSION TUNING KEY
HMTN79WN

THDK20

¥23,000 (税抜価格)

MGF14HD

マーチングドラム専用のチューニング・
キー。

TAMA テナードラム専用スタンド
[ 主な機構 ]
【Stable Set-up System】
TAMA マーチング・スタンドには、高い安定性を実現するアイデア “センター・ポジショ
ン・セッティング”、“セーフティ・ロック・マウント” を採用。安定したプレイ環境を
提供します。
【Center Position Setting】
全てのスタンドは、各ドラムをセットした際に最も安定感のあるポジション、つまり
ドラムの重心とスタンドの中心が同じになるように設計されており、不意の楽器の転
倒を防ぐことができます。

HARD GUT FRAME ASSEMBLY

Positioning Bar

※ 2020 年夏発売予定

2 本のサポート・バーを連結することで素早いセッティングを可能にする機構。また、
上段部は折り畳むことが可能な為、運搬の際に便利です。

Tenor Anti-Shake Support Bar

サポート・バーがテナーを下から支えることで演奏中の揺れを抑え、より安定感の
あるプレイ環境を提供します。

TAMA マーチング・スネアドラム標準装
備の、硬質な材を用いたスネアガットフ
レームです。
明るく、粒立ちの良いサウンドが特長で
す。

¥2,000 (税抜価格)

¥11,000 (税抜価格)

BACK SUPPORT BELT FOR CARRIER

BASS DRUM HOOP GUARD

CSABSB

MBRG14

TAMA マーチング・キャリアに取り付け
可能なサポートベルト。クッション性の
高いウレタン素材のパッドを採用し、プ
レイヤーに掛かる負担を軽減します。ま
た、ベルトには簡単に着脱が出来るよう、
スナップロックを採用しています。

SAFETY LOCK MARCHING STAND FOR BASS DRUMS

バスドラムのフープに取り付けること
で、リムショットによるフープへのダ
メージを防ぎます。ゴムのクッションを
内部に取り付けており、プレイ中の滑り
や、フープ自体への傷付きを防止します。

TAMA マーチング・ドラム専用のスタンドは、『ドラムの重心をスタンドの中心で支えること』、『360 度、ど
んなポジションでも演奏できること』、そして『全てのサイズに適合したスタンドであること』をコンセプト
に開発されました。
更に、シルバー・アーマー・キャリアと同じく、ドラムの脱落を防ぐセーフティ・ロック機構を全てのスタ
ンドで採用することで、安全に、安心して練習できる環境を提供します。

¥5,000 (税抜価格)

¥2,500 (税抜価格)

BASS DRUM MUTE

SNARE PROJECTOR
MBSP2

Safety Lock Mount

HMBD79WN

TPS14B/C/W

バスドラム用のスポンジ製ミュート。バ
スドラムの外周に沿って、ヘッド内面に
貼り付けて使用します。

ドラムをスタンドに取り付けた後、黒のロックレバーを倒すことでロックがかかり、
ドラムの脱落を防止します。

スネアドラムのボトムフープにマジック
テープで取り付けることで、音をより前
方に集中させるためのアクセサリーで
す。
黒・クリア・白の 3 種類からお選び頂け
ます。

※ 2m 長さ、2 本セットです。

TPS14B ( ブラック ) \3,000 ( 税抜価格 )
TPS14C ( クリア ) \3,000 ( 税抜価格 )
TPS14W ( ホワイト ) \3,000 ( 税抜価格 )

¥23,000 (税抜価格)

TAMA バスドラム専用スタンド
[ 主な機構 ]
【Stable Set-up System】
TAMA マーチング・スタンドには、高い安定性を実現するアイデア “センター・ポジショ
ン・セッティング”、“セーフティ・ロック・マウント” を採用。安定したプレイ環境を
提供します。
【Center Position Setting】
全てのスタンドは、各ドラムをセットした際に最も安定感のあるポジション、つまり
ドラムの重心とスタンドの中心が同じになるように設計されており、不意の楽器の転
倒を防ぐことができます。

¥1,500 (税抜価格)

¥3,000 (税抜価格)

TAMA LOGO STICKER -White-

TAMA LOGO STICKER -Black-

TLS120WH

TLS120BK

カラー : ホワイト
サイズ : 60mm x 275mm

カラー : ブラック
サイズ : 60mm x 275mm

バスドラムのヘッド用ロゴステッカー。

¥1,200 (税抜価格)
104

バスドラムのヘッド用ロゴステッカー。

¥1,200 (税抜価格)
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TAMA “IRON WORKS” MICROPHONE STANDS
TAMA Iron Works( アイアン・ワークス ) シリーズは、よりプロフェッショナルな分野での使用を目的としたハイエンドモデル。プロユースを想定した自由度の高い調整機能と圧倒的な保持力。
そして何より抜群の安定感を生み出す重量感のある構造は、あらゆるシーンの要望に的確にお応えします。
Iron Works Studio( アイアン・ワークス・スタジオ ) シリーズは、ブームアーム部やティルター部、そして 3 脚ベース部に至るまで専用機構を採用した最上位モデル。3 脚部の脚棒を中空構造の
パイプではなく、実体ロッドとしたことによる重量感は、圧倒的な安定性を実現し、シビアなサウンドを要求されるスタジオでのレコーディングで活躍します。
Iron Works Tour( アイアン・ワークス・ツアー ) シリーズは、既存の TAMA マイクスタンドの主要な機構を取り入れつつ、テレスコ・ブームアームやダイキャスト製のロックナットなどの機構も
採用したモデル。ブームティルター部にラバープレートを採用したことによる強い角度保持力を始め、細部に至るまでこだわって開発された調整機構が簡単な操作で優れた安定感を実現します。
迅速なセットアップ / ティアダウンと、使用時の安定性を求められるライブハウスやホールでの使用に最適です。

IRON WORKS STUDIO BOOM STAND

IRON WORKS STUDIO SHORT BOOM STAND

MS736BK

MS736LBK

先端部に実体ロッドを採用したテレス
コ・ブームアームや、強力なトルクで固
定できるブーム角度調整機構、実体ロッ
ドを用いて低重心化を図った脚部などの
機構を持ったブームマイクスタンド。プ
ロフェッショナルなレコーディングスタ
ジオでの使用を想定し、スタンドからの
ノイズを防止しつつ、安定してマイクを
保持することができます。

¥17,000 (税抜価格)

高さ調整幅 : 975mm – 1650mm
ブームアーム長さ : 505mm – 850mm
重量 : 5.4kg ( ウェイト 0.5Kg 含む )
ブーム先端部ネジ径 : 3/8” (3/8” → 5/8”
変換アダプター付属 )

IRON WORKS TOUR BOOM STAND

マイクを低い位置で保持するためのロー
ポジション用ブームマイクスタンド。先
端部に実体ロッドを採用したテレスコ・
ブームアームや、強力なトルクで固定で
きるブーム角度調整機構、実体ロッドを
用いて低重心化を図った脚部など、さま
ざまな機構を採用しました。
高さ調整幅 : 440mm – 605mm
ブームアーム長さ : 505mm – 850mm
重量 : 4.7kg ( ウェイト 0.5Kg 含む )
ブーム先端部ネジ径 : 3/8” (3/8” → 5/8”
変換アダプター付属 )

¥17,000 (税抜価格)

IRON WORKS TOUR SHORT BOOM STAND

MS436BK

MS436LBK

MS436BK は、TAMA が長年生産 / 販売
を続ける MS205BK のスペックをベース
に、先端部に実体ロッドを採用したテレ
スコ・ブームアームタイプのマイクスタ
ンド。迅速なセットアップ / 撤収と、安
定感を求められるライブハウスやホール
での楽器の集音に最適です。

MS436LBK は、バスドラムやギターア
ンプのマイキングに最適なローポジショ
ン用、ブームマイクスタンド。先端部に
実体ロッドを採用したテレスコ・ブーム
アームを採用しており、迅速なセット
アップ / 撤収と、安定感を求められる
ライブハウスやホールにおいて活躍しま
す。

高さ調整幅 : 985mm – 1660mm
ブームアーム長さ : 505mm – 845mm
重量 : 3.9kg ( ウェイト 0.2Kg 含む )
ブーム先端部ネジ径 : 3/8” (3/8” → 5/8”
変換アダプター付属 )

¥12,500 (税抜価格)

¥12,500 (税抜価格)

MICROPHONE HOLDER

MICROPHONE HOLDER
TMH02

高さ調整幅 : 440mm – 605mm
ブームアーム長さ : 505mm – 845mm
重量 : 3.1kg ( ウェイト 0.2Kg 含む )
ブーム先端部ネジ径 : 3/8” (3/8” → 5/8”
変換アダプター付属 )

UMH02

テーパータイプのマイクホルダー。マイ
クスタンドの先端ネジ径が 5/8" のモデ
ルと、3/8" 径のモデル に適合していま
す。
※ 3/8" 径モデルの場合は、本体付属の
3/8" → 5/8" 変換アダプターをご使用く
ださい。

クリップタイプのマイクホルダー。マイ
クスタンドの先端ネジ径が 5/8" のモデ
ルと、3/8" 径のモデル に適合していま
す。
※ 3/8" 径モデルの場合は、本体付属の
3/8" → 5/8" 変換アダプターをご使用く
ださい。

¥800 (税抜価格)

¥900 (税抜価格)

QUICK RELEASE

STANDARD SERIES MIC STAND BAG
TQR38

MS-BAGN

ノブを押すだけで、マイクをホルダーご
とスタンドから簡単に取り外せるアタッ
チメント。
ライブ会場など、多くのマイクを使用す
る場面で素早い取り付け、および取り外
しをサポートします。

¥2,400 (税抜価格)

マイクスタンド一本を持ち運ぶのに便利
なナイロン製バッグ。
サイズ : 幅 200mm x 長さ 1,120mm

¥800 (税抜価格)
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TAMA MICROPHONE STANDS

MICROPHONE STANDS PARTSM

ドラムのハードウェア開発・生産のノウハウを活かし、TAMA がマイクスタンドの製造を始めたのは 1981 年。40 年近くに渡り、高い耐久性とリペアの容易さ、使い易さを重視した操作性でご好
評頂いているベストセラー・スタンドです。
高い汎用性を持つブームマイクスタンドは、全く同じ機能を持ちつつも、キズや汚れに強いクロームメッキ仕様と、ステージ等でのライティングの乱反射を防ぐブラック仕様の 2 タイプをライン
ナップしています。ボーカリストや設置スペースの限られた場所でも使用できるストレートマイクスタンドは、脚部の形状の異なる 2 モデルを。さらに、ドラムのバスドラムのマイキングやギター
アンプのマイキングにも適した、ショートブームマイクスタンドの全 5 モデルです。
さらに、マイクスタンドと同じ構造を三脚部に採用することで、抜群の安定性を誇るギタースタンドもラインナップ。さまざまなサイズ、シェイプのギターに対応することが可能なプロユースモ
デルです。

MS205 / MS205BK / MS205STBK
No.
1
14
13

1-1
1-2
2
2-1
2-2
2-3
3

12

11-1
11-3
11-2

BOOM STAND -CHROME-

BOOM STAND -BLACKMS205

11

5
4
8

MS205BK

MS205 は、長めの脚パイプとダイキャ
ストベースにより安定性抜群のブームマ
イクスタンド。キズや汚れにも強い、ク
ロームメッキ仕様。

MS205BK は、 長 め の 脚 パ イ プ と ダ イ
キャストベースにより安定性抜群のブー
ムマイクスタンド。照明の乱反射を防ぐ、
ブラックフィニッシュ仕様。

高さ調整幅 : 960mm – 1,600mm
ブームアーム長さ : 830mm
重量 : 3.2kg
ブーム先端部ネジ径 : 3/8" (3/8" → 5/8"
変換アダプター付属 )

3

LOW PROFILE BOOM STAND -BLACK-

STRAIGHT STAND -BLACK-

MS205STBK

7-2
7-1
6

MS200BK は、脚パイプを短めに設定す
ることで、小スペースでもセッティング
可能なストレートマイク。照明の乱反射
を防ぐ、ブラックフィニッシュ仕様。

STRAIGHT STAND WITH ROUND BASE -BLACK-

MICROPHONE ADAPTER

高さ調整幅 : 895mm – 1,510mm
重量 : 4.8kg
パイプ先端部ネジ径 : 3/8" (3/8" → 5/8"
変換アダプター付属 )

5
4

5

7

7-2
7-1
6

B

MS200DBK は、ボーカリストに最適な
丸座ベースのストレートマイクスタン
ド。照明の乱反射を防ぐ、ブラックフィ
ニッシュ仕様。

(MS200BK)

9
8

3

¥8,200 (税抜価格)

MS200DBK

MS200BK / MS200DBK

4

¥9,500 (税抜価格)

マイクスタンド先端部のネジに取り付け
ることで、ネジ径を変換できるアダプ
ター。
全モデル￥400( 税抜価格 ) 写真。
それぞれ左から
AD12C: 3/8" → PF1/2 に変換
AD516: 3/8" → 5/16" に変換
AD58E: 3/8" → 5/8" に変換
AD58: 3/8" → 5/8" に変換

2-1 2-2

1-1
A

B-1

1

2-3
2

1-2

1-5

1-1
1-11

2-1

TAMA GUITAR STAND

上 段 ホ ル ダ ー 高 さ 調 整 幅 : 530mm –
770mm
重量 : 2.5kg

No.
1
1-1
1-2
2
2-1
2-2
2-3
A
3
B
B-1
4
5
6
7
7-1
7-2
8
9

品番
MS200-1B
JBMS2
205-RF
BSMS2
205-NB1
IN8
205-TB
MS200D-1
MS205-2B
MS200D-2B
TS830W
205-PR1
205-GPB
205-BB
MS200-3B
205-PRB
205-PRA
205-LN
AD58E

No.
1

品番
839-1N

839

¥9,000 (税抜価格)

マイクスタンドと同じ構造を三脚部に採
用することで、抜群の安定性を獲得した
プロ・グレードのギタースタンド。回転
する下段ホルダーと、高さ調整可能な上
段ホルダーの組み合わせにより、さまざ
まなサイズ、シェイプのギターに対応す
ることが可能です。

定価 ( 税抜価格 )
¥1,500
¥1,500
¥1,500
¥600
¥150
¥1,800
¥300
¥100
¥300
¥2,000
¥2,400
¥1,500
¥300
¥800
¥800
¥200
¥2,500
¥2,500
¥2,000
¥200
¥200
¥800
¥600
¥1,000
¥1,800
¥400
¥100
¥350
¥2,000
¥2,000
¥2,000
¥200
¥400

品名
脚部 (1pc) ブラック仕様
脚棒取り付けブッシュ ( ボルトナット付 )
脚ゴム (1pc)
ベース部一式
ベース用ナイロンブッシュ
挿入ナット
ベース用 T ボルト (M8x14mm)
円盤ベース
下段パイプ一式 ( グリップ部除く ) ブラック仕様
下段パイプ ブラック仕様
T ボルト (M8x30mm)、ワッシャー (x2）、スプリングワッシャー・セット
締付プラスティックリング (1pc)
グリップ ブラック仕様
ゴムクッション
上段パイプのみ ブラック仕様
揺れ止めリング ( 下方 )
抜け止めリング ( 上方 )
ロックナット (3/8")
アダプター (3/8"→5/8")

定価 ( 税抜価格 )
¥1,500
¥600
¥150
¥1,800
¥300
¥100
¥300
¥2,500
¥2,000
¥2,800
¥400
¥300
¥800
¥200
¥2,500
¥200
¥200
¥200
¥400

品名
スタンド下部のみ
ボルト (M8x40mm)、スプリング、ワッシャー、
T 型ナット・アッセンブリー
Ｔ型ナット (M8、2 ヶ )
ナイロンブッシュ (22.2mm-19.1mm)
ボルト(M8x35mm)、ワッシャー、T 型ナット (M8) セット
根角ボルト (M8x35mm)
脚部 (1pc)
脚棒取り付けブッシュ ( ボルトナット付 )
脚ゴム
ラウンドスクリュー
スタンド上部一式
上部ホルダー
下部ホルダー

定価 ( 税抜価格 )
¥5,000

1-2

1

839

品名
脚部 (1pc)
脚部 (1pc) ブラック仕様
脚部 (1pc) ブラック仕様
脚棒取り付けブッシュ ( ボルトナット付 )
脚ゴム (1pc)
ベース部一式
ベース用ナイロンブッシュ
インサートナット (M8)
ベース用 T ボルト (M8x14mm)
下段パイプ一式 ( グリップ部除く )
下段パイプ一式 ( グリップ部除く ) ブラック仕様
下段パイプ一式 ( グリップ部除く ) ブラック仕様
締付プラスティックリング (1pc)
グリップ
グリップ ブラック仕様
ゴムクッション
上段パイプ一式 ( ティルター受部付 )
上段パイプ一式 ( ティルター受部付 ) ブラック仕様
上段パイプ一式 ( ティルター受部付 ) ブラック仕様
振れ止めリング ( 下方 )
抜け止めリング ( 上方 )
ラバーワッシャー (1pr)
ブームプレート
締めハンドル一式
ブームホルダー一式
ブームホルダー用ナイロンブッシュ
インサートナット (M6)
ラウンドスクリュー
ブームパイプのみ
ブームパイプのみ ブラック仕様
ブームパイプのみ ブラック仕様
ロックナット (3/8")
アダプター (3/8"→5/8")

1

1-2

高さ調整幅 : 910mm – 1,550mm
重量 : 2.3kg
パイプ先端部ネジ径 : 3/8" (3/8" → 5/8"
変換アダプター付属 )

高さ調整幅 : 430mm – 560mm
ブームアーム長さ : 510mm
重量 : 2.3kg
ブーム先端部ネジ径 : 3/8" (3/8" → 5/8"
変換アダプター付属 )

13
14

1-1

MS200BK

MS205STBK は、バスドラムやギターア
ンプのローアングルのマイキングに最適
な、ショートブームマイクスタンド。照
明の乱反射を防ぐ、ブラックフィニッ
シュ仕様。

7-1
7-2
8
9
10
11
11-1
11-2
11-3
12

7
2-1 2
2-2

2-3

¥11,000 (税抜価格)

6
7

10

高さ調整幅 : 960mm – 1,600mm
ブームアーム長さ : 830mm
重量 : 3.2kg
ブーム先端部ネジ径 : 3/8" (3/8" → 5/8"
変換アダプター付属 )

¥11,500 (税抜価格)

4
5

9

品番
MS205-1
MS205-1B
MS200-1B
JBMS2
205-RF
BSMS2
205-NB1
IN8
205-TB
MS205-2
MS450-2B
MS205ST-2B
205-PR1
205-GP
205-GPB
205-BB
MS205-3
MS205-3B
MS205ST-3B
205-PRB
205-PRA
205-RW
205-BP
205-HDS
455-BH
455-NBS
IN6
205-NNB
MS205B-1
MS205B-1B
MS205ST-4B
205-LN
AD58E

1-3

1-31

1-11
1-5
2

1-41

1-1

HBS840WN8

1-11
1-2
1-3
1-31
1-4
1-41
1-42
1-5
2
2-1
3

WN8P
NB2219R8
B835WN8
B835
MS200-1
JBMS2
205-RF
205-NN
839-2N
839-22N
839-13N

1-4
1-42

3

¥10,000 (税抜価格)
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¥500
¥400
¥300
¥250
¥100
¥1,500
¥600
¥150
¥200
¥3,000
¥1,500
¥3,000

適合機種
MS205
MS205BK
MS205STBK

MS205
MS205BK
MS205STBK
MS205
MS205BK/MS205STBK
MS205
MS205BK
MS205STBK

MS205
MS205BK
MS205STBK

※空欄は3 機種共通です。

適合機種
MS200BK
MS200BK
MS200BK
MS200BK
MS200BK
MS200BK
MS200BK
MS200DBK
MS200BK
MS200DBK
MS200DBK

※空欄は両機種共通です。

TAMA ARTISTS -INTERNATIONAL

TAMA ARTISTS -JAPAN

Tim Alexander

Kenny Aronoff

Tony Austin

Rafael Barata

Frank Beard

Charlie Benante

Pete Ray Biggin

AKANE

Allen

池畑 潤二

臼井 かつみ

大井 一彌

Otsuki

上別府 仁

Bill Bruford

Ronald Bruner Jr.

Chad Butler

Dean Butterworth

Matt Byrne

Nathan Camarena

Furio Chirico

叶 亜樹良

亀井 亨

川西 幸一

城戸 紘志

熊谷 徳明

KEN'ICHI

K.O.U

John Clardy

Billy Cobham

Jeremy Colson

Stewart Copeland

Leo Crabtree

Dale Crover

Abe Cunningham

粉川心

小柳 “Cherry” 昌法

斉藤 ノヴ

酒井 愁

佐藤 シンイチロウ

清水陸生

SHUJI

Brann Dailor

Adam Deitch

John Dolmayan

Mario Duplantier

Frederik Ehmke

Adrian Erlandsson

Peter Erskine

SHiN

スティーヴ エトウ

SUNE

Spear Rib

勢喜遊

そうる 透

平陸

Alan Evans

Chris Fehn

Matt Garstka

Taylor Gordon

Thom Green

Keith Harris

Gavin Harrison

高橋 幸宏

たちばな 哲也

田森 篤哉

丹下 眞也

寺本 英司

西田 "Dragon" 竜一

長谷川 浩二

Rodney Holmes

Debbie Knox-Hewson

Dave Lombardo

Morten Lund

George "Spanky" McCurdy

Jukka Nevalainen

Matt Nicolls

はな

ピエール中野

平里 修一

HIROKI

HIROSHI

古田 たかし

FUMIYA

Anika Nilles

Cherisse Ofosu-Osei

Ulysses Owens Jr.

Sean Paddock

Pete Parada

Nick Pierce

Simon Phillips

FUYU

ペギ

hellnian

ホセコロン / Jose Colon

MAH

松浦 千昇

松尾 篤佳

Mike Portnoy

Sean Reinert

John Roberts

Bennie Rodgers II

Kaz Rodriguez

Alex Rudinger

Billy Rymer

松下マサナオ

Mari

ミツヤスカズマ

實成 峻

三輪 幸宏

むらたたむ

Momoko

Anup Sastry

Kevin "KJ" Sawka

Joe Saylor

Michael Schack

Robert 'Sput' Searight

Tommy Snyder

Jeremy Stacey

茂木 欣一

もりもりもと

やっち

山田 雅人

山中 綾華

Yuta Nakamura

Yudai

John Stainier

James Stewart

John Tempesta

Eddy Thrower

Lars Ulrich

Dirk Verbeuren

Dani Wang

YUKI

吉木 諒祐

YOSHIKI

吉田 太郎

RYUGA

REIJI

渡辺 拓郎

Primus

Earthworks

Tera Melos

Mastodon

Soulive

Randy Brecker, Independent

Independent

Sons of Apollo, Neal Morse Band, Metal
Allegiance

Independent

Battles, Tomahawk

Supersonic Blues Machine, Sessions

Kamasi Washington

Lettuce, Break Science

Charli XCX

Simple Minds

Independent

Pendulum, Illenium

Vader, Written in Waters, Divine Chaos

Kamasi Washington

Switchfoot

Steve Vai

System of a Down

Animals as Leaders

Dead Cross, Suicidal Tendencies

Christian McBride Trio, New Century Jazz
Quintet

Janet Jackson

Jon Batiste & Stay Human

The Cult

Lisa Ono

Good Charlotte, Sugar Ray

The Police

Gojira

DAYA

Kenny Chesney, Sessions

BLACKPINK, Big Bang

Independent

Independent

110

ZZ Top

Hatebreed

The Prodigy

Blind Guardian

Alt-J

Lauryn Hill

The Offspring

Josh Groban, Independent

Ghost-Note

Metallica

Anthrax

Chon

The Melvins

At the Gates

Black Eyed Peas

Unearth

Independent

GODIEGO

Megadeth

Level 42

Arti e Mestieri, The Trip

Deftones

Porcupine Tree, King Crimson
*Endorses Speed Cobra pedal only

Bring Me The Horizon

Protocol

Independent

King Crimson

ChthoniC

BAND-MAID

気志團

ex.jizue

Gacharic Spin, DOLL$BOXX
*Endorses hardware only

Red Diamond Dogs

Yasei Collective、Gentle Forest
Jazz Band

東京スカパラダイスオーケストラ

Versailles, 運命交差点

Serenity In Murder, BB イコール ,
KIRITO, Leda

GRAPEVINE

LINDBERG, ROLL-B DINOSAUR

Demi Semi Quaver

SPARKS GOGO, THE PRIMALS, ultraUB
*Endorses hardware only

凛として時雨

グッドモーニングアメリカ , Asuralbert II

Mary's Blood

ヤバイ T シャツ屋さん

THE NOVEMBERS, MEAT EATERS

ROUTE17Rock 'nRoll orchestra,
RGP, HEAT WAVE.

UNICORN, 電大

unkie

©HIRO KIMURA

NOBU CAINE

GOOD4NOTHING
*Endorses hardware only

eastern youth

斉藤和義 , 藤井尚之

石鹸屋

ポルカドットスティングレイ

ヒステリックパニック

X JAPAN

Haregalas、Las Oceanas

DATS, yahyel

TRIX

the pillows

MAN WITH A MISSION

OUTRAGE

King Gnu

OVER ARM THROW

D

ROTTENGRAFTTY
*Endorses signature stick only

Jose Colon Project、玉置浩二

BLINDMAN / 刃 -yaiba-

シュノーケル

Muvidat, SHAKALABBITS

クアイフ

Mrs. GREEN APPLE

THE ALFEE

111

ALLOFF

Kyotaro&Rikuo ( 京陸 )

Copyright© D's Studio All Rights reserved.

Ra:IN, PUNISH, LOUDNESS (Support)

CHAR, 佐野元春 &The Hobo King Band,
Mari&Bux Bunny シーズン 3, 布袋寅泰

Yukino & FamPocket, 空間 , 黒船

NEMOPHILA

EIGHT OH KLASSIX

ex.FAKE ISLAND

winnie

SILHOUETTE FROM THE SKYLIT

GYZE

Tenpack, 竜 理 長, 筋 肉 少 女 帯 ,
abingdon boys school

GALNERYUS, Unlucky Morpheus,
猫曼珠 -nekomanju-

JAWEYE

マオ from SID

AIR SWELL, deadbites

藍坊主

