
限定商品限定商品限定商品限定商品

表示は税込価格です広告有効期限 2021 年 5 月末日

お買い上げ 3万円以上は送料無料ですお買い上げ 3万円以上は送料無料です

5 月
のおすすめ商品のご案内

1回の充電で演奏時間が今までの2倍！

♪マーチングキーボード♪マーチングキーボード
スズキ　MK-3600A
定価 78,100 円 ⇒ 特価 66,000 円特価 66,000 円

選べるカラー
本体の色はこちらからお選びください⇒

♪スネアドラム♪スネアドラム

♪トリオ♪トリオ

♪バスドラム♪バスドラム

♪シンバル♪シンバル

10 インチ（25 ㎝）

12 インチ（30 ㎝）
定価 29,700 円
キャリング
定価 13,200 円

特価 21,500 円特価 21,500 円

特価 25,200 円特価 25,200 円

特価 11,200 円特価 11,200 円

定価 25,300 円

10 インチ（25 ㎝）
定価 44,000 円
12 インチ（30 ㎝）
定価 48,400 円

特価 34,600 円特価 34,600 円

特価 38,300 円特価 38,300 円

（6+8+10）キャリング付
定価 64,900 円 特価 55,200 円特価 55,200 円

14 インチ（35 ㎝）
定価 30,800 円
16 インチ（41 ㎝）
定価 33,000 円
18 インチ（46 ㎝）
定価 35,200 円
20 インチ（51 ㎝）
定価 38,500 円

特価 26,200 円特価 26,200 円

特価 28,100 円特価 28,100 円

特価 29,900 円特価 29,900 円

特価 32,700 円特価 32,700 円
キャリング
定価 14,300 円 特価 12,200 円特価 12,200 円

グリップ付

パールマーチングドラムパールマーチングドラム

※変更以前より販売している商品や、カタログ等においては
　一部税抜価格での記載がある場合がございます。
　あらかじめご了承ください。

表示価格に関するお知らせ表示価格に関するお知らせ
2021 年 4月 1日からの総額表示義務化に伴い
商品の価格表示が税込価格表示税込価格表示に変更となりました。

広告有効期限 2021 年 5月末日 表示は税込価格です表示は税込価格です 価格は予告なく変更される場合がございますので予めご了承下さい

他にもたくさんの洋楽器・和楽器を扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい他にもたくさんの洋楽器・和楽器を扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい お買い上げ 3万円以上は送料無料ですお買い上げ 3万円以上は送料無料です

最新の楽器カタログや新譜、講習会情報など弊社ホームページよりご確認いただけます！ 日本総合音楽研究

https://www.on-ken.co.jp

幼児に最適なバランスで作った
⾳研オリジナル商品！
幼児に最適
⾳研オリジ

特価 990 円特価 990 円
定価 1,320 円

幼児⽤⼩太⿎スティック #105幼児⽤⼩太⿎スティック #105
⾳研オリジナル

35 ㎝

もっともポピュラーなタイプ！
幼児⽤和太⿎ばち ＃1800幼児⽤和太⿎ばち ＃1800
⾳研オリジナル

定価 2,200 円メイプル材
2.2×38 ㎝ （＃1500 は販売終了いたしました）

スズキスズキMG-25MG-25
マーチンググロッケンマーチンググロッケン

定価 ￥45,100  ￥36,000 ￥36,000
キャリング・マレット付

25 鍵　3.1 ㎏

※モデルチェンジにつき在庫処分

限定 台44

アンプと接続するには、別売りの専用コードをお買い求めください
AT581A/1.5　2,200 円

ローランドローランドMT-90UMT-90U
ミュージックプレーヤーミュージックプレーヤー

定価 ￥52,800  ￥41,000 ￥41,000
※開封展示品

限定 台22

※通常品は￥44,000 でご用意しております

※シルバーは販売終了となりました

音研定価 ￥62,700 ▶￥40,00040,000

シンセサイザーシンセサイザー ローランドローランドBK-3BK-3

限定 台33

104.4×31.7×12.9㎝　
7.5㎏ 、61鍵盤

↓簡単に使うならこのモデルスピーカー付きキーボード

〇アンプにも接続可能です
〇スタンドは別売です

※アウトレット価格

32 鍵盤32 鍵盤
※鍵盤ハーモニカ本体にはマウスピースも付属しております。

マウスピース

卓奏⽤ (ﾎｰｽ) 495 円
⽴奏⽤ 330 円

スズキ メロディオンスズキ メロディオン

MXA-32
グリーン / ピンク
定価 6,930 円

M-32C ブルー
定価 7,260 円

特価 5,060 円特価 5,060 円
（税抜 4,600 円）

特価 5,280 円特価 5,280 円
（税抜 4,800 円）

特価 5,280 円特価 5,280 円
（税抜 4,800 円）

FA-32
ブルー / ピンク
定価 7,260 円

ヤマハ ピアニカ
P-32E
ブルー / ピンク
定価 7,260 円

マウスピース

卓奏⽤ (ﾎｰｽ) 550 円
⽴奏⽤ 330 円

特価 5,280 円特価 5,280 円
（税抜 4,800 円）

ゼンオン ピアニー

マウスピース

卓奏⽤ (ﾎｰｽ) 495 円
⽴奏⽤ 330 円

323AH
グリーン / ブルー / ピンク
定価 7,260 円
特価 5,280 円特価 5,280 円

（税抜 4,800 円）

イプ！

円
ました）

ます。

アニカ ゼンオン ピアニ

定価 7,700 円
特価 6,600 円特価 6,600 円

演奏会に演奏会に
練習に⼤活躍‼練習に⼤活躍‼

鍵盤ハーモニカスタンド鍵盤ハーモニカスタンド
PS-01PS-01

※イスと鍵盤ハーモニカは付属していません※イスと鍵盤ハーモニカは付属していません※イスと鍵盤ハーモニカは付属していません※イスと鍵盤ハーモニカは付属していません※イスと鍵盤ハーモニカは付属していません


