
トランペット

楽器名 機    種 カタログNo．
（）は2020カタログ表記

2020 本体価格 現行本体価格 税込標準価格
(消費税率10%)

BS3137-1-0（J） ¥199,000 ¥199,000 ¥218,900
BS3137-2-0（J） ¥219,000 ¥219,000 ¥240,900
BS3137G-2-0（J） ¥239,000 ¥239,000 ¥262,900
BS3180-2-0（J） ¥295,000 ¥295,000 ¥324,500
BS3180G-2-0（J） ¥315,000 ¥315,000 ¥346,500
BS31372-1-0W(J) ¥295,000 ¥295,000 ¥324,500
BS31372-2-0W(J) ¥325,000 ¥325,000 ¥357,500
BS31372GB-2-0W(J) ¥355,000 ¥355,000 ¥390,500
BS31372LR-1-0W(J) ¥295,000 販売終了 販売終了
BS31372LR-2-0W(J) ¥325,000 販売終了 販売終了
BS31432-1-0W(J) ¥295,000 ¥295,000 ¥324,500
BS31432-2-0W(J) ¥325,000 ¥325,000 ¥357,500
BS31432LR-1-0W(J) ¥295,000 ¥295,000 ¥324,500
BS31432LR-2-0W(J) ¥325,000 ¥325,000 ¥357,500
BS31432GB-2-0W(J) ¥355,000 ¥355,000 ¥390,500

CHALLENGER Ⅱ 3172/2 BS31722-2-0W(J) ¥325,000 ¥325,000 ¥357,500
BS31252-1-0W(J) ¥295,000 ¥295,000 ¥324,500
BS31252-2-0W(J) ¥325,000 ¥325,000 ¥357,500
BS31252GB-2-0W(J) ¥355,000 ¥355,000 ¥390,500
BS3137TC-1-0W(J) ¥367,000 ¥367,000 ¥403,700
BS3137TC-4-0W(J) 時価 時価 時価
BSEXB-1-0D（J） ¥367,000 ¥367,000 ¥403,700
BSEXB-2-0D（J） ¥397,000 ¥397,000 ¥436,700
BSJBXLR-8-0D（J） ¥367,000 ¥367,000 ¥403,700
BSJBXLR-2-0D（J） ¥397,000 ¥397,000 ¥436,700
BSMBXLR-8-0D（J） ¥367,000 販売終了 販売終了
BSMBXLR-2-0D（J） ¥397,000 販売終了 販売終了
BSMBXHLR-1-0D（J） ¥420,000 ¥420,000 ¥462,000
BSMBXHLR-2-０D（0J） ¥450,000 ¥450,000 ¥495,000
BSMBXHLR-8M-０D（0J） ¥470,000 ¥470,000 ¥517,000
BSMBXHLR-8V-０D（0J） ¥480,000 ¥480,000 ¥528,000

METROPOLITAN BSMTC-2-0 2021新製品 ¥430,000 ¥473,000
BS31362-1-0W（0J） ¥295,000 ¥295,000 ¥324,500
BS31362LR-1-0W（0J） ¥295,000 ¥295,000 ¥324,500
BS31362-2-0W（0J） ¥325,000 ¥325,000 ¥357,500
BS31362LR-2-0W（0J） ¥325,000 ¥325,000 ¥357,500
BS3136TC-1-0W（0J） ¥367,000 ¥367,000 ¥403,700
BS3136TC-4-0W（0J） 時価 時価 時価
BS31162-DS-2-０D（0J） ¥525,000 ¥525,000 ¥577,500
BS31162-DSG-2-0D（J） ¥565,000 ¥565,000 ¥621,500
BS31312-2-0D（J） ¥515,000 ¥515,000 ¥566,500
BS31312-4-0D（0J） ¥645,000 時価 時価

コルネット

楽器名 機    種 カタログNo．
（）は2020カタログ表記

2020 本体価格 現行本体価格 税込標準価格
(消費税率10%)

BS3142-1-0（J） ¥293,000 ¥293,000 ¥322,300
BS3142-2-0（J） ¥323,000 ¥323,000 ¥355,300
BS31422-2-0（J） ¥398,000 ¥398,000 ¥437,800
BS31422-4-0（J） ¥573,000 ¥573,000 ¥630,300

フリューゲルホルン

楽器名 機    種 カタログNo．
（）は2020カタログ表記

2020 本体価格 現行本体価格 税込標準価格
(消費税率10%)

BS3145-1-0（J） ¥310,000 ¥310,000 ¥341,000
BS3145-2-0（J） ¥335,000 ¥335,000 ¥368,500
BS3145G-1-0（J） ¥335,000 ¥335,000 ¥368,500
BS3145G-2-0（J） ¥360,000 ¥360,000 ¥396,000
BS31462-1-0（J） ¥410,000 ¥410,000 ¥451,000
BS31462-2-0（J） ¥435,000 ¥435,000 ¥478,500
BS31462G-1-0（J） ¥435,000 販売終了 販売終了
BS31462G-8-0（J） ¥435,000 販売終了 販売終了
BS31462G-2-0（J） ¥465,000 販売終了 販売終了

新　価　格　表　（総 額 表 示）
※消費税率10％

〈B&S〉 （2021年4月1日より）

Bb トランペット

CHALLENGER Ⅰ 3137

CHALLENGER Ⅰ 3180

CHALLENGER Ⅱ 3137/2

2021カタログ以降
カタログNo.末尾アルファベット
J→W

CHALLENGER Ⅱ 3143/2

2021カタログ以降
カタログNo.末尾アルファベット
J→W

CHALLENGER Ⅱ 3125/2

3137TC "TC-LINE"

EXB "X-LINE"

JBX "X-LINE"

MBX "X-LINE"

MBX "HERITAGE"

2021カタログ以降
カタログNo.末尾アルファベット
J→D

Eb/D トランペット CHALLENGER Ⅱ 3116/2

HighBb/A ピッコロ・トランペット CHALLENGER Ⅱ 3131/2

Bb コルネット
CHALLENGER Ⅰ 3142

CHALLENGER Ⅱ 3142/2

Bb フリューゲルホルン

CHALLENGER Ⅰ 3145

CHALLENGER Ⅱ 3146/2
"Brochon"

C トランペット

3136TC "TC-LINE"

CHALLENGER Ⅱ 3136/2

2021カタログ以降
カタログNo.末尾アルファベット
J→W

株式会社 ビュッフェ・クランポン・ジャパン



トロンボーン

楽器名 機    種 カタログNo．
（）は2020カタログ表記

2020 本体価格 現行本体価格 税込標準価格
(消費税率10%)

CHALLENGER Ⅰ 3085 BS3085BG-1-0（J） ¥440,000 ¥440,000 ¥484,000
BSMS14KN-1-0（J） ¥535,000 ¥535,000 ¥588,500
BSMS14N-1-0（J） ¥525,000 ¥525,000 ¥577,500

Bb-Ｆ/Gb-D バストロンボーン MEISTERSINGER MS27 BSMS27K-1-0（J） ¥910,000 ¥910,000 ¥1,001,000

バステューバ

楽器名 機    種 カタログNo．
（）は2020カタログ表記

2020 本体価格 現行本体価格 税込標準価格
(消費税率10%)

3099 BS3099-1-0J ¥1,560,000 販売終了 販売終了
BS30992W-1-0GB(0J) ¥1,600,000 ¥1,600,000 ¥1,760,000
BS30992W-2-0GB(0J) ¥1,800,000 ¥1,800,000 ¥1,980,000
BS30992WGB-1-0GB(0J) ¥1,880,000 ¥1,880,000 ¥2,068,000
BS30992WGB-2-0GB(0J) ¥2,080,000 ¥2,080,000 ¥2,288,000
BS3100-1-0J ¥1,600,000 販売終了 販売終了
BS3100AGB-1-0J ¥1,890,000 販売終了 販売終了
BS3100W-2-0GB(0J) ¥1,830,000 ¥1,830,000 ¥2,013,000
BS3100WAGB-1-0GB(0J) ¥1,940,000 ¥1,940,000 ¥2,134,000
BS50992W-1-0GB(0J) ¥1,620,000 ¥1,620,000 ¥1,782,000
BS50992W-2-0GB(0J) ¥1,820,000 ¥1,820,000 ¥2,002,000
BS50992WG-1-0GB(0J) ¥1,970,000 ¥1,900,000 ¥2,090,000
BS5100W-1（2）-0GB(0J) 時価 ¥1,850,000 ¥2,035,000
BS5100WBG-1-0GB(0J) 時価 ¥2,130,000 ¥2,343,000
BSMRPF-1-0GB(0J) ¥1,710,000 ¥1,710,000 ¥1,881,000
BSMRPF-2-0GB(0J) ¥1,910,000 ¥1,910,000 ¥2,101,000

3099WGJ "Jens Björn-Larsen" BS3099WGJ-1-0GB(0J) ¥1,710,000 ¥1,710,000 ¥1,881,000
3100WGJ "Jens Björn-Larsen" BS3100WG-JBL-1-0GB(0J) ¥1,710,000 ¥1,710,000 ¥1,881,000
56AFT "Alessandro Fossi" BS56AFT-T2-1-0GB(0J) ¥1,790,000 ¥1,790,000 ¥1,969,000

BSGR41-1-0GB(0J) ¥2,100,000 ¥2,100,000 ¥2,310,000
BSGR41-2-0GB(0J) ¥2,300,000 ¥2,300,000 ¥2,530,000
BS4097-1-0GB(0J) ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,650,000
BS4097-2-0GB(0J) ¥1,700,000 ¥1,700,000 ¥1,870,000
BS4197-1-0GB(0J) ¥1,660,000 ¥1,660,000 ¥1,826,000
BS4197-2-0GB(0J) ¥1,860,000 ¥1,860,000 ¥2,046,000
BSMRPC-1-0GB(0J) ¥1,870,000 ¥1,870,000 ¥2,057,000
BSMRPC-2-0GB(0J) ¥2,070,000 ¥2,070,000 ¥2,277,000
BS3098-1-0GB(0J) ¥1,960,000 ¥1,960,000 ¥2,156,000
BS3098-2-0GB(0J) ¥2,160,000 ¥2,160,000 ¥2,376,000
BS3198-1-0GB(0J) ¥2,080,000 ¥2,080,000 ¥2,288,000
BS3198-2-0GB(0J) ¥2,280,000 ¥2,280,000 ¥2,508,000

3107 (ケース別売) BS3107-1-0（J） ¥885,000 ¥885,000 ¥973,500
BS3103-1-0GB(0J) ¥1,340,000 ¥1,340,000 ¥1,474,000
BS3103-2-0GB(0J) ¥1,540,000 ¥1,540,000 ¥1,694,000
BS3301-1-0GB(0J) ¥1,439,000 ¥1,439,000 ¥1,582,900
BS3301-2-0GB(0J) ¥1,639,000 ¥1,639,000 ¥1,802,900
BSGR51-1-0GB(0J) ¥1,313,000 ¥1,313,000 ¥1,444,300
BSGR51-2-0GB(0J) ¥1,513,000 ¥1,513,000 ¥1,664,300
BSGR55G-1-0GB(0J) ¥1,397,000 ¥1,397,000 ¥1,536,700
BSGR55G-2-0GB(0J) ¥1,597,000 ¥1,597,000 ¥1,756,700

アクセサリー

2020 本体価格 現行本体価格 税込標準価格
(消費税率10%)

¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
¥500 ¥500 ¥550
¥700 ¥700 ¥770

ケース

2020 本体価格 現行本体価格 税込標準価格
(消費税率10%)

Cテューバ ¥70,000 ¥70,000 ¥77,000
Fテューバ ¥70,000 ¥70,000 ¥77,000
B♭テューバ ¥70,000 ¥70,000 ¥77,000

ハードケース テューバ ¥230,000 ¥230,000 ¥253,000

（2021年4月1日より）

新　価　格　表　（総 額 表 示）
※消費税率10％

MRP-C "Daniel Perantoni"

3098

3198

Bb-F テナー/バストロンボーン

F テューバ

3099/2W

2021カタログ以降
カタログNo.末尾アルファベット
J→GB

3100

3100/W

5099/2/W
　　　　　　　　　　★価格改定

5100W

MRP-F "Daniel Perantoni"

MEISTERSINGER MS14

〈B&S〉

ソフトケース

商品名

商品名

ロータリーオイル
スライドグリス
クリーニングクロス（ブランドロゴ入り）

Bb テューバ

3103

3301

GR51

GR55

C テューバ

GR41

4097

4197

株式会社 ビュッフェ・クランポン・ジャパン


