
〈アントワンヌ・クルトワ〉

楽器名 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%)

AC154-1-0（J） ¥410,000 ¥410,000 ¥451,000
AC154-2-0（J） ¥440,000 ¥440,000 ¥484,000

AC154R-1-0（J） ¥420,000 ¥420,000 ¥462,000
AC154R-2-0（J） ¥450,000 ¥450,000 ¥495,000

AC156R-1-0（J） ¥480,000 ¥480,000 ¥528,000
AC156R-2-0（J） ¥510,000 ¥510,000 ¥561,000
AC156NR-1-0（J） ¥480,000 ¥480,000 ¥528,000

AC156NR-2-0（J） ¥510,000 ¥510,000 ¥561,000
AC159R-1-0（J） ¥460,000 ¥460,000 ¥506,000

AC159R-2-0（J） ¥490,000 ¥490,000 ¥539,000
Eb アルトトロンボーン AC131R-1-0（J） ¥440,000 ¥440,000 ¥484,000

AC420T-1-0（J） ¥400,000 ¥400,000 ¥440,000

AC420TR-1-0（J） ¥420,000 ¥420,000 ¥462,000
AC420MBOST-1-0（J） ¥665,000 ¥665,000 ¥731,500

AC440BR-1-0（J） ¥475,000 ¥475,000 ¥522,500
AC420B-1-0（J） ¥445,000 ¥445,000 ¥489,500

AC420MB-1-0（J） ¥445,000 ¥445,000 ¥489,500

AC420BR-1-0（J） ¥455,000 ¥455,000 ¥500,500
AC420MBR-1-0（J） ¥455,000 ¥455,000 ¥500,500

AC420BO-1-0（J） ¥445,000 ¥445,000 ¥489,500

AC420MBO-1-0（J） ¥445,000 ¥445,000 ¥489,500

AC420BOR-1-0（J） ¥455,000 ¥455,000 ¥500,500

AC420MBOR-1-0（J） ¥455,000 ¥455,000 ¥500,500
AC420BH-1-0（J） ¥645,000 ¥645,000 ¥709,500

AC420MBH-1-0（J） ¥645,000 ¥645,000 ¥709,500

AC420BHR-1-0（J） ¥665,000 ¥665,000 ¥731,500

AC420MBHR-1-0（J） ¥665,000 ¥665,000 ¥731,500

AC420MBHST-1-0（J） 受注生産 ¥865,000 ¥951,500

AC421BHA-1-0（J） ¥788,000 ¥788,000 ¥866,800
AC421MBHA-1-0（J） ¥788,000 ¥788,000 ¥866,800

AC421BHRA-1-0（J） ¥798,000 ¥798,000 ¥877,800

AC421MBHRA-1-0（J） ¥798,000 ¥798,000 ¥877,800

AC422BO-1-0（J） ¥580,000 ¥580,000 ¥638,000
AC422MBO-1-0（J） ¥580,000 ¥580,000 ¥638,000
AC422BOR-1-0（J） ¥590,000 ¥590,000 ¥649,000
AC422MBOR-1-0（J） ¥590,000 ¥590,000 ¥649,000

AC422BOST-1-0（J） ¥800,000 ¥800,000 ¥880,000

AC422MBOST-1-0（J） ¥800,000 ¥800,000 ¥880,000
AC280BO-1-0J ¥280,000 ¥280,000 ¥308,000
AC502B-1-0（J） ¥700,000 ¥700,000 ¥770,000

AC502BR-1-0（J） ¥720,000 ¥720,000 ¥792,000
AC550BH-1-0（J） ¥1,140,000 ¥1,140,000 ¥1,254,000

AC550BHR-1-0（J） ¥1,160,000 ¥1,160,000 ¥1,276,000
AC551BH-1-0（J） ¥1,240,000 販売終了 販売終了
AC551BHR-1-0（J） ¥1,260,000 販売終了 販売終了

AC551BHA-1-0（J） ¥1,360,000 ¥1,360,000 ¥1,496,000
AC551BHRA-1-0（J） ¥1,380,000 ¥1,380,000 ¥1,518,000

AC366-1-0（J） ¥1,100,000 時価 時価
AC366-2-0（J） ¥1,210,000 時価 時価

Bb-Ｆ/Gb-D バストロンボーン

Bb サクソルンバス
★シリーズ名 ELITE→LEGEND

新　価　格　表　（総 額 表 示）
※消費税率10％

（2021年4月1日より）

Bb フリューゲルホルン

Bb テナートロンボーン

Bb-F テナーバストロンボーン

株式会社 ビュッフェ・クランポン・ジャパン



〈アントワンヌ・クルトワ〉

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%)

¥700 ¥700 ¥770
¥500 ¥500 ¥550

¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
¥850 ¥850 ¥935

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%)

¥61,000 ¥61,000 ¥67,100
¥52,000 ¥52,000 ¥57,200
¥28,000 ¥28,000 ¥30,800
¥52,000 ¥52,000 ¥57,200

¥100,000 ¥100,000 ¥110,000
¥65,000 ¥65,000 ¥71,500

¥120,000 ¥120,000 ¥132,000

マウスピース

楽器名 品番 2020 本体価格 本体価格 税込標準価格
(消費税率10%)

コルネット 720310 ¥7,500 ¥7,500 ¥8,250
720250 ¥8,500 ¥8,500 ¥9,350
720230 ¥8,500 ¥8,500 ¥9,350
720220 ¥8,500 ¥8,500 ¥9,350
720210 ¥8,500 ¥8,500 ¥9,350
720240 ¥8,500 ¥8,500 ¥9,350
720110 ¥7,500 ¥7,500 ¥8,250
720120 ¥7,500 ¥7,500 ¥8,250

アルトトロンボーン 720010 ¥8,500 ¥8,500 ¥9,350
トロンボーン 720050 ¥10,000 ¥10,000 ¥11,000

720420 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,800
720410 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,800

トランペット

フリューゲルホルン

テューバ

チューニングスライドグリス

テナートロンボーン

バストロンボーン
バストロンボーン（デタッチャブルベル用）

テナーバストロンボーン（AC280BO用）
テナーバストロンボーン
テナーバストロンボーン（デタッチャブルベル用）

商品名

新　価　格　表　（総 額 表 示）
※消費税率10％

（2021年4月1日より）

アルトトロンボーン

商品名

クリーニングクロス（ブランドロゴ入り）

スライドクリーム
バルブオイル

株式会社 ビュッフェ・クランポン・ジャパン


