
   　　　　　　　　　　  ◆◇◆バスーン完成リード◆◇◆  

商品名 糸の色 特徴 タイプ

ＪＤＲ 赤 張りの強いパワフルなリード MH

ＪＤＲ　Ａ 青 息が入りやすく、力強い音色 M

ＪＤＲ　Ｂ 濃赤 響が多く、柔らかな音色 MH

ＪＤＲ　ＢＳ トリコロール 楽な吹奏感で柔らかい響き MS

ＪＤＲ　Ｃ 水色 息が入りやすく、楽な吹き心地 MS

ＪＤＲ　Ｆ(Brown) ベージュ×ブラウン 程よい抵抗感で重厚感ある音色 M

ＪＤＲ　Ｆ(Green) ベージュ×グリーン F(Brown)よりハッキリとした音色 MH

ＪＤＲ　Ｆ(Red) ベージュ×レッド F(Brown)より落ち着いた深みのある音色 MH

ＪＤＲ　Ｇ スカイブルー 楽な吹奏感でまとまった音色のリード M

ＪＤＲ　Ｌ 黄 程よい抵抗感で重厚な音色 M

ＪＤＲ　Ｍ 茶 まとまりのある力強い音色 MS

ＪＤＲ　Ｏ 緑 柔らかな音色で深みのある音色 M

ＪＤＲ　Ｓ グレー 重ためな吹奏感と落ち着いたまとまりのある音色 M

ＪＤＲ　Ｕ ラベンダー 楽な吹奏感で柔らかな響き MS

マーブル パステル 程よい抵抗感で吹奏感が良く、まろやかな音色 M

ホーステンス ピンク 軽めのリードで豊かな響き M

オリーブ　R 赤 纏まりのある音色で、音程が取りやすい。息を吹き込む方にお薦め H

オリーブ　AR　 赤 芯のある音色で、発音がし易い。息を吹き込む方にお薦め MH

オリーブ　BS 赤 深見があり存在感がある音色。息を吹き込む方にお薦め H

オリーブ　L 赤 ハリのある響き。息を吹き込む方にお薦め MH

オリーブ　RB 赤 纏まりある柔らかな音色。息を吹き込む方にお薦め H

商品名 糸の色 特徴 タイプ

オリーブ（バロック） 濃オレンジ 楽な吹奏感で音程が取りやすい（415Hz） M

オリーブ（クラシック） 朱色 楽な吹奏感で音程が取りやすい（430Hz） M

商品名 糸の色 特徴 タイプ

ＪＤＲ 赤 ハリのあるパワフルなリード、抵抗感強め MH

ＪＤＲ　Ｄ 水色 楽な吹奏感でハッキリとした音色 MS

ＪＤＲ　Ｅ 濃赤 豊かな響きの中庸タイプ M

ＪＤＲ　Ｍ 茶 吹きやすく易く、音程が取りやすい M

ＪＤＲ　Ｌ 黄 まとまった重厚感のある音色、張り強め MH

ＪＤＲ　Ｔ 濃オレンジ 楽な吹奏感で、まとまりがある MS

¥2,750

¥2,640

販売価格(税込)

¥2,750

¥2,860

¥2,860

¥2,750

¥2,750

¥2,750

¥2,970

¥2,640

¥2,640

¥2,860

¥2,750

¥2,750

¥2,640

¥2,750

¥2,640

¥3,300

¥2,970

¥2,970

¥2,970

¥2,970

　　　◆◇◆バロックファゴット完成リード◆◇◆

販売価格(税込)

¥3,960

¥3,960

◆◇◆コントラバスーン完成リード◆◇◆

販売価格(税込)

¥3,410

¥3,740

¥3,740

¥3,300

¥3,300

【タイプについて】S:ソフト　MS:ミディアムソフト　M:ミディアム　MH:ミディアムハード　H:ハード



商品名 糸の色 特徴 タイプ

ＪＤＲ えんじ すべての楽器に合うオールマイティなリード M

ＪＤＲ　Ａ 青灰 暗めの音色で、中庸タイプ MH

ＪＤＲ　Ｂ ブルー やや軽めで柔らかい音色、コントロールしやすいリード　 MS

ＪＤＲ　Ｃ 深緑 張りのある深めの音色、ピッチやや高め MS

ＪＤＲ　Ｄ 緑白 暗めの音色でやや重めの吹奏感 MH

ＪＤＲ　Ｆ うぐいす スクレープが長めで暗い音色を持つ Ｍ

ＪＤＲ　Ｇ 黄 心地よい抵抗感の吹きやすいリード M

ＪＤＲ　Ｈ 茶 抵抗感のある重めのリード MH

ＪＤＲ　Ｊ ブラック 鳴らしやすく、心地よい抵抗感で明るい響きの音色 MH

ＪＤＲ　Ｍ オレンジ白 やや抵抗感のある重めのリード MH

ＪＤＲ　Ｏ ネオンオレンジ やや抵抗感があり暗めの音色 MH

ＪＤＲ　Ｑ ライトグリーン 鳴らしやすく、楽な抵抗感でまとまりのある音色 M

ＪＤＲ　Ｓ 水色 やや軽めの明るいリード MS

ＪＤＲ　Ｔ 紫 中庸タイプの鳴らしやすいリード S

ＪＤＲ　Ｕ 黄緑 抵抗感があり暗めの音色 Ｍ

ＪＤＲ　Ｖ さくら 楽な吹奏感で、ハリのある豊かな響き M

ＪＤＲ　Ｗ ピンク 硬い音色の重めのリード H

ＪＤＲ　Ｘ レインボー 程よい抵抗感でしっかりと息が入りよく鳴るリード M

ＪＤＲ　Ｙ 紺 音程のとりやすい中庸のリード Ｍ

ＪＤＲ　Ｚ ラベンダー 程よい吹奏感で響きのある柔かい音色 MH

ルボア ゴールド 金 軽めで鳴らしやすい中庸タイプ、ロレーOBにも相性抜群 MS

ルボア プラチナ 銀 鳴らしやすく纏まりのある豊かな音色、リグータOBにも相性抜群 MS

ロレー（Ｓ） 薄紫 ほどよい抵抗感、歯切れの良いダークな響き MH

ロレー（Ｎ） 紫白 中庸タイプ　華やかで纏まりのある音色 MS

商品名 糸の色 特徴 タイプ

ＪＤＲ えんじ すべての楽器に合う吹きやすいリード Ｍ

ＪＤＲ　Ａ 青灰 暗めの音色で中庸タイプ MH

ＪＤＲ　Ｂ ブルー 楽に鳴らせる柔らかい音色のリード MS

ＪＤＲ　Ｃ 深緑 息が入りやすく、程よい抵抗感 M

ＪＤＲ　Ｄ 緑白 暗めの音色でやや重めの吹奏感　メーニッヒの楽器と相性◎ MH

ＪＤＲ　Ｈ 茶 抵抗感は軽いがやや暗めの音色　※コルクチューブと金属チューブ2種類※ MS

ＪＤＲ　Ｐ 白黄 まろやかな音色。発音のしやすいやや重めリード MH

ＪＤＲ　Ｕ 黄緑 息が入りやすく初心者の方にも吹きやすい中庸タイプ Ｍ

ＪＤＲ　Ｘ レインボー 程よい抵抗感でしっかりと息が入りよく鳴るリード M

ＪＤＲ　Ｗ ピンク 抵抗感のある重めのリード H

リグータ トリコロール 大きめのサイズ　リグータの楽器と相性◎ MS

ルボア ゴールド 金 鳴らしやすく豊かな響きの音色、ロレーの楽器と相性◎ M

ルボア プラチナ 銀 鳴らしやすく柔らかな響きの音色、リグータモデルと相性◎ M

商品名 糸の色 特徴 タイプ

ＪＤＲ えんじ 吹きやすく中庸な吹奏感 M

ＪＤＲ　Ｂ ブルー 適度な張りがあり、コントロールしやすい MS

ＪＤＲ　Ｕ 黄緑 息が入りやすく初心者の方にも吹きやすい中庸タイプ M

ルボア ゴールド 金 鳴らしやすく豊かな響きの音色、ロレーの楽器と相性◎ M

商品名 糸の色 特徴 タイプ

ルボア ゴールド 金 吹きやすく豊かな響きのリード、ロレーの楽器と相性◎ M

◆◇◆オーボエ完成リード◆◇◆

販売価格(税込)

¥2,640

¥2,530

¥2,640

¥2,750

¥2,530

¥2,530

¥2,530

¥2,750

¥2,420

¥2,750

¥2,970

¥2,310

¥2,750

¥2,750

¥2,530

¥2,530

¥2,750

¥2,750

¥2,530

¥2,750

¥2,530

¥2,750

¥2,530

¥2,530

¥3,300

◆◇◆イングリッシュホルン完成リード◆◇◆

¥2,970

¥2,860

¥3,080

¥3,080

¥2,860

販売価格(税込)

¥3,080

¥2,970

¥2,860

¥3,080

【タイプについて】S:ソフト　MS:ミディアムソフト　M:ミディアム　MH:ミディアムハード　H:ハード

¥3,190

¥3,300

¥3,300

◆◇◆バスオーボエ完成リード◆◇◆

販売価格(税込)

¥3,300

¥3,080

¥2,860

¥2,860

◆◇◆オーボエダモーレ完成リード◆◇◆

販売価格(税込)

¥3,300



★オーボエ★

商品名 チューブ 特徴 タイプ

Ｍ－１ ピゾニー/47DX ダークな音色 M

Ｍ－２ グロタン/47B 明るく華やかな響き MH

Ｎ－１ ロレー/47B 華やかで纏まりのある音色 MS

Ｎ－２ グロタン/47B 明るく華やかな響き MS

Ｎ－３ キアルジ5/47B Ｎ-2よりまとまった響き MH

Ｈ キアルジ2＋ or キアルジ2 Ｍ

商品名 チューブ 特徴 タイプ

Ｍ パトリコラ 鳴らしやすいリード M

アメリカンリードは、ロングスクレープリードです。

　　　　　　　削り部分が荒く最初から欠けているように見えるものもございます。

　　製作者のご意向になりますので予めご了承くださいませ。

販売価格(税込)

¥2,860

¥2,640

¥2,420

¥2,640

¥2,640

¥2,970

【タイプについて】S:ソフト　MS:ミディアムソフト　M:ミディアム　MH:ミディアムハード　H:ハード

¥3,080

◆◇◆アメリカンタイプ 完成リード◆◇◆

★イングリッシュホルン★

販売価格(税込)


