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A B O U T  S E L M E R

アンリ・セルマー氏によってパリに最初の工房が開設されて以来130年以上の実績があります。
・フランスで最初の総合管楽器メーカーです。
・プロフェッショナル用サクソフォンの世界的な先駆です。
・世界が認めるブランドネームです。
・サクソフォン・クラリネット・マウスピースの3つのカテゴリーを幅広く生産しています。

セルマー家が脈 と々受け継ぐフランスの企業です。

セルマーという名前は言うまでもなくサクソフォンそのものと重ねて認識されており、実際現在のセル
マー・パリ社の活動の半分以上はサクソフォン関連に費やされています。
1921年12月に最初のサクソフォン（モデル22）が発表されてから、それぞれの新製品（シガーカッター
からバランスド・アクション、スーパー・アクション、マークⅥ、そして現在のラインナップまで）は会社の持つ
開発力を世に示してきました。
ジョン・コルトレーンやマルセル・ミュールに始まりケニー・ギャレットやクロード・ドゥラングルに至るまで、
ジャズやクラシック、現代音楽の世界的な演奏家たちが、セルマー・サクソフォンの発展に貢献してくれて
います。管楽器製造者として長きにわたる経験やサクソフォン界に関する深い知識のおかげで、セル
マー・パリ社は世界の指標となり、今日のサクソフォンの音のスタンダードとされるようになりました。

サクソフォン：世界の指標

マウスピースの製造はセルマー・パリ社にとって最初の挑戦でした。
楽器の響きに関する完璧な知識をもつことは、優れたマウスピースを設計するための準備になりました。セルマー・パリ
社は、この分野での経験により、今日、信頼されるマウスピース・メーカーとして認められるようになりました。そしてこの
ブランドの名が疑いもなくマウスピース市場での先駆的存在になったのです。
マウスピースはすべての演奏者にとって絶対に必要なアクセサリーです。セルマー・パリ社はオープニングやテーブル
の長さに多様な選択肢があるので、誰もが自分の口や歯の形や音の好みにぴったり合うものを選ぶことが可能です。

マウスピース：世界のリーダーシップ

・作業面積20,000平方メートルにも及ぶフランス・マントの工場は、管楽器を育むゆりかごです。
・豊かな経験と知識を身につけている600名の製造チームがいます。
・広範囲の技術を仕事に生かしている、マント地区を代表する労働者グループのひとつです。
・個々のクラフトマンシップとカッティングの自動制御技術を融合し、高度に洗練された最先端の製造工程で製造しています。
・全生産量の80%を輸出しています。
・環境問題を十分に配慮した製造戦略を展開しています。

部品製造から組み立て完成まで、100%メイド・イン・フランス

管楽器製作者と
して、セルマー・
パリ社は真に芸
術的な企画を推
進し、音楽界に
おいて重要な役
割を果たせるよ
う自らに課してい
ます。
・演奏家のサポート
・音楽関連イベント（演奏会、フェスティバル、シンポ
ジウムetc.）への参加および協力
・レパートリー開拓：作品の委嘱、レコーディング
・若者たちが演奏する楽器の開発
・「セルマー＆フレンズ」コンサートの主催

音楽界との堅密な協力関係
創業者が音楽家でもあったことのほかに、常に技術革新を
進めようという強い意志があったことこそが疑いもなくセル
マー・パリ社の歴史的な大成功の主要因でした。この経営
方針のおかげで、同社は20世紀における管楽器開発の
先駆者のひとつとなることができました。現在では以前にも
増して、同じ楽器製造哲学を尊重し、セルマーというブラン
ドのもつ信頼性と影響力を確かなものとしています。
音楽界との堅固な関係と多くの演奏家と密接な協力関係
が、音楽家をセルマー・パリ社の開発部門に強く結び付けています。最先端の技術
と芸術性を最優先させるためのノウハウとをかね備えた特別なチームが、この関係を
力強く推し進めてくれるのです。管楽器の改良というのは時間のかかるものですが、
セルマー・パリ社には改善のために役立つ経験と知恵が数多く蓄積されています。そ
れはアコースティック（サウンド、チューニング、音の広がり等）、人間工学（キー設計、
重量そして機械的な動作）、そしてもちろん外観（デザインと仕上げ）などきわめて洗
練されたいくつかの側面です。

活発な市場調査と楽器開発の方針

S E L M E R  A R T I S T Sサクソフォン

洗足学園音楽大学講師
東京音楽大学講師
尚美ミュージックカレッジ専門学校講師

原 博巳
ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
大阪音楽大学准教授

西本 淳
クローバー・サクソフォン・クヮルテット
東京佼成ウインドオーケストラ
洗足学園音楽大学講師
東京藝術大学講師
武蔵野音楽大学講師

林田 祐和
リエゾン・サクソフォン・アンサンブル
エリザベト音楽大学講師
国立音楽院講師
昭和音楽大学講師

野原 武伸

サクソフォングループ

貝沼拓実　田村真寛　林田祐和　坂口大介
クローバー・サクソフォン・クヮルテット

クリスチャン・ヴィルトゥ　ファブリツィオ・マンクーゾ
ジル・トレソス　シルヴァン・マレズュー

ハバネラ サクソフォン四重奏団 ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル
主宰：前田昌宏

ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
平野公崇　田中拓也　本堂誠　西本淳

ⓒノザワヒロミチ（CAPSULEOFFICE）ⓒノザワヒロミチ（CAPSULEOFFICE）

フランス国立ヴェルサイユ音楽院
サクソフォン科教授
ブリュッセル王立音楽院
（CRB）サクソフォン科教授

ヴァンソン・ダヴィッド
パリ国立高等音楽院
サクソフォン科教授

クロード・ドゥラングル
パリ12区音楽院教授
ジェローム・ララン

クローバー・サクソフォン・クヮルテット
洗足学園音楽大学講師
神奈川県立弥栄高等学校講師

田村 真寛
ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
洗足学園音楽大学講師

田中 拓也
サクソフォン・カルテット GARÇONS
東京音楽大学講師
東京音楽大学付属高等学校講師

蓼沼 雅紀
Ｏｓａｋａ Ｓｈｉｏｎ Ｗｉｎｄ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ
なぎさサクソフォンカルテット
同志社女子大学講師
徳島文理大学講師
京都堀川音楽高等学校講師

田端 直美

エリザベト音楽大学講師
洗足学園音楽大学講師

宗貞 啓二
クワチュール・ベー
サキソフォックス
サークル“A”サックス
尚美ミュージックカレッジ専門学校講師

山浦 雅也

シエナ・ウインド・オーケストラ
昭和音楽大学講師

榮村 正吾
日本ウインドアンサンブル桃太郎
バンド首席サクソフォン奏者ならびに
サブコンサートマスター
大阪音楽大学講師
神戸山手女子高等学校音楽科講師

崔 勝貴
博士（音楽）
北海道教育大学准教授
札幌大谷大学講師

佐藤 淳一
クワチュール・ベー
サキソフォックス
昭和音楽大学講師
桐朋学園大学講師
長野県小諸高等学校音楽科講師

小山 弦太郎

名古屋音楽大学講師
瀧 彬友

Ｏｓａｋａ Ｓｈｉｏｎ Ｗｉｎｄ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ
なぎさサクソフォンカルテット

高畑 次郎
ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル
相愛大学講師
相愛高校音楽科講師

白石 尚美
トルヴェール・クヮルテット
昭和音楽大学講師

神保 佳祐

©東京芸術劇場©東京芸術劇場

元大阪市音楽団コンサートマスター
くらしき作陽大学教授

長瀬 敏和
洗足学園音楽大学講師
国立音楽院講師

成田 徹
上野学園音楽大学講師
長澤 範和

ザ・レヴ・サクソフォン・クヮルテット
武蔵野音楽大学講師

都築 惇

©Ayane Shindo©Ayane Shindo

Tokyo Rock’n Sax
洗足学園音楽大学講師

松下 洋
ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル 代表
相愛大学教授

前田 昌宏
ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル
大阪芸術大学講師

前田 幸弘
ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
洗足学園音楽大学講師
東京音楽大学講師
東京藝術大学講師

本堂 誠

©井村重人©井村重人

トルヴェール・クヮルテット
上野学園大学教授

彦坂 眞一郎
ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
エリザベト音楽大学講師
洗足学園音楽大学講師
東京藝術大学講師
東邦音楽大学講師

平野 公崇
国立音楽大学講師
札幌大谷大学講師

坂東 邦宣
昭和音楽大学准教授
福本 信太郎

©井村 重人©井村 重人

Junko Moriya Big Band
Shiro Sasaki & Caoba Big Band
TOKYO BIG BAND

アンディ・ウルフ
アルト・サックス奏者
寺久保エレナ

サックス奏者
前田サラ

サックス奏者
大阪芸術大学教授
東京藝術大学音楽学部客員教授

MALTA

東京シンフォニエッタメンバー
東京音楽大学教授
昭和音楽大学客員教授

小串 俊寿
クローバー・サクソフォン・クヮルテット
シエナ・ウインド・オーケストラ
洗足学園音楽大学講師

貝沼 拓実
名古屋音楽大学特任教授
亀井 明良

東邦音楽大学講師
甲斐清和高校音楽科非常勤講師

加藤 里志

くらしき作陽大学講師
洗足学園音楽大学講師

大城 正司
大阪音楽大学講師
洗足学園音楽大学講師
東京藝術大学講師

大石 将紀 大和田 雅洋
カルテット・リベル
TRIO 1214
Out of the Standard
洗足学園音楽大学准教授

シエナ・ウインド・オーケストラ
大津 立史

洗足学園音楽大学教授
池上 政人

サクソフォーン・カルテット・アテナ
清水靖晃＆サキソフォネッツ
洗足学園音楽大学講師

江川 良子
Ｏｓａｋａ Ｓｈｉｏｎ Ｗｉｎｄ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ
なぎさサクソフォンカルテット
大阪音楽大学講師

井澤 裕介
ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル
コンサートミストレス
相愛大学講師
奈良県立高円高校音楽科非常勤講師

岩田 瑞和子
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A B O U T  S E L M E R

アンリ・セルマー氏によってパリに最初の工房が開設されて以来130年以上の実績があります。
・フランスで最初の総合管楽器メーカーです。
・プロフェッショナル用サクソフォンの世界的な先駆です。
・世界が認めるブランドネームです。
・サクソフォン・クラリネット・マウスピースの3つのカテゴリーを幅広く生産しています。

セルマー家が脈 と々受け継ぐフランスの企業です。

セルマーという名前は言うまでもなくサクソフォンそのものと重ねて認識されており、実際現在のセル
マー・パリ社の活動の半分以上はサクソフォン関連に費やされています。
1921年12月に最初のサクソフォン（モデル22）が発表されてから、それぞれの新製品（シガーカッター
からバランスド・アクション、スーパー・アクション、マークⅥ、そして現在のラインナップまで）は会社の持つ
開発力を世に示してきました。
ジョン・コルトレーンやマルセル・ミュールに始まりケニー・ギャレットやクロード・ドゥラングルに至るまで、
ジャズやクラシック、現代音楽の世界的な演奏家たちが、セルマー・サクソフォンの発展に貢献してくれて
います。管楽器製造者として長きにわたる経験やサクソフォン界に関する深い知識のおかげで、セル
マー・パリ社は世界の指標となり、今日のサクソフォンの音のスタンダードとされるようになりました。

サクソフォン：世界の指標

マウスピースの製造はセルマー・パリ社にとって最初の挑戦でした。
楽器の響きに関する完璧な知識をもつことは、優れたマウスピースを設計するための準備になりました。セルマー・パリ
社は、この分野での経験により、今日、信頼されるマウスピース・メーカーとして認められるようになりました。そしてこの
ブランドの名が疑いもなくマウスピース市場での先駆的存在になったのです。
マウスピースはすべての演奏者にとって絶対に必要なアクセサリーです。セルマー・パリ社はオープニングやテーブル
の長さに多様な選択肢があるので、誰もが自分の口や歯の形や音の好みにぴったり合うものを選ぶことが可能です。

マウスピース：世界のリーダーシップ

・作業面積20,000平方メートルにも及ぶフランス・マントの工場は、管楽器を育むゆりかごです。
・豊かな経験と知識を身につけている600名の製造チームがいます。
・広範囲の技術を仕事に生かしている、マント地区を代表する労働者グループのひとつです。
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・環境問題を十分に配慮した製造戦略を展開しています。

部品製造から組み立て完成まで、100%メイド・イン・フランス

管楽器製作者と
して、セルマー・
パリ社は真に芸
術的な企画を推
進し、音楽界に
おいて重要な役
割を果たせるよ
う自らに課してい
ます。
・演奏家のサポート
・音楽関連イベント（演奏会、フェスティバル、シンポ
ジウムetc.）への参加および協力
・レパートリー開拓：作品の委嘱、レコーディング
・若者たちが演奏する楽器の開発
・「セルマー＆フレンズ」コンサートの主催

音楽界との堅密な協力関係
創業者が音楽家でもあったことのほかに、常に技術革新を
進めようという強い意志があったことこそが疑いもなくセル
マー・パリ社の歴史的な大成功の主要因でした。この経営
方針のおかげで、同社は20世紀における管楽器開発の
先駆者のひとつとなることができました。現在では以前にも
増して、同じ楽器製造哲学を尊重し、セルマーというブラン
ドのもつ信頼性と影響力を確かなものとしています。
音楽界との堅固な関係と多くの演奏家と密接な協力関係
が、音楽家をセルマー・パリ社の開発部門に強く結び付けています。最先端の技術
と芸術性を最優先させるためのノウハウとをかね備えた特別なチームが、この関係を
力強く推し進めてくれるのです。管楽器の改良というのは時間のかかるものですが、
セルマー・パリ社には改善のために役立つ経験と知恵が数多く蓄積されています。そ
れはアコースティック（サウンド、チューニング、音の広がり等）、人間工学（キー設計、
重量そして機械的な動作）、そしてもちろん外観（デザインと仕上げ）などきわめて洗
練されたいくつかの側面です。

活発な市場調査と楽器開発の方針

S E L M E R  A R T I S T Sサクソフォン

洗足学園音楽大学講師
東京音楽大学講師
尚美ミュージックカレッジ専門学校講師

原 博巳
ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
大阪音楽大学准教授

西本 淳
クローバー・サクソフォン・クヮルテット
東京佼成ウインドオーケストラ
洗足学園音楽大学講師
東京藝術大学講師
武蔵野音楽大学講師

林田 祐和
リエゾン・サクソフォン・アンサンブル
エリザベト音楽大学講師
国立音楽院講師
昭和音楽大学講師

野原 武伸

サクソフォングループ

貝沼拓実　田村真寛　林田祐和　坂口大介
クローバー・サクソフォン・クヮルテット

クリスチャン・ヴィルトゥ　ファブリツィオ・マンクーゾ
ジル・トレソス　シルヴァン・マレズュー

ハバネラ サクソフォン四重奏団 ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル
主宰：前田昌宏

ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
平野公崇　田中拓也　本堂誠　西本淳

ⓒノザワヒロミチ（CAPSULEOFFICE）ⓒノザワヒロミチ（CAPSULEOFFICE）

フランス国立ヴェルサイユ音楽院
サクソフォン科教授
ブリュッセル王立音楽院
（CRB）サクソフォン科教授

ヴァンソン・ダヴィッド
パリ国立高等音楽院
サクソフォン科教授

クロード・ドゥラングル
パリ12区音楽院教授
ジェローム・ララン

クローバー・サクソフォン・クヮルテット
洗足学園音楽大学講師
神奈川県立弥栄高等学校講師

田村 真寛
ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
洗足学園音楽大学講師

田中 拓也
サクソフォン・カルテット GARÇONS
東京音楽大学講師
東京音楽大学付属高等学校講師

蓼沼 雅紀
Ｏｓａｋａ Ｓｈｉｏｎ Ｗｉｎｄ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ
なぎさサクソフォンカルテット
同志社女子大学講師
徳島文理大学講師
京都堀川音楽高等学校講師

田端 直美

エリザベト音楽大学講師
洗足学園音楽大学講師

宗貞 啓二
クワチュール・ベー
サキソフォックス
サークル“A”サックス
尚美ミュージックカレッジ専門学校講師

山浦 雅也

シエナ・ウインド・オーケストラ
昭和音楽大学講師

榮村 正吾
日本ウインドアンサンブル桃太郎
バンド首席サクソフォン奏者ならびに
サブコンサートマスター
大阪音楽大学講師
神戸山手女子高等学校音楽科講師

崔 勝貴
博士（音楽）
北海道教育大学准教授
札幌大谷大学講師

佐藤 淳一
クワチュール・ベー
サキソフォックス
昭和音楽大学講師
桐朋学園大学講師
長野県小諸高等学校音楽科講師

小山 弦太郎
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瀧 彬友

Ｏｓａｋａ Ｓｈｉｏｎ Ｗｉｎｄ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ
なぎさサクソフォンカルテット

高畑 次郎
ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル
相愛大学講師
相愛高校音楽科講師

白石 尚美
トルヴェール・クヮルテット
昭和音楽大学講師

神保 佳祐

©東京芸術劇場©東京芸術劇場

元大阪市音楽団コンサートマスター
くらしき作陽大学教授

長瀬 敏和
洗足学園音楽大学講師
国立音楽院講師

成田 徹
上野学園音楽大学講師
長澤 範和

ザ・レヴ・サクソフォン・クヮルテット
武蔵野音楽大学講師

都築 惇

©Ayane Shindo©Ayane Shindo

Tokyo Rock’n Sax
洗足学園音楽大学講師

松下 洋
ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル 代表
相愛大学教授

前田 昌宏
ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル
大阪芸術大学講師

前田 幸弘
ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
洗足学園音楽大学講師
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本堂 誠

©井村重人©井村重人
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福本 信太郎

©井村 重人©井村 重人
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Shiro Sasaki & Caoba Big Band
TOKYO BIG BAND

アンディ・ウルフ
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寺久保エレナ

サックス奏者
前田サラ

サックス奏者
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東京藝術大学音楽学部客員教授

MALTA
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シエナ・ウインド・オーケストラ
洗足学園音楽大学講師

貝沼 拓実
名古屋音楽大学特任教授
亀井 明良

東邦音楽大学講師
甲斐清和高校音楽科非常勤講師

加藤 里志
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奈良県立高円高校音楽科非常勤講師

岩田 瑞和子
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《Axos》は、奏者の思いどおりに演奏できます。
音質はとても素晴らしく、そしてパワフルです。
《Axos》で望みどおりの素晴らしく豊かな音を !

ジョン・ヘリウェル
ジャズ・サクソフォン奏者、スーパートランプ

John Helliwell

「音質はとても素晴らしく、パワフル」

上から下まで楽に息が入り、ふくよかなサウンド。 特
に低音域に関しては、コントロールがしやすく、軽や
かな吹奏感。 ジャンル・年齢を問わず､コントロール
性に優れたモデル。 セルマーらしい素晴らしいサウン
ドです。 

ジェローム・ララン
パリ12 区音楽院教授

Jérôme Laran

「コントロール性に優れたモデル」

セルマー・パリ 

アクソス アルト・サクソフォン 

軽量ソケットがもたらす
吹きやすさ 専用ケースは、持ち運びに便利な

バックパック・ストラップ付き

ネック全体の響きを効率よくアウト
プットするために極限までシェイプし
少量化されているボウガード

Masashi OSHIRO
くらしき作陽大学講師、洗足学園音楽大学講師

アクソスはセルマーの新たなスタンダードの一つとな
るでしょう。 全音域においてパワフルで豊かな響き。
柔らかくあたたかな中低音域や明るく通る高音域。
加えて誰もが演奏しやすい吹奏感と軽やかなレスポ
ンス。 まさしく伝統のセルマーサウンドです。

大城 正司

「まさしく、伝統のセルマーサウンド」

アクソスは豊かで柔らかな音色を持っている。また全
ての音域が安定し、抜群の吹きやすさは伝統的なセ
ルマーそのものである。しかもこの金額で…。
セルマー・パリ社も思い切ったことをやったものです。
付属のマウスピース、S80 C☆との相性も抜群です。 

Keiji MUNESADA
エリザベト音楽大学講師、
洗足学園音楽大学講師

宗貞 啓二
「全ての音域が安定し、抜群の吹きやすさ」

《Axos》にはまったく驚嘆させられました。とても吹
きやすく、特に低音域の吹きやすさ、中音域の豊か
でまろやかなサウンドは抜群です。セルマー・パリな
らではの豊かで伸びのあるサウンドをもった素晴らし
い楽器です。

クロード・ドゥラングル
フランス国立パリ高等音楽院サクソフォン科教授

Claude Delangle

「豊かで伸びのある、素晴らしい楽器です」

ロゴプレートは搭載せず
シンプルでピュアな響きを実現

GPトーン

充実の機能を備えたセルマー・パリ社の新製品アルト・サクソフォン 《Axos 
－アクソス－》 が誕生しました。 
アクソスは、1922年からセルマー・パリの名器を作り続けているフランス・マン
トの工場で製造されており、トップ・モデルと同じコンセプトによる設計でありな
がら、手ごろな価格を実現しました。セルマー・パリ社の伝統と革新の技術だ
けが生み出し得た、豊かな倍音と響きのまろやかさ、そして演奏のしやすさ。
それぞれの絶妙なバランスを実現した、驚異のニューモデルです。 

豊かな音、そして素早い反応
驚異のニューモデル

ア　ク　ソ　ス

◆樹脂製…軽やかな吹奏感と、全音域でバランスの良いサウンドが得ら
れます。

◆真鍮製（金メッキ）…響きの伝達性が増し、低音域から高音域に至る
まで楽器全体をしっかりと響かせます。特に、程よい抵抗感によってパ
ワフルに鳴る低音域が特徴です。

クリアラッカー 彫刻入り

クリアラッカー 彫刻入り（GPトーン）

アクソスGPトーンには
二種類のサムフックが付属します。

お好みに合わせて樹脂製／真鍮
製をお選びください。マイナスドラ
イバーでネジを緩めると交換が可
能です。
※ドライバーが滑りやすくなってお
りますので、交換の際は管体に
傷をつけない様、細心の注意を
はらって作業を行ってください。

GPトーン：Neck&Ligature ゴールドプレート仕様GPトーン：Neck&Ligature ゴールドプレート仕様

3 4



《Axos》は、奏者の思いどおりに演奏できます。
音質はとても素晴らしく、そしてパワフルです。
《Axos》で望みどおりの素晴らしく豊かな音を !

ジョン・ヘリウェル
ジャズ・サクソフォン奏者、スーパートランプ

John Helliwell

「音質はとても素晴らしく、パワフル」

上から下まで楽に息が入り、ふくよかなサウンド。 特
に低音域に関しては、コントロールがしやすく、軽や
かな吹奏感。 ジャンル・年齢を問わず､コントロール
性に優れたモデル。 セルマーらしい素晴らしいサウン
ドです。 

ジェローム・ララン
パリ12 区音楽院教授

Jérôme Laran

「コントロール性に優れたモデル」

セルマー・パリ 

アクソス アルト・サクソフォン 

軽量ソケットがもたらす
吹きやすさ 専用ケースは、持ち運びに便利な

バックパック・ストラップ付き

ネック全体の響きを効率よくアウト
プットするために極限までシェイプし
少量化されているボウガード

Masashi OSHIRO
くらしき作陽大学講師、洗足学園音楽大学講師

アクソスはセルマーの新たなスタンダードの一つとな
るでしょう。 全音域においてパワフルで豊かな響き。
柔らかくあたたかな中低音域や明るく通る高音域。
加えて誰もが演奏しやすい吹奏感と軽やかなレスポ
ンス。 まさしく伝統のセルマーサウンドです。

大城 正司

「まさしく、伝統のセルマーサウンド」

アクソスは豊かで柔らかな音色を持っている。また全
ての音域が安定し、抜群の吹きやすさは伝統的なセ
ルマーそのものである。しかもこの金額で…。
セルマー・パリ社も思い切ったことをやったものです。
付属のマウスピース、S80 C☆との相性も抜群です。 

Keiji MUNESADA
エリザベト音楽大学講師、
洗足学園音楽大学講師

宗貞 啓二
「全ての音域が安定し、抜群の吹きやすさ」

《Axos》にはまったく驚嘆させられました。とても吹
きやすく、特に低音域の吹きやすさ、中音域の豊か
でまろやかなサウンドは抜群です。セルマー・パリな
らではの豊かで伸びのあるサウンドをもった素晴らし
い楽器です。

クロード・ドゥラングル
フランス国立パリ高等音楽院サクソフォン科教授

Claude Delangle

「豊かで伸びのある、素晴らしい楽器です」

ロゴプレートは搭載せず
シンプルでピュアな響きを実現

GPトーン

充実の機能を備えたセルマー・パリ社の新製品アルト・サクソフォン 《Axos 
－アクソス－》 が誕生しました。 
アクソスは、1922年からセルマー・パリの名器を作り続けているフランス・マン
トの工場で製造されており、トップ・モデルと同じコンセプトによる設計でありな
がら、手ごろな価格を実現しました。セルマー・パリ社の伝統と革新の技術だ
けが生み出し得た、豊かな倍音と響きのまろやかさ、そして演奏のしやすさ。
それぞれの絶妙なバランスを実現した、驚異のニューモデルです。 

豊かな音、そして素早い反応
驚異のニューモデル

ア　ク　ソ　ス

◆樹脂製…軽やかな吹奏感と、全音域でバランスの良いサウンドが得ら
れます。

◆真鍮製（金メッキ）…響きの伝達性が増し、低音域から高音域に至る
まで楽器全体をしっかりと響かせます。特に、程よい抵抗感によってパ
ワフルに鳴る低音域が特徴です。

クリアラッカー 彫刻入り

クリアラッカー 彫刻入り（GPトーン）

アクソスGPトーンには
二種類のサムフックが付属します。

お好みに合わせて樹脂製／真鍮
製をお選びください。マイナスドラ
イバーでネジを緩めると交換が可
能です。
※ドライバーが滑りやすくなってお
りますので、交換の際は管体に
傷をつけない様、細心の注意を
はらって作業を行ってください。

GPトーン：Neck&Ligature ゴールドプレート仕様GPトーン：Neck&Ligature ゴールドプレート仕様

3 4



Sopranino Soprano Soprano

Alto Tenor

Baritone

Alto Tenor

Baritone Bass

ゴールドラッカー
Gold Lacquer

透明感があり、明るく柔らかな、最もス
タンダードな仕上げです。

銀メッキ
Silver Plated

明るく、ふくよかな音色が魅力の銀メッ
キ仕上げです。

ブラックラッカー
Black Lacquer

引き締まったスピード感溢れるサウンド
が持ち味の仕上げです。

ブラッシュドサテン・ゴールドラッカー
Blushed Satin Gold Lacquer
真鍮をブラッシュドし、クリアラッカーを
かける、特殊製法により息が入りやす
く甘くブライトな音色が得られます。

スターリングシルバー
Sterling Silver

フランス政府大蔵省の管理のもと、ス
ターリングシルバーと名乗ることを許さ
れた92.5%の純銀のみを使用。音の
伸び、響きにおいて群を抜いて優れて
います。

金メッキ
Gold plated

音の芯をはっきりさせ、密度のある豊
かで輝かしい音色が魅力の仕上げで
す。

ピンクゴールドメッキ
Pink Gold Plated

金と銅の特性を併せ持ち、柔らかく暖
かなサウンドと美しい色調の仕上げで
す。

F I N I S H E S フィニッシュ

Super Action 80 SERIE II  &  SERIE III  
プラチナメッキ

Platinum plated
音の伝導率が良くスピード感に優れ、
太く豊かな響きが魅力の仕上げです。※プラチナメッキ及びピンクゴールドメッキに関しましては、当社メッキ工場

でオリジナルメッキをかけております。

※色見本と実物では印刷インクや撮影条件から多少異なって見えることが
あります。

たとえば、奏でられたメロディで人の心を踊らせたり、まるで目の前に風景が広がっているかのような豊かな表現力で魅了したり。
そんな素晴らしい演奏を支えるために、セルマー・パリが目指しているもの、
それは、プレイヤーが不必要なストレスを感じず、パフォーマンスを最大限に発揮できる楽器作りです。
セルマー・パリが誇るラインアップのなかでも、特に定番と呼ばれる SERIEⅡと SERIEⅢは、
世界中のプレイヤーから信頼を集めています。

伝統と最新の技術が支える音の至宝
セルマー・パリ・サクソフォン

重厚感のあるまとまった響きを求めロゴプレート
を採用したシリーズ2に対し、シリーズ3はスモー
ルデザインのリングを新たに設計するなど、徹
底的なパーツの少量化を重視しています。

幅の広いしっかりとしたボウガードを採
用したシリーズ2に対し、極限までシェ
イプし少量化したボウガードのシリーズ
3。それぞれの音色に大きな影響を与
えています。

プラスティック製サムフッ
ク＆サムレストのシリーズ２
に対し、シリーズ３は金メッ
キ仕上げとなっております
※。両方ともに自在に位
置や角度を調整できる可
動式フックです。

安定感のある力強い音を実現するた
め、台座の金属を多く使用し接着面積
を広く取っているシリーズ2に対し、シ
リーズ3はできる限り少量・小型化する
ことで接着面積を小さくし、ボディの響
きを最大限に引き出します。

撥水性と耐久性に優れた
レザーパッドも、金属部分
の形状が異なります。

Neck（Front）

Neck Bow Guard

Thumb Hook 
& Thumb Rest

Body to 
Bell Ring Base

Booster Pad

このキーの採用により、息のコント
ロールや替え指の操作の際に苦労
していた開放C#、高音C#の音程を
自動的に修正し、均一性のある音
色を得ることが可能になりました。
シリーズ3に搭載されています。

Double C# Key System
Super Action 80 SERIE Ⅱ と SERIE Ⅲ の比較

Super Action 80
SERIE Ⅱ

SERIE Ⅲ

※上記形状やパーツ類は、入荷時期 により異なる場合がございます。

※アルトのみ
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伝統と最新の技術が支える音の至宝
セルマー・パリ・サクソフォン

重厚感のあるまとまった響きを求めロゴプレート
を採用したシリーズ2に対し、シリーズ3はスモー
ルデザインのリングを新たに設計するなど、徹
底的なパーツの少量化を重視しています。
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用したシリーズ2に対し、極限までシェ
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撥水性と耐久性に優れた
レザーパッドも、金属部分
の形状が異なります。

Neck（Front）

Neck Bow Guard

Thumb Hook 
& Thumb Rest

Body to 
Bell Ring Base

Booster Pad

このキーの採用により、息のコント
ロールや替え指の操作の際に苦労
していた開放C#、高音C#の音程を
自動的に修正し、均一性のある音
色を得ることが可能になりました。
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Double C# Key System
Super Action 80 SERIE Ⅱ と SERIE Ⅲ の比較

Super Action 80
SERIE Ⅱ

SERIE Ⅲ

※上記形状やパーツ類は、入荷時期 により異なる場合がございます。

※アルトのみ
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Body to Bell Ring Base
ボディにハンダ付される台座
の金属を多く使用し、接着
面積を広くする事で、安定
感のある力強い音を実現し
ました。

Neck Bow Guard
豊かでストレートな響きを実現する
ために、幅の広いしっかりとしたボ
ウガードを採用。シンプルで抜けの
良い鳴りを生かします。

多くのアーティストに絶大な信頼を誇る
「SA80Ⅱ（スーパーアクション80 シリーズⅡ）」。
息モレを極限まで追放して生まれたゆたかなソノリティ、
全音域にわたる完璧な音程とレスポンス、手に取った瞬間から
実感できるキーメカニズムの比類ないバランスの良さが、
高い演奏性と安定感を約束し、
音楽の可能性を大きく広げます。

7 8

ゴールドラッカー

銀メッキ

彫刻入り

彫刻入り

Sopranino 
E♭

プラチナメッキ 彫刻入り

ゴールドラッカー

銀メッキ

彫刻入り

ゴールドラッカー 彫刻入り

彫刻入り

彫刻入り

彫刻入り

Alto
E♭
ブラック

ブラッシュドサテン

彫刻入り金メッキ

彫刻入り

プラチナメッキ 彫刻入り

彫刻入りピンクゴールドメッキ

アンティーク
ブラッシュドサテン

（GPトーン）

ゴールドラッカー

銀メッキ

彫刻入り

ゴールドラッカー 彫刻入り

彫刻入り

彫刻入り

彫刻入り

彫刻入り

Tenor 
B♭
ブラック

ブラッシュドサテン

金メッキ

（GPトーン）

◎ピンクゴールドメッキ・プラチナメッキ／受注生産となります。
◎GPトーン／彫刻入り本体に金メッキのネック付。
　金メッキ仕上げの製品に匹敵するレスポンスと音色が得られます。

※野中貿易正規輸入品のみに使用されています。

Neck （Front）
ロゴプレートの採用により、重厚感
のあるまとまった響きを実現しました。 

彫刻入りピンクゴールドメッキ

彫刻入りピンクゴールドメッキ

ゴールドラッカー

銀メッキ

彫刻入り

彫刻入り

Soprano
B♭

彫刻入り
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ゴールドラッカー
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彫刻入り

彫刻入り

Baritone 
E♭

ブラッシュドサテン

LowAキー付

彫刻入りブラック

ゴールドラッカー 彫刻入り

Bass 
B♭
LowB♭キー付

銀メッキ 彫刻入り

（テナー用）

（アルト用）

C A S E S
付属ケース

Jubileeジュビリー

ネックのネジ部分に
NBマークの刻印がある製
品のみ野中貿易が取り扱う正
規輸入品です。
写真のNBマークの付いた製品
以外は野中貿易の製品保証
を受けることが出来ま
せん。
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ジャンルを超越して支持されるセルマーサウンド。
「シリーズⅢ」に求められた卓越した音色と操作性は、
諦めることを知らない偉大な努力によって支えられています。
100年を超える歴史のなかで、常に完璧を追い求めたセルマーが、
現時点で創り得た最高傑作「シリーズⅢ」。
シリーズⅢは多くのアーティスト達が探し求め続けた境地に
たどり着ける可能性を秘めています。

Soprano
B
High Gキー付
ネック2本付（ストレート／カーブド）

ゴールドラッカー 彫刻入り

銀メッキ 彫刻入り

ブラック 彫刻入り

ポリッシュドサテンブラッシュドサテン 彫刻入り

ゴールドラッカー 彫刻入り

銀メッキ 彫刻入り

ブラック 彫刻入り

ポリッシュドサテンブラッシュドサテン 彫刻入り

スターリングシルバー 彫刻入り

金メッキ 彫刻入り

Tenor
B
ゴールドラッカー 彫刻入り

銀メッキ 彫刻入り

ブラック 彫刻入り

ゴールドラッカー 彫刻入り （GPトーン）

ブラッシュドサテン 彫刻入り

金メッキ 彫刻入り

彫刻入り

プラチナメッキ 彫刻入り

スターリングシルバー

Baritone
E
Low Aキー付

左手親指キー：斜め対角線状
に設置されたLowＡキー。
LowＡキーとオクターブキーが
素早くスイッチできます。

ボウ・ウォーターキー
軽量化されたボウガード：最適
な響きをもたらします。

３箇所留めされた頑丈な支柱で
堅牢化されたベルと本体のつな
ぎ：キーの操作やカバードキーの
押さえがより安定しました。

理想的な直径に設計されたオ
クターブキー・パッド：より澄んだ
音をもたらします。

ショート・ペグ（ロングサイズはオ
プション）：快適な演奏をもたら
します。

Alto 
E
ゴールドラッカー 彫刻入り

銀メッキ 彫刻入り

ブラック 彫刻入り

ゴールドラッカー 彫刻入り（GPトーン）

ブラッシュドサテン 彫刻入り

彫刻入りスターリングシルバー

金メッキ 彫刻入り

プラチナメッキ 彫刻入り

彫刻入りピンクゴールドメッキ

◎ピンクゴールドメッキ・プラチナメッキ／受注生産となります。
◎GPトーン／彫刻入り本体に金メッキのネック付。
金メッキ仕上げの製品に匹敵するレスポンスと音色が得られます。

彫刻入りピンクゴールドメッキ

彫刻入りピンクゴールドメッキ

※野中貿易正規輸入品のみに使用されています。

（テナー用）

（アルト用）

C A S E S
付属ケース

Jubileeジュビリー

ネックのネジ部分に
NBマークの刻印がある製
品のみ野中貿易が取り扱う正
規輸入品です。
写真のNBマークの付いた製品
以外は野中貿易の製品保証
を受けることが出来ま
せん。

Neck （Front）
楽器本来の鳴りをシビアにもとめた
結果、ロゴプレートの削除や、ス
モールデザインのリングを新たに設
計するなど、響きをスポイルする
パーツは極力排除・少量化し、ボア
と材質のみによるシンプルでピュア
な響きを再現します。　

Double C# Key System
新たに装備された革命的な
C#キー。この画期的な音程
修正メカニズムは、息のコント
ロールや替え指の操作など
の際に苦労していた、開放
C#、高音C#の音程を自動的
に修正し均一性のある音色
を得ることができます。 　

Thumb Rest
サムレストに金メッキの金属を採
用しました。中高域を伸びやか
にし、音色に統一感を持たせ
た、豊かでまとまりのある音にし
ます。
※アルト・サクソフォンのみ

Thumb Hook
金メッキの金属製サ
ムフックを採用するこ
とで、中低音の響き
に安定感と安心感を
与えてくれます。ま
た、可動式フックによ
り自在に位置や角度
を設定できます。　

Body to Bell Ring Base
ボディの響きを最大限に引き出す
ため、ボディにハンダ付される台座
などのパーツを少量・小型化する
ことで接着面積を極力小さくし、楽
器本来の鳴りを生かします。　
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Neck Bow Guard
ネック全体の響きを効率よくアウト
プットするために、極限までシェイプ
し少量化に成功しました。ネック部
分での、音のスピードアップやレス
ポンスの早さが格段にレベルアップ
しています。　
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サクソフォン史上もっとも多くのプレイヤーから愛された楽器のひとつである
セルマー・マークⅥ、その魅力を現代によみがえらせたのが、
セルマー・パリ社から新発売された「リファレンス・アルト・サクソフォン」です。
コンパクトなキー設計が生み出すこの上なく快適な操作性と、強烈なまでに
個性的で豊かな響きは、世界のアーティストたちが長年夢見ていたものです。
「リファレンス」はベルの彫刻に至るまで、歴史的名器マークⅥのスピリットを
確実に受け継いでいるのです。

いつの時代でも完全なサックスを求め続けてきたセルマー・パリは、
常に昨日の自分を越えることを目標にしてきました。
それでもセルマー・パリが築き上げてきた年月の中で、
いまだに熱狂的な支持を誇るモデルがあります。
1936年に開発された楽器界のアールデコともいえる「バランスアクション」。
1954年に開発された楽器界の近代芸術品として最高峰の「マークⅥ」。
そんな偉大な「ノスタルジー」を再現できるのは、
いまやセルマー・パリだけといっても過言ではありません。
「Reference 36」「Reference 54」ここに再現されたのは時代のスピリットです。

彫刻入り

Reference 
Alto E♭

アンティークブラッシュドサテン

アンティークゴールドラッカー

彫刻なし

リファレンスのために特に深みのある
ラッカーで仕上げました。

彫刻入り

Reference 36 
Tenor B

リファレンス36のために特に深みのある
ラッカーで仕上げました。
ベルとU字管（ボア）の接合部が
ほんの少し広めになっています。

Neck
マークⅥをベースに新た
に設計されたリファレンス・
オリジナル・ネックを採用
しました。

Left Hand's 
Side Key Lever
マークⅥと同様にコンパクトに
設計されており、操作性にも優
れたデザインとなっています。

Front F Key Lever
マークⅥの丸型パールキーを
採用しています。

Left Hand's 
Table Key Lever
コンパクトにまとめられ、マーク
Ⅵの操作性を彷彿させます。

Low C / Eb Key Lever
マークⅥの特徴でもあるシンプ
ルで無駄のないコンパクトな設
計を採用、キーローラーもタル
型を起用しています。

Side Bb, C,
High E Key Lever
マークⅥのデザインを見事なま
でに再現しました。

Side F＃ Key Lever
マークⅥの丸型パールキーを
採用しています。

Bell & Body
管体はゴールドプレートに近い
光沢のある褐色で、上品に仕
上げられたアンティークゴール
ドラッカーです。ベルはシリーズ
Ⅱに比べてフレアの広がりが大
きく設計されており、何より優雅
にベル全体を包む彫刻のデザ
インは当時のアメリカン・セル
マーを彷彿させます。

セルマー・パリ ソフトパックケース
☆高級感あふれるデザインでケース正面
にはセルマーのロゴプレートがデザイン
されています。

Plastic Booster Pad
マークⅥ同様にプラスチッ
ク・ブースターを採用して
います。

C A S E S 付属ケース

ゴールドラッカー 彫刻入りゴールドラッカー

Reference 54
Tenor B♭ ♭

リファレンス54はブラッシュドサテンの持つ
独特な陰影をつけた仕上げにしました。

アンティークブラッシュドサテンアンティークブラッシュドサテン 彫刻なし

Neck
楽器本来の響きをシビアにもと
めた結果、ロゴプレートを削除
しました。

Neck
従来モデルと比べボアと角度
が異なっている特別なデザイ
ンの採用により、快適な演奏と
楽な姿勢を実現しました。

左手小指（Low C♯, B, B♭Key）&
右手小指（Low C, E♭Key）
キーワークは両モデルとも同じです。デザインはコンパクトで、
キーが楽器本体により近く感じられます（右手・左手の小指、高
音部のキーなど）。この快適感が全体のレスポンスを最高のも
のにしています。

Front F Key
SA80以前のモデルに採用され
ていたフロントFキーを忠実に
再現しました。パールをあしらっ
た（これはシリーズⅡとⅢにある
通常キーに代わるものです）趣
のあるデザインが印象的です。

Plastic Booster Pad
撥水性と耐久性に優れたパッド
と、マイルドな音色づくりのでき
るプラスティックブースターを採
用しました。

Plastic Booster Pad
撥水性と耐久性に優れたパッ
ドと、マイルドな音色づくりので
きるプラスティックブースターを
採用しました。

Bell to Body Ring
ボディと接する部分は現行機
種と同様のシステムですが、丸
みを帯びた洗練されたデザイン
は当時を彷彿させます。

Bell Logo
ベルに刻まれたリファレンスの
彫刻が、当時のノスタルジックな
雰囲気を醸しだしています。

彫刻なし
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サクソフォン史上もっとも多くのプレイヤーから愛された楽器のひとつである
セルマー・マークⅥ、その魅力を現代によみがえらせたのが、
セルマー・パリ社から新発売された「リファレンス・アルト・サクソフォン」です。
コンパクトなキー設計が生み出すこの上なく快適な操作性と、強烈なまでに
個性的で豊かな響きは、世界のアーティストたちが長年夢見ていたものです。
「リファレンス」はベルの彫刻に至るまで、歴史的名器マークⅥのスピリットを
確実に受け継いでいるのです。

いつの時代でも完全なサックスを求め続けてきたセルマー・パリは、
常に昨日の自分を越えることを目標にしてきました。
それでもセルマー・パリが築き上げてきた年月の中で、
いまだに熱狂的な支持を誇るモデルがあります。
1936年に開発された楽器界のアールデコともいえる「バランスアクション」。
1954年に開発された楽器界の近代芸術品として最高峰の「マークⅥ」。
そんな偉大な「ノスタルジー」を再現できるのは、
いまやセルマー・パリだけといっても過言ではありません。
「Reference 36」「Reference 54」ここに再現されたのは時代のスピリットです。

彫刻入り

Reference 
Alto E♭

アンティークブラッシュドサテン

アンティークゴールドラッカー

彫刻なし

リファレンスのために特に深みのある
ラッカーで仕上げました。

彫刻入り

Reference 36 
Tenor B

リファレンス36のために特に深みのある
ラッカーで仕上げました。
ベルとU字管（ボア）の接合部が
ほんの少し広めになっています。

Neck
マークⅥをベースに新た
に設計されたリファレンス・
オリジナル・ネックを採用
しました。

Left Hand's 
Side Key Lever
マークⅥと同様にコンパクトに
設計されており、操作性にも優
れたデザインとなっています。

Front F Key Lever
マークⅥの丸型パールキーを
採用しています。

Left Hand's 
Table Key Lever
コンパクトにまとめられ、マーク
Ⅵの操作性を彷彿させます。

Low C / Eb Key Lever
マークⅥの特徴でもあるシンプ
ルで無駄のないコンパクトな設
計を採用、キーローラーもタル
型を起用しています。

Side Bb, C,
High E Key Lever
マークⅥのデザインを見事なま
でに再現しました。

Side F＃ Key Lever
マークⅥの丸型パールキーを
採用しています。

Bell & Body
管体はゴールドプレートに近い
光沢のある褐色で、上品に仕
上げられたアンティークゴール
ドラッカーです。ベルはシリーズ
Ⅱに比べてフレアの広がりが大
きく設計されており、何より優雅
にベル全体を包む彫刻のデザ
インは当時のアメリカン・セル
マーを彷彿させます。

セルマー・パリ ソフトパックケース
☆高級感あふれるデザインでケース正面
にはセルマーのロゴプレートがデザイン
されています。

Plastic Booster Pad
マークⅥ同様にプラスチッ
ク・ブースターを採用して
います。

C A S E S 付属ケース

ゴールドラッカー 彫刻入りゴールドラッカー

Reference 54
Tenor B♭ ♭

リファレンス54はブラッシュドサテンの持つ
独特な陰影をつけた仕上げにしました。

アンティークブラッシュドサテンアンティークブラッシュドサテン 彫刻なし

Neck
楽器本来の響きをシビアにもと
めた結果、ロゴプレートを削除
しました。

Neck
従来モデルと比べボアと角度
が異なっている特別なデザイ
ンの採用により、快適な演奏と
楽な姿勢を実現しました。

左手小指（Low C♯, B, B♭Key）&
右手小指（Low C, E♭Key）
キーワークは両モデルとも同じです。デザインはコンパクトで、
キーが楽器本体により近く感じられます（右手・左手の小指、高
音部のキーなど）。この快適感が全体のレスポンスを最高のも
のにしています。

Front F Key
SA80以前のモデルに採用され
ていたフロントFキーを忠実に
再現しました。パールをあしらっ
た（これはシリーズⅡとⅢにある
通常キーに代わるものです）趣
のあるデザインが印象的です。

Plastic Booster Pad
撥水性と耐久性に優れたパッド
と、マイルドな音色づくりのでき
るプラスティックブースターを採
用しました。

Plastic Booster Pad
撥水性と耐久性に優れたパッ
ドと、マイルドな音色づくりので
きるプラスティックブースターを
採用しました。

Bell to Body Ring
ボディと接する部分は現行機
種と同様のシステムですが、丸
みを帯びた洗練されたデザイン
は当時を彷彿させます。

Bell Logo
ベルに刻まれたリファレンスの
彫刻が、当時のノスタルジックな
雰囲気を醸しだしています。

彫刻なし
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Année Modèle No Série Année Modèle No Série Année Modèle No Série Année Modèle No Série
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1400
2350
3350

5600
7850
9700
11900
14000
15750
17250
18700
20100
21750
22650
25600
27650
29300
29750
30500
31150
31580
31850
32350
33700
35800

38500
41500
45100
48300
51800
55200
59000
63400
68900
75400
80400
85200
91300
97300
104500
112500
121600
131800
141500
152400
162500
173800
184900
196000
208700
220800

233900
246800
266100
276100
289700
303100
315500
327300
340200
353300
366400
378800
391000
406000
422500
439600
457500
473600
486000
497000
507000
515000
529000
545000
560000
580000

595000
610000
639843

666000

691800

713300

730500

22

26

Cigar Cutter

Radio Improved

Balanced Action

Super Action

Mark Ⅵ

Mark Ⅶ

Super Action 80

Super Action 80
Série Ⅱ

Série Ⅲ

Reference

父ジャン‒ジャックや祖父ヨハン‒ヤコブ・セルマー（1749年
生まれ）と同様に軍楽隊長となるシャルル‒フレデリック・セ
ルマーが誕生。

アドルフ・サックスがパリに工房を設立し、さらに1848年に
は191人の社員を雇用するまでに拡大し、1843年から
1860年までの間に20,000本の楽器を生産。

モーリス・セルマーの長男であるジャン・セルマーと、アンリ・
ルフェーヴルの娘婿であるアンドレ・クレルジョが、ポール・
ルフェーヴルと共に入社。「バランスド」Cメロディ・テナー・
サクソフォンを発表。

アンリ・ルフェーヴルの息子ルネが入社。

セルマー‒マッカフェリ・ギターの生産を停止。

アンリ・ルフェーブルが社長となる。

アンリ

パリ11区のラ・フォンテーヌ・オー・ロワ通りに新本社を構える。

アンリ・セルマーが亡くなり、モーリス・セルマーが社長となる。

アンドレ・クレルジョの息子、ジャン‒マリー・クレルジョが入社。

アンリ・セルマーがセルマー・パリ社を創業し、リードとマウ
スピースの生産を開始。1898年には、アンリとアレクサ
ンドルがパリのプラス・ダンクールに工房を構える。
同年、弟のアレクサンドル・セルマー（1864年生まれ）が
ボストン交響楽団のクラリネット奏者となる。

ロベール社でクラリネットを製造していたポール・ルフェーヴル
とその息子アンリがセルマー・パリ社に入社。アンリ・
セルマーがフルート・メーカーのバルビエ社を買収。

マントの工場を設立し、ともにアンリ・セルマーの娘婿であ
るモーリス・ルフェーヴルとアンリ・ルフェーヴルが運営にあ
たった。

アンリ

ハリー

アンリ

「EVOLUTION仕様」クラリネットを発表。2019
アルト・サクソフォン用マウスピース「クロード・ドゥラングル」を発表。

1961

アンリ

増築

ト

および

セルマー・パリ社が創立125周年を迎える。
サクソフォン「ジュビリー」発表。
アルト・サクソフォン用マウスピース「SD20」を発表。
アルトおよびテナー・サクソフォン用マウスピース「SPIRIT」を発表。

ヴァ

アルト・サクソフォン「アクソス」を発表。
クラリネット用マウスピース「コンセプト」「フォーカス」を発表。

テナー・サクソフォン用マウスピース「コンセプト」を発表。
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Année Modèle No Série Année Modèle No Série Année Modèle No Série Année Modèle No Série
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1400
2350
3350

5600
7850
9700
11900
14000
15750
17250
18700
20100
21750
22650
25600
27650
29300
29750
30500
31150
31580
31850
32350
33700
35800

38500
41500
45100
48300
51800
55200
59000
63400
68900
75400
80400
85200
91300
97300
104500
112500
121600
131800
141500
152400
162500
173800
184900
196000
208700
220800

233900
246800
266100
276100
289700
303100
315500
327300
340200
353300
366400
378800
391000
406000
422500
439600
457500
473600
486000
497000
507000
515000
529000
545000
560000
580000

595000
610000
639843

666000

691800

713300

730500

22

26

Cigar Cutter

Radio Improved

Balanced Action

Super Action

Mark Ⅵ

Mark Ⅶ

Super Action 80

Super Action 80
Série Ⅱ

Série Ⅲ

Reference

父ジャン‒ジャックや祖父ヨハン‒ヤコブ・セルマー（1749年
生まれ）と同様に軍楽隊長となるシャルル‒フレデリック・セ
ルマーが誕生。

アドルフ・サックスがパリに工房を設立し、さらに1848年に
は191人の社員を雇用するまでに拡大し、1843年から
1860年までの間に20,000本の楽器を生産。

モーリス・セルマーの長男であるジャン・セルマーと、アンリ・
ルフェーヴルの娘婿であるアンドレ・クレルジョが、ポール・
ルフェーヴルと共に入社。「バランスド」Cメロディ・テナー・
サクソフォンを発表。

アンリ・ルフェーヴルの息子ルネが入社。

セルマー‒マッカフェリ・ギターの生産を停止。

アンリ・ルフェーブルが社長となる。

アンリ

パリ11区のラ・フォンテーヌ・オー・ロワ通りに新本社を構える。

アンリ・セルマーが亡くなり、モーリス・セルマーが社長となる。

アンドレ・クレルジョの息子、ジャン‒マリー・クレルジョが入社。

アンリ・セルマーがセルマー・パリ社を創業し、リードとマウ
スピースの生産を開始。1898年には、アンリとアレクサ
ンドルがパリのプラス・ダンクールに工房を構える。
同年、弟のアレクサンドル・セルマー（1864年生まれ）が
ボストン交響楽団のクラリネット奏者となる。

ロベール社でクラリネットを製造していたポール・ルフェーヴル
とその息子アンリがセルマー・パリ社に入社。アンリ・
セルマーがフルート・メーカーのバルビエ社を買収。

マントの工場を設立し、ともにアンリ・セルマーの娘婿であ
るモーリス・ルフェーヴルとアンリ・ルフェーヴルが運営にあ
たった。

アンリ

ハリー

アンリ

「EVOLUTION仕様」クラリネットを発表。2019
アルト・サクソフォン用マウスピース「クロード・ドゥラングル」を発表。

1961

アンリ

増築

ト

および

セルマー・パリ社が創立125周年を迎える。
サクソフォン「ジュビリー」発表。
アルト・サクソフォン用マウスピース「SD20」を発表。
アルトおよびテナー・サクソフォン用マウスピース「SPIRIT」を発表。

ヴァ

アルト・サクソフォン「アクソス」を発表。
クラリネット用マウスピース「コンセプト」「フォーカス」を発表。

テナー・サクソフォン用マウスピース「コンセプト」を発表。
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N E C K S ネック

ソプラノからバスまで豊富で多彩なバリエーションを誇ります。特に、人気の高いゴールドプレートは音の立ち上がり、密度の高い
トーンとともに吹奏感も抜群です。

SA80 II

SERIE III
テナー

ゴールド
ラッカー

ブラック

銀メッキ プラチナ

金メッキ スターリング
シルバー

ピンクゴールド
メッキ

Reference

SERIE III

SA80 II
バリトン 

ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ
ブラック

スターリングシルバー

ブラック

スターリングシルバー

プラチナメッキ
ゴールドラッカー
アンティークブラッシュドサテン

ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ

ブラッシュドサテン

ブラッシュドサテン

スターリングシルバー※ネックの色調は実際の商品とは異なる場合があります。

C A S E S ケース

※色見本と実物では多少異なって見えることがあります。

高品質ウレタン材により、あらゆる
ショックから愛器を守ります。

SELMER Paris
フライトケースバリトン : 6.9kg

アルト : 2.1kg

テナー : 2.8kg

アルト : 2.4kg

テナー : 3.0kg

アルト : 1.4kg

テナー : 2.0kg

アルト : 5.7kg

アルト : 1.2kg

テナー : 1.8kg

フロント＆背面小物入れや、
ジップ式ロック機構など、機
能満載のケースです。

SELMER Paris
ライトケース

高級感あふれるデザインでケー
ス正面にはセルマー・パリのロゴ
プレートがデザインされています。

SELMER Paris
ソフトパックケース

安全性はもとよりアルト用で約1kg
の軽さを実現した超軽量ケース
です。表面はエンボス調のブラッ
ク地で、ロック機能付きファスナー
を採用しました。

NONAKA 超軽量
パックケース

ポケットを省くことによりコストパ
フォーマンスがアップ。ワンポイン
トのSELMER Parisロゴ金属プ
レートがスタイリッシュです。

NONAKA 超軽量
パックケース（ポケット無し） 

サテンミント ワインレッド

カラー：ブラック、ミント、ロイヤルブルー、
 ホワイト、ワインレッド

カラー：ブラック､ミント､サテンブラック､
 サテンミント、ロイヤルブルー､ホワイト､
 サテンピンク､ワインレッド

ソプラノ＆アルトW : 3.4kg

バリトン : 4.8kg

アルト : 2.2kg テナー: 3.1kg

発泡スチロール成型で軽量化を
実現しながらも、外からの衝撃に
強い丈夫な外装。シンプルながら
おしゃれな外観を持ち、コストパ
フォーマンスが高いケースです。

NONAKA
フライトケース アルト : 2.9kg

ソプラノ : 2.5kg

テナー : 3.9kg
ソプラノ＆アルトW : 4.75kg

機内持ち込み可能なソプラノ＆ア
ルトダブルケース。アルトサクソフォ
ンシングルケース＆小旅行荷物入
れとしても使用できます。

NONAKA
スカイケース 

５種類の堅さの違うクッションを効果
的に組み合わせ、飛行機の機内預
けにも耐える事を前提に製作しまし
た。天板、側板すべてにアルミを使
用した質実剛健なケースです。

NONAKA
ディフェンダーケース

わずか4.8kgの軽量バリトン用
ケース。背負う事も出来、可搬性
にとても優れています。

VIVACE
セミハードケース（リュック式）

外装にはより耐久性のあるポリカーボネートにカーボンを配合した新素材を採用。
金具類もジャストサイズで歩くときのガチャガチャ音が鳴りにくくなり、楽器を背負って
いるときにショルダーベルトの金具が外れないように、予備のフックが初めから付属。

VIVACE
アルト用・テナー用ケース（ハード）

モデル 仕様 モデル 仕様

ソプラノ SERIE III
ストレート
&

カーブド

アルト

SA80 II

SERIE III

Reference
アンティークゴールドラッカー
アンティークブラッシュドサテン

Axos

ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ブラック
ブラッシュドサテン
スターリングシルバー

銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ
ブラック
ブラッシュドサテン
スターリングシルバー

スターリングシルバー

ゴールドラッカー

プラチナメッキ
クリアラッカー

M O U T H P I E C E S マウスピース

Claude Delangle
＜アルト＞
ティップ・オープニング ： 1.65mm
フェイシング ： 24mm
ラウンドチェンバー

Concept ＜ソプラノ＞
ティップ・オープニング ： 1.06mm
フェイシング ： 21mm
＜アルト＞
ティップ・オープニング ： 1.52mm
フェイシング ： 24mm
＜テナー＞
ティップ・オープニング ： 2.10mm
フェイシング ： 27mm

セルマー・パリの伝説的なノウハウと最高の製造技術
を組み合わせて開発されたマウスピースです。この
Conceptは豊かな音色と調和を提供し、演奏をより容易
にしてくれます。革新的で洗練されたConceptのデザイン
はセルマー・パリの価値観を完璧に証明しております。

アドルフ・サックスの最初のマウスピースの特徴とされてい
る金属リングとカットデザインは、これまで培ってきた伝統
とConceptシリーズの開発で得られたノウハウを基にして
おり、「エボナイトと金属のハイブリッド」マウスピースとし
て完成。金メッキが施された金属リングがボア全体を覆
い、音の遠達性が増強され、より緻密で豊かなサウンドが
得られます。

L I G A T U R E S  &  C A P S リガチャー＆キャップ

ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ
ゴールドラッカー
銀メッキ

バリトン

バス

リードの振動を限りなくピュアに伝えるために、試
行錯誤のすえ完成された理想的なデザインは、
あらゆるジャンルの演奏家に愛されています。スタ
ンダードな仕上げのゴールドラッカー、ふくよかな
音色が魅力の銀メッキ、音の立ちあがりが良く、
華やかな音色の金メッキ、心地よい抵抗感があ
り、メローでありながらはっきりとしたエッジが得ら
れるピンクゴールドメッキ。

アルトサクソフォン& B♭クラリネット
兼用マウスピースキャップです。
正締め・逆締め共にご利用いただけます。

カラー：ブラック
材質：プラスチック

楽器 仕上

ゴールドラッカー
銀メッキ
ラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ

ソプラニーノ

ソプラノ

ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ

アルト ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ

テナー

楽器 仕上 楽器 仕上 楽器 仕上

VIVACEマウスピースキャップ

S90

S80

Soloist

様々な分野の演奏家に愛用されている人気マ
ウスピース。その音は非常にストレートで均質
に響き、また柔軟性としなやかさが非常に優
れバランスがとれているので、学生でもプロ
奏者でもその要求を満たしてくれます。

Super Session

1950年代以前のモデルと同様のラウンド・チェン
バー。息が入りやすく、音の強弱にかかわらぬ安定
感があり、驚くほど豊かでまろやかなサウンドです。
特にジャズ向きに設計されており、ダイナミクスレン
ジの広さを追求する演奏家の要望に応えます。

Spirit
フランスの人気ジャズプレイヤー、ピエリック・
ペドロン氏との共同開発で生まれました。突き
抜けるパワーを維持した低くてリッチな倍音。
バランスの取れたチューニングやコントロール
のしやすさは、ジャズマウスピースではありえ
ない程の演奏中の心地よさが得られます。

あらゆる種類のサクソフォンにフィットし、他
に類のないほどの人気を勝ち得ており、今日
を代表するマウスピースとして広く認められて
います。非常にあたたかく、幅広い豊かな音
が特徴です。

1960年代に製造されていた伝説的なモデルに
啓発され製作されました。豊かで色彩感があ
り、多様な演奏スタイルに適応する芯のある、
均一であたたかな音が特徴。とりわけ低音と
最高音域でのアタックが非常に正確です。

モ デ ル
アルトソプラニーノ

ティップ・
オープニング フェイシング

ティップ・
オープニング フェイシング

ティップ・
オープニング フェイシング

ティップ・
オープニング フェイシング

ティップ・
オープニング フェイシング

ティップ・
オープニング フェイシング

ソプラノ テナー バリトン バ ス

●上記数値は 2020 年 1 月 1 日現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合がありますのでご了承下さい。
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Prologue ＜アルト＞
ティップ・オープニング ： 1.55mm
フェイシング ： 24mm

リガチャー&キャップ 付き

1885年から世界の音楽家に常に素晴らしい楽器を届け
てきたセルマー・パリ社のノウハウが生み出したこのプロ
ローグには新素材サーモプラスティックポリマーが採用さ
れ、ハードラバー製と同様の演奏しやすさと豊かな音を
生み出すことに成功しました。
そして何より、その価格は驚くほどの手ごろさで、初心者
の方にも安心しておすすめできます。
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N E C K S ネック

ソプラノからバスまで豊富で多彩なバリエーションを誇ります。特に、人気の高いゴールドプレートは音の立ち上がり、密度の高い
トーンとともに吹奏感も抜群です。

SA80 II

SERIE III
テナー

ゴールド
ラッカー

ブラック

銀メッキ プラチナ

金メッキ スターリング
シルバー

ピンクゴールド
メッキ

Reference

SERIE III

SA80 II
バリトン 

ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ
ブラック

スターリングシルバー

ブラック

スターリングシルバー

プラチナメッキ
ゴールドラッカー
アンティークブラッシュドサテン

ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ

ブラッシュドサテン

ブラッシュドサテン

スターリングシルバー※ネックの色調は実際の商品とは異なる場合があります。

C A S E S ケース

※色見本と実物では多少異なって見えることがあります。

高品質ウレタン材により、あらゆる
ショックから愛器を守ります。

SELMER Paris
フライトケースバリトン : 6.9kg

アルト : 2.1kg

テナー : 2.8kg

アルト : 2.4kg

テナー : 3.0kg

アルト : 1.4kg

テナー : 2.0kg

アルト : 5.7kg

アルト : 1.2kg

テナー : 1.8kg

フロント＆背面小物入れや、
ジップ式ロック機構など、機
能満載のケースです。

SELMER Paris
ライトケース

高級感あふれるデザインでケー
ス正面にはセルマー・パリのロゴ
プレートがデザインされています。

SELMER Paris
ソフトパックケース

安全性はもとよりアルト用で約1kg
の軽さを実現した超軽量ケース
です。表面はエンボス調のブラッ
ク地で、ロック機能付きファスナー
を採用しました。

NONAKA 超軽量
パックケース

ポケットを省くことによりコストパ
フォーマンスがアップ。ワンポイン
トのSELMER Parisロゴ金属プ
レートがスタイリッシュです。

NONAKA 超軽量
パックケース（ポケット無し） 

サテンミント ワインレッド

カラー：ブラック、ミント、ロイヤルブルー、
 ホワイト、ワインレッド

カラー：ブラック､ミント､サテンブラック､
 サテンミント、ロイヤルブルー､ホワイト､
 サテンピンク､ワインレッド

ソプラノ＆アルトW : 3.4kg

バリトン : 4.8kg

アルト : 2.2kg テナー: 3.1kg

発泡スチロール成型で軽量化を
実現しながらも、外からの衝撃に
強い丈夫な外装。シンプルながら
おしゃれな外観を持ち、コストパ
フォーマンスが高いケースです。

NONAKA
フライトケース アルト : 2.9kg

ソプラノ : 2.5kg

テナー : 3.9kg
ソプラノ＆アルトW : 4.75kg

機内持ち込み可能なソプラノ＆ア
ルトダブルケース。アルトサクソフォ
ンシングルケース＆小旅行荷物入
れとしても使用できます。

NONAKA
スカイケース 

５種類の堅さの違うクッションを効果
的に組み合わせ、飛行機の機内預
けにも耐える事を前提に製作しまし
た。天板、側板すべてにアルミを使
用した質実剛健なケースです。

NONAKA
ディフェンダーケース

わずか4.8kgの軽量バリトン用
ケース。背負う事も出来、可搬性
にとても優れています。

VIVACE
セミハードケース（リュック式）

外装にはより耐久性のあるポリカーボネートにカーボンを配合した新素材を採用。
金具類もジャストサイズで歩くときのガチャガチャ音が鳴りにくくなり、楽器を背負って
いるときにショルダーベルトの金具が外れないように、予備のフックが初めから付属。

VIVACE
アルト用・テナー用ケース（ハード）

モデル 仕様 モデル 仕様

ソプラノ SERIE III
ストレート
&

カーブド

アルト

SA80 II

SERIE III

Reference
アンティークゴールドラッカー
アンティークブラッシュドサテン

Axos

ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ブラック
ブラッシュドサテン
スターリングシルバー

銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ
ブラック
ブラッシュドサテン
スターリングシルバー

スターリングシルバー

ゴールドラッカー

プラチナメッキ
クリアラッカー

M O U T H P I E C E S マウスピース

Claude Delangle
＜アルト＞
ティップ・オープニング ： 1.65mm
フェイシング ： 24mm
ラウンドチェンバー

Concept ＜ソプラノ＞
ティップ・オープニング ： 1.06mm
フェイシング ： 21mm
＜アルト＞
ティップ・オープニング ： 1.52mm
フェイシング ： 24mm
＜テナー＞
ティップ・オープニング ： 2.10mm
フェイシング ： 27mm

セルマー・パリの伝説的なノウハウと最高の製造技術
を組み合わせて開発されたマウスピースです。この
Conceptは豊かな音色と調和を提供し、演奏をより容易
にしてくれます。革新的で洗練されたConceptのデザイン
はセルマー・パリの価値観を完璧に証明しております。

アドルフ・サックスの最初のマウスピースの特徴とされてい
る金属リングとカットデザインは、これまで培ってきた伝統
とConceptシリーズの開発で得られたノウハウを基にして
おり、「エボナイトと金属のハイブリッド」マウスピースとし
て完成。金メッキが施された金属リングがボア全体を覆
い、音の遠達性が増強され、より緻密で豊かなサウンドが
得られます。

L I G A T U R E S  &  C A P S リガチャー＆キャップ

ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ
ゴールドラッカー
銀メッキ

バリトン

バス

リードの振動を限りなくピュアに伝えるために、試
行錯誤のすえ完成された理想的なデザインは、
あらゆるジャンルの演奏家に愛されています。スタ
ンダードな仕上げのゴールドラッカー、ふくよかな
音色が魅力の銀メッキ、音の立ちあがりが良く、
華やかな音色の金メッキ、心地よい抵抗感があ
り、メローでありながらはっきりとしたエッジが得ら
れるピンクゴールドメッキ。

アルトサクソフォン& B♭クラリネット
兼用マウスピースキャップです。
正締め・逆締め共にご利用いただけます。

カラー：ブラック
材質：プラスチック

楽器 仕上

ゴールドラッカー
銀メッキ
ラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ

ソプラニーノ

ソプラノ

ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ

アルト ゴールドラッカー
銀メッキ
金メッキ
ピンクゴールドメッキ

テナー

楽器 仕上 楽器 仕上 楽器 仕上

VIVACEマウスピースキャップ

S90

S80

Soloist

様々な分野の演奏家に愛用されている人気マ
ウスピース。その音は非常にストレートで均質
に響き、また柔軟性としなやかさが非常に優
れバランスがとれているので、学生でもプロ
奏者でもその要求を満たしてくれます。

Super Session

1950年代以前のモデルと同様のラウンド・チェン
バー。息が入りやすく、音の強弱にかかわらぬ安定
感があり、驚くほど豊かでまろやかなサウンドです。
特にジャズ向きに設計されており、ダイナミクスレン
ジの広さを追求する演奏家の要望に応えます。

Spirit
フランスの人気ジャズプレイヤー、ピエリック・
ペドロン氏との共同開発で生まれました。突き
抜けるパワーを維持した低くてリッチな倍音。
バランスの取れたチューニングやコントロール
のしやすさは、ジャズマウスピースではありえ
ない程の演奏中の心地よさが得られます。

あらゆる種類のサクソフォンにフィットし、他
に類のないほどの人気を勝ち得ており、今日
を代表するマウスピースとして広く認められて
います。非常にあたたかく、幅広い豊かな音
が特徴です。

1960年代に製造されていた伝説的なモデルに
啓発され製作されました。豊かで色彩感があ
り、多様な演奏スタイルに適応する芯のある、
均一であたたかな音が特徴。とりわけ低音と
最高音域でのアタックが非常に正確です。

モ デ ル
アルトソプラニーノ

ティップ・
オープニング フェイシング

ティップ・
オープニング フェイシング

ティップ・
オープニング フェイシング

ティップ・
オープニング フェイシング

ティップ・
オープニング フェイシング

ティップ・
オープニング フェイシング

ソプラノ テナー バリトン バ ス

●上記数値は 2020 年 1 月 1 日現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合がありますのでご了承下さい。
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Prologue ＜アルト＞
ティップ・オープニング ： 1.55mm
フェイシング ： 24mm

リガチャー&キャップ 付き

1885年から世界の音楽家に常に素晴らしい楽器を届け
てきたセルマー・パリ社のノウハウが生み出したこのプロ
ローグには新素材サーモプラスティックポリマーが採用さ
れ、ハードラバー製と同様の演奏しやすさと豊かな音を
生み出すことに成功しました。
そして何より、その価格は驚くほどの手ごろさで、初心者
の方にも安心しておすすめできます。
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APPROVAL NO.S604331

S W A B S  &  S T R A P S スワブ、ストラップ他R E E D  C A S E S リードケース

ミント ピンク ブルー オレンジ ブラック

オレンジゴールド

サクラピンク チェリーレッド

パールホワイト

オーシャンブルー

パステルブルー メタリックブラック

ワインレッド ブラウン ブルーナチュラル

●ヴィヴァーチェ リードケース

外装に「うるし紙」をあしらったリードケースです。

種類 ・ アルトサクソフォン／B♭クラリネット兼用（5枚用／10枚用）
・ テナー用（5枚用）
・ バリトン用（5枚用）

●NONAKA オリジナル ポリッシングクロス

楽器使用後の汗や油汚れ、指紋も綺麗に拭き
取ってくれるポリッシングクロスです。

●NONAKA スーパースワブ

円錐形の形状で、今まで拭き取れなかったＵ字管
部分の水の汚れをきれいにしてくれるスワブで
す。行き戻し紐が付いており、詰まり防止にも最適
です。

種類 アルト用／テナー用

●ヴィヴァーチェ クリーニングスワブ

トーンホールや管体にダメージを与えない
なめらかな高級シルクを使用しており、戻しひも
付きのため、安心してご使用頂けます。

種類 ソプラノ用／アルト用／テナー用

●NONAKA 吸水シート

パッドやトーンホールの水分や汚れをふき取ります。
パッドの水分を取り除くアイテムとして最適です。

種類 スモール／ラージ（３枚入り＋スティック）

●ヴィヴァーチェ クリーニングペーパー

野中貿易オリジナルブランドで、吸水性・速乾性に
優れています。木管楽器のパッドやトーンホール
の水分や汚れをふき取ります。

●NONAKA パッドガード

パッドのべたつき解消に絶大な効果があります。
パッドのケアに最適です。

●NONAKA リップロテクト

唇の痛みを和らげ、長時間の練習でも疲れにくく
なります。下の歯に装着し、使用します。

●NONAKA マウスピースクッション

マウスピースを歯型から保護し、安定感が得られま
す。リーズナブルな価格でベストセラー商品です。

種類 ・ 0.36mm（4枚入り）❶
・ 0.2mm（4枚入り）❷

●SELMER Paris マウスピースクッション

特殊接着剤でマウスピースにぴったりとくっつき、
ずれにくくなっています。

種類 0.35mm（6枚入り） 

●Pure Smile リップパック

管楽器奏者の為のくちびる専用パック。適度な潤
いが得られ、くちびるのコンディションを整えてくれ
ます。

種類 1袋1シート入り

●SELMER Paris ストラップ

スタンダード形状のストラップ。高品質ナイロン素
材でシルクの様な肌触りとスムーズなアクションが
特徴。リーズナブルな価格も安心です。

種類 ・ クッションなし（高品質ナイロン）❶
  ソプラノ用／アルト用／テナー用
・ クッションあり❷
  ソプラノ用／アルト用／テナー用／
  バリトン用

●ヴィヴァーチェ マウスピースクリーナー

マウスピースや楽器ケースなどに使用できる
消臭・抗菌スプレーです。 

種類 容量 ： 60ml／240ml

●SELMER Paris ライヤー（譜ばさみ）

種類 ソプラノ用❶／
アルト・テナー用／バリトン用❸

●ヴィヴァーチェ サムクッション／サムレストパッド

各種、滑り止めやクッションの役割を担います。

種類 ・ サムクッション 
  パームキーライザー（サクソフォン左手用）❶ 
  サイドキーライザー（サクソフォン右手用）❷ 
  サムクッション（サクソフォン用）❸
・ サムレストパッド ： 3個入り❹

●ヴィヴァーチェ 木製リードケース

厳選された天然木材を使用した、高級感あふれる木製リードケースで
す。マグネット式で開閉がしやすく、しっかりとリードをガードしてくれる
堅牢さも兼ね備えています。

種類 ・ アルトサクソフォン／B♭クラリネット兼用（6枚用／10枚用）
・ テナーサクソフォン／バスクラリネット兼用（6枚用）

●NONAKA リードケース〈セルマーロゴ〉／プラスチック製

シンプルなデザインでお気に入りのリードを守ってくれます。

種類 ・ アルトサクソフォン（10枚用）
・ テナーサクソフォン（10枚用）

●ハローキティ／マイメロディ リードケース
世界中に愛され続けているハローキティたちのリードケースです。
「毎日の練習も可愛く、ハッピーに！」

●I’m Doraemon リードケース
「I’m Doraemon（アイムドラえもん）」のリードケースが登場しました!
楽器のモチーフとドラえもんのひみつ道具がデザインされた、練習
がもっともっと楽しくなるリードケースの誕生です！

「I’m Doraemon（アイムドラえもん）」
の楽器クリーナー ポリッシングクロスが
登場しました! 練習後のお手入れが
わくわく楽しくなる、そんなアイテムの
誕生です♪

●I’m Doraemon ポリッシングクロス

種類 ・ アルト用（10枚用）  ・ テナーサクソフォン／バスクラリネット兼用（10枚用）

サンリオ人気キャラクター
「マイメロディ」「ハローキティ」
「ポムポムプリン」「ぐでたま」
のポリッシングクロスです。

●ポリッシングクロス
「ハローキティ」と「マイメロディ」
のマウスピースクリーナーです。

●マウスピースクリーナー

「I’m Doraemon
（アイムドラえもん）」の
マウスピースクリーナーです。

●I’m Doraemon 
　マウスピースクリーナー

種類

ぐでたま❶／ハローキティ❷
ポムポムプリン❸／マイメロディ❹

●クリーニングペーパー
木管楽器のパッドやトーン
ホールの水分や汚れをふ
き取ります。

種類

70枚入り
ハローキティ（ブラック）❶
ハローキティ（ピンク）❷
マイメロディ（チェリーカクテル）❸
マイメロディ（フルーツバー）❹

サンリオキャラクターズと野中貿易がコラボレート。

＜ハローキティ＞ サクラ❶／オリジナルブラック❷／オリジナルピンク❸／ボックス❹
＜マイメロディ＞ パールホワイト❺／ブラック❻

種類 DAS-5 アルト用 ❶ ／DTS-5 テナー用 ❷ ／
DBS-5 バリトン用 ❸ （5枚用）

種類 どこでもドア（ブルー） ❶ 
タケコプター（グレー） ❷

❶

❶ ❷ ❸ ❹

❶

❶ ❷ ❸

❹

❶

●ハローキティ ストラップ
ハローキティのフェイスチャーム
がついた、スナップフックタイプ
のストラップ。ストラップベルトに
は首当たりの優しい、しなやか
な高級素材を使用しています。

種類

ソプラノ／アルト／テナー兼用
ブラック❶／ピンク❷

❶

❶

❷

❷

❶ ❷

❷

❸

❹

❷

楽器のコルク部分の滑りを
良くし、楽器の組み立ても容
易になり、隙間を密封します。

●コルクグリス

種類

ぐでたま❶／ポムポムプリン❷
シナモロール❸
マイメロディ ストロベリー❹
ハローキティ かくれんぼ❺ ❸

❶

❷ ❸

❹

❻❺

○セイフティパッドの採用により演奏中の首への負担をやわらげます。
○スムーズなアジャスト機能によりフックの位置を自在に変えられます。
○メタルフックには愛器に傷を付けない特殊なコーティングを施しています。

ⓒ1976, 1996, 2001, 2013, 2020 SANRIO CO, LTD. APPROVAL NO.S604331
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S W A B S  &  S T R A P S スワブ、ストラップ他R E E D  C A S E S リードケース

ミント ピンク ブルー オレンジ ブラック

オレンジゴールド

サクラピンク チェリーレッド

パールホワイト

オーシャンブルー

パステルブルー メタリックブラック

ワインレッド ブラウン ブルーナチュラル

●ヴィヴァーチェ リードケース

外装に「うるし紙」をあしらったリードケースです。

種類 ・ アルトサクソフォン／B♭クラリネット兼用（5枚用／10枚用）
・ テナー用（5枚用）
・ バリトン用（5枚用）

●NONAKA オリジナル ポリッシングクロス

楽器使用後の汗や油汚れ、指紋も綺麗に拭き
取ってくれるポリッシングクロスです。

●NONAKA スーパースワブ

円錐形の形状で、今まで拭き取れなかったＵ字管
部分の水の汚れをきれいにしてくれるスワブで
す。行き戻し紐が付いており、詰まり防止にも最適
です。

種類 アルト用／テナー用

●ヴィヴァーチェ クリーニングスワブ

トーンホールや管体にダメージを与えない
なめらかな高級シルクを使用しており、戻しひも
付きのため、安心してご使用頂けます。

種類 ソプラノ用／アルト用／テナー用

●NONAKA 吸水シート

パッドやトーンホールの水分や汚れをふき取ります。
パッドの水分を取り除くアイテムとして最適です。

種類 スモール／ラージ（３枚入り＋スティック）

●ヴィヴァーチェ クリーニングペーパー

野中貿易オリジナルブランドで、吸水性・速乾性に
優れています。木管楽器のパッドやトーンホール
の水分や汚れをふき取ります。

●NONAKA パッドガード

パッドのべたつき解消に絶大な効果があります。
パッドのケアに最適です。

●NONAKA リップロテクト

唇の痛みを和らげ、長時間の練習でも疲れにくく
なります。下の歯に装着し、使用します。

●NONAKA マウスピースクッション

マウスピースを歯型から保護し、安定感が得られま
す。リーズナブルな価格でベストセラー商品です。

種類 ・ 0.36mm（4枚入り）❶
・ 0.2mm（4枚入り）❷

●SELMER Paris マウスピースクッション

特殊接着剤でマウスピースにぴったりとくっつき、
ずれにくくなっています。

種類 0.35mm（6枚入り） 

●Pure Smile リップパック

管楽器奏者の為のくちびる専用パック。適度な潤
いが得られ、くちびるのコンディションを整えてくれ
ます。

種類 1袋1シート入り

●SELMER Paris ストラップ

スタンダード形状のストラップ。高品質ナイロン素
材でシルクの様な肌触りとスムーズなアクションが
特徴。リーズナブルな価格も安心です。

種類 ・ クッションなし（高品質ナイロン）❶
  ソプラノ用／アルト用／テナー用
・ クッションあり❷
  ソプラノ用／アルト用／テナー用／
  バリトン用

●ヴィヴァーチェ マウスピースクリーナー

マウスピースや楽器ケースなどに使用できる
消臭・抗菌スプレーです。 

種類 容量 ： 60ml／240ml

●SELMER Paris ライヤー（譜ばさみ）

種類 ソプラノ用❶／
アルト・テナー用／バリトン用❸

●ヴィヴァーチェ サムクッション／サムレストパッド

各種、滑り止めやクッションの役割を担います。

種類 ・ サムクッション 
  パームキーライザー（サクソフォン左手用）❶ 
  サイドキーライザー（サクソフォン右手用）❷ 
  サムクッション（サクソフォン用）❸
・ サムレストパッド ： 3個入り❹

●ヴィヴァーチェ 木製リードケース

厳選された天然木材を使用した、高級感あふれる木製リードケースで
す。マグネット式で開閉がしやすく、しっかりとリードをガードしてくれる
堅牢さも兼ね備えています。

種類 ・ アルトサクソフォン／B♭クラリネット兼用（6枚用／10枚用）
・ テナーサクソフォン／バスクラリネット兼用（6枚用）

●NONAKA リードケース〈セルマーロゴ〉／プラスチック製

シンプルなデザインでお気に入りのリードを守ってくれます。

種類 ・ アルトサクソフォン（10枚用）
・ テナーサクソフォン（10枚用）

●ハローキティ／マイメロディ リードケース
世界中に愛され続けているハローキティたちのリードケースです。
「毎日の練習も可愛く、ハッピーに！」

●I’m Doraemon リードケース
「I’m Doraemon（アイムドラえもん）」のリードケースが登場しました!
楽器のモチーフとドラえもんのひみつ道具がデザインされた、練習
がもっともっと楽しくなるリードケースの誕生です！

「I’m Doraemon（アイムドラえもん）」
の楽器クリーナー ポリッシングクロスが
登場しました! 練習後のお手入れが
わくわく楽しくなる、そんなアイテムの
誕生です♪

●I’m Doraemon ポリッシングクロス

種類 ・ アルト用（10枚用）  ・ テナーサクソフォン／バスクラリネット兼用（10枚用）

サンリオ人気キャラクター
「マイメロディ」「ハローキティ」
「ポムポムプリン」「ぐでたま」
のポリッシングクロスです。

●ポリッシングクロス
「ハローキティ」と「マイメロディ」
のマウスピースクリーナーです。

●マウスピースクリーナー

「I’m Doraemon
（アイムドラえもん）」の
マウスピースクリーナーです。

●I’m Doraemon 
　マウスピースクリーナー

種類

ぐでたま❶／ハローキティ❷
ポムポムプリン❸／マイメロディ❹

●クリーニングペーパー
木管楽器のパッドやトーン
ホールの水分や汚れをふ
き取ります。

種類

70枚入り
ハローキティ（ブラック）❶
ハローキティ（ピンク）❷
マイメロディ（チェリーカクテル）❸
マイメロディ（フルーツバー）❹

サンリオキャラクターズと野中貿易がコラボレート。

＜ハローキティ＞ サクラ❶／オリジナルブラック❷／オリジナルピンク❸／ボックス❹
＜マイメロディ＞ パールホワイト❺／ブラック❻

種類 DAS-5 アルト用 ❶ ／DTS-5 テナー用 ❷ ／
DBS-5 バリトン用 ❸ （5枚用）

種類 どこでもドア（ブルー） ❶ 
タケコプター（グレー） ❷

❶

❶ ❷ ❸ ❹

❶

❶ ❷ ❸

❹

❶

●ハローキティ ストラップ
ハローキティのフェイスチャーム
がついた、スナップフックタイプ
のストラップ。ストラップベルトに
は首当たりの優しい、しなやか
な高級素材を使用しています。

種類

ソプラノ／アルト／テナー兼用
ブラック❶／ピンク❷

❶

❶

❷

❷

❶ ❷

❷

❸

❹

❷

楽器のコルク部分の滑りを
良くし、楽器の組み立ても容
易になり、隙間を密封します。

●コルクグリス

種類

ぐでたま❶／ポムポムプリン❷
シナモロール❸
マイメロディ ストロベリー❹
ハローキティ かくれんぼ❺ ❸

❶

❷ ❸

❹

❻❺

○セイフティパッドの採用により演奏中の首への負担をやわらげます。
○スムーズなアジャスト機能によりフックの位置を自在に変えられます。
○メタルフックには愛器に傷を付けない特殊なコーティングを施しています。

ⓒ1976, 1996, 2001, 2013, 2020 SANRIO CO, LTD. APPROVAL NO.S604331
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Saxophones

取扱店

C9300115（2020年8月）　1906913

www.nonaka.com/selmer/
●仕様、付属品は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●モデルによっては、納期を必要とする場合がありますのでご了承ください。
総発売元  株式会社ノナカ  総輸入元  野中貿易株式会社
231-0011  横浜市中区太田町4-46
●お問い合わせは弊社WEB サイト「お問い合わせ &カタログ請求」よりご連絡ください。

www.nonaka.com お問い合わせ 野中貿易公式Facebook

耐久性が要求される学校やオーケストラ、
そして演奏家から支持され最も人気のある譜面台です。
抜群の使いやすさで、幅広い音楽シーンで活躍しています。
■譜面部：スタンダード仕様
■高さ調節：77～ 134cm
■重量：2.4kg

M48 Symphony Stand
シンフォニーモデル

すべての部品は
現在もアメリカで
製造されており、
マンハセットは創意工夫を凝らして
コストの削減を実現しています。

■マンハセット社のスタンド（譜面台）の特徴
①最も長持ちして、耐久性のあるスタンドです。
②頑丈でリブ補強されたアルミニウム・デスクを使用しており、表面は
傷付きにくいブラック･パウダーコーティング仕上げを施しています。

③ソリッドブラスのベアリング、グリスを必要としない頑丈なインナー
シャフト、独自の「マジック･フィンガー・クラッチ」は片手で操作
しても止めた位置でロックがかかり、ノブやネジを使用しない
no-knobfriction-tiltneck は、どの高さで分厚いスコアを置いても、
安定して使用できます。

④溶接されたベース部分は、保管時でもステージ上でも最小限の
スペースで優れた安定性を発揮します。

※永久保証に関しまして詳しくは下記URLをご確認下さい。
　www.nonaka.com/manhasset/products/index_warranty.html

ご愛用カードが
お買い上げいただいた
大切な楽器を

一年間の保証により
お守りいたします。

「ご愛用者カード」には“安心”がつ
いています。お買い上げいただいて
から一年間の保証がありますので、
いざという時も野中なら安心です。
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