
Dynasty Japan Corporation

イノベイティブ パーカッション　2019年 新商品
■ アーティザン シリーズ　　*新ラインナップ 税別定価 ■ She-e Wu シリーズ 税別定価

IP5001 ソフト マリンバ, バーチ ¥7,800 WU7C イクストリームリー ハード マリンバ ¥7,800

IP5002 ミディアムソフト マリンバ, バーチ ¥7,800 WU7CR イクストリームリー ハード コンチェルト マリンバ ¥7,800

IP5003 ミディアム マリンバ, バーチ ¥7,800

IP5004 ミディアム ハード マリンバ, バーチ ¥7,800 ■ Sandi Rennick シリーズ 税別定価

IP5005 ハード マリンバ, バーチ ¥7,800 IP4005 ソフト ビブラフォン ¥7,400

IP5006 ベリーハード マリンバ, バーチ ¥7,800 IP4006 ミディアム ビブラフォン ¥7,400

IP5000-MT マルチトーン マリンバ, バーチ ¥7,800 IP4007 ハード ビブラフォン ¥7,400

IP5001R ソフト マリンバ, ラタン ¥8,300

IP5002R ミディアムソフト マリンバ, ラタン ¥8,300

IP5003R ミディアム マリンバ, ラタン ¥8,300 ■ Jauvon Gilliam シリーズ ティンパニマレット　　*新ラインナップ 税別定価

IP5004R ミディアム ハード マリンバ, ラタン ¥8,300 JMG-1 SUMO - ソフト, バンブーシャフト ¥12,000

IP5005R ハード マリンバ, ラタン ¥8,300 JMG-2 THE O.G. - ソフト ジェネラル, バンブーシャフト ¥12,000

IP5006R ベリーハード マリンバ, ラタン ¥8,300 JMG-3 THE BUS DRIVER - ジェネラル, バンブーシャフト ¥12,000

IP5000-MTR マルチトーン マリンバ, ラタン ¥8,300 JMG-4 THE BUNNY RABBIT - ミディアム ハード, バンブーシャフト ¥12,000

JMG-5 CATCH 22 - ハード, バンブーシャフト ¥12,000

■ ラタン シリーズ 税別定価 JMG-6 THE BAR EXAM - アーティキュレート, バンブーシャフト ¥10,600

RS40 ハード マリンバ／ビブラフォン, 毛糸巻 ¥7,400

RS50 ベリーハード マリンバ／ビブラフォン, 毛糸巻 ¥7,400

RS40C ハード マリンバ／ビブラフォン, 糸巻 ¥7,400 ■ シグネチャー ドラムセット スティック 税別定価

RS50C ベリーハード マリンバ／ビブラフォン, 糸巻 ¥7,400 A7X Brooks Wackerman モデル ¥1,900

■ William Moersch シリーズ 税別定価 ■ ティンバレス スティック 税別定価

IP511 ソフト マリンバ ¥7,400 LS-PE PETE ESCOVEDO モデル　（４ペア パック） ¥3,900

IP512 ミディアム ソフト マリンバ ¥7,400

IP513 ミディアム ハード マリンバ ¥7,400 ■ シグネチャー マーチング スネアドラム スティック 税別定価

IP514 ハード マリンバ ¥7,400 FS-BK3 ブレット・クーン モデル "MOMENTUM" ¥2,200

FS-TR トム・ラリック モデル ¥2,200

■ Mark Ford シリーズ 税別定価

IP821 クリア アーティキュレーション ラプソディ, ミディアム マリンバ ¥7,400

IP822 ストロング アーティキュレーション ラプソディ, ミディアム ハード マリンバ ¥7,400 ■ 楽譜 税別定価

IP823 ブライト アーティキュレーション ラプソディ, ハード マリンバ ¥7,400 E-CW-TRE Treehouses - Clif Walker / Percussion Ensemble ¥23,200

IP824 シャープ アーティキュレーション ラプソディ, ベリーハード マリンバ ¥7,400 E-CD-ALM Almost Perpetual Torque - Christopher Deane / Percussion Ensemble ¥8,000

価格改定商品

■ プラクティスパッド 旧税別定価

RP-1R プラクティス パッド, RP-1R ¥8,300

CP-1R プラクティス パッド, CP-1R ¥8,300

廃番商品　*在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。
アンサンブル シリーズ マーチング スネアドラム スティック　（アリーナモデル）

ENS10 エクストラソフト AS-BK ブレッド・クーン アリーナモデル

ENS15 ソフト

ENS20 ミディアムソフト マーチング テナードラム スティック／マレット

ENS25 ミディアムハード FT-1B テナーマレット

ENS30 ハード FT-4A テナーマレット

ENS35 エクストラハード TS-2M マルチスティック

TS-4 テナースティック

マーク・フォード シリーズ

IP801 レガート ソフト マーチング バスドラム マレット　（フルクラムグリップ）

IP802 レガート ミディアムソフト FB-1 エキストラ スモール

IP803 レガート ミディアムハード FB-2 スモール

IP804 レガート ハード FB-3 ミディアム

FB-4 ラージ

オーケストラ シリーズ FB-5 エキストラ ラージ

OS10 シロフォン プラクティスマレット

ブラシ／バンドルスティック

フィールド シリーズ BR-8 "CAPS" バンドルスティック

FS150X ヘヴィーソフト, バーチ IP-HBB "FLIPZ" バンドルスティック

FS250X ヘヴィーハード, バーチ IP-HJZ "JAMZ" バンドルスティック

FS350R ベリーハード, ラタン WBR-1X ワイヤーブラシ - 7.5" ミディアム

FS550R ハードシロフォン（ラタン） WBR-2X ワイヤーブラシ - 7.5" ヘビー

施行日　2019年3月1日

新税別定価

¥9,000

¥9,000


