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大赤字確定 !!　数量限定出血サービス品大赤字確定 !!　数量限定出血サービス品
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㊏
㊐

初日 (12/7) のみ開店時間が異なりますのでご注意下さい。

お一人様2セットまで
限定総数 144セットギター弦

¥200税込
お一人様2セットまで
限定総数 200セット
お一人様2セットまで
限定総数 200セットギター弦 ¥100税込

お一人様1セットまで限定総数 30セット

ベース弦

¥1400税込¥200税込

お一人様2セットまで
限定総数 144セットギター弦

¥400税込 ¥400税込

ギタースタンド

お一人様１本まで限定総数 100本

エレキギター、ベース
アコースティックギター対応

¥1980税込

マイクスタンド

お一人様１本まで限定総数 20本

超軽量アルミ製マイクスタンド

浜松のノリノリ楽器店

ソニックス

浜松学院高校

マクドナルド

第２駐車場

浜松市役所

どちらからでも
入ることができます

城北工業高校

柳通り柳通り

旧ソニックス

■浜松駅前バスターミナル13番のりばより路線52、53、56、57で
　高林西バス停下車 北へ徒歩2分
■お車は店舗１F駐車場をご利用下さい。
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混雑時に
ご利用ください

イケヤ文楽館

http://www.sonicsystem.co.jp/sonix/

営業時間11：00～21：00火曜日定休日（スタジオは24：00まで）〒430-0907
浜松市中区高林四丁目5-8

検　索ソニックス

最新情報、中古品入荷情報随時更新中
ソニックシステム株式会社 E-mail sonix@sonicsystem.co.jpホームページに最新リストが有ります

掲載商品はほんの一部です

検索ソニックス

http://www.sonicsystem.co.jp/sonix/

セール期間中12/9-1/13の平日

あなたの楽器を無料点検 !!
他店で購入した楽器もOK!!
保管方法や調整方法のアドバイスもします
修理や改造についてのご相談もお気軽に

･交換パーツ、弦などの消耗品は別途代金がかかります。
･基本的にはその場で対応できますが、
 症状が重症の場合はお預かりして修理します。 
･ギターやベースだけではなく、エフェクターやアンプ、
 電子楽器等どのようなものでもご相談ください。

人気のある通常商品を無理やり安くしました !

古物商許可：静岡県公安委員会 第 491270002681 号　※印刷の都合上、実際の商品と異なって見える場合がございます。同業者の方の広告商品の大量購入･注文はお断りさせていただきます。チラシの表示価格は、消費税 5％を含んだ税込価格となっております。

抽選は新年1/3～!!
(金額一万円ごとに抽選券が１枚)

1等　余裕で一万円オーバー福袋
2等　5000円相当福袋
3等　3000円相当福袋
4等　ギター弦等楽器アイテム
5等　100円お買い物補助券

お買上または買取金額一万円につき一回チャンス
空くじ無し !!
買えば買うほどお得です !!福引

コンパクトエフェクターを二個購入で
もれなく
パッチケーブル
プレゼント!!

新品でも中古でも金額も問わず

中古シールド＆パッチケーブル大放出
高級品、信頼性の高い高性能品多数出
普段はなかなか手がない高級品も中古なら楽勝 !!

商品は全て
動作チェック済
ジャンク品では
ございません !! 最新情報、中古品入荷情報随時更新中

ギター弦ギター弦ギター弦ギター弦ギター弦ギター弦ギター弦ギター弦

ソニックスは進み続けますソニックスは進み続けますソニックスは進み続けますソニックスは進み続けますソニックスは進み続けますソニックスは進み続けます
周年

浜松のノリノリ楽器店

ソニックス
年に1度の楽器まつり楽器まつり年に1度の楽器まつり楽器まつり楽器まつり楽器まつり楽器まつり楽器まつり楽器まつり楽器まつり楽器まつり

中古楽器も

大放出

各種カード払いをご利用いただけます。

¥2980税込

お一人様１本まで限定総数 10本

audio-technica
PRO-31

ボーカルマイク

マイクホルダー
ケーブル付属 !!

¥1300

REMO
114BA-JP

メーカー希望小売価格
￥2205を

CAJ
II-3M
II-5M

定番コーテッドアンバサダー
数量限定ゴールドチューニングキープレゼント !!
30 枚のみ

¥1180

AQUARIAN
TCPD14

メーカー希望小売価格
￥2363を

この他のレモヘッド在庫品は３5%OFF

太いサウンドと高い耐久性を誇る
アクエリアンヘッドの人気モデル　20枚のみ

MAPEX
MPML3600CNL
上位機種と同じパーツを使って
最強のコストパフォーマンスを実現した
MPXシリーズ最終入荷 !!
初心者のためにメッシュヘッドをプレゼント！

¥2300

Meinl
MYO-BCAJ

メーカー希望小売価格
￥3675を

自作キットで
人気のボンゴカホンを作ってみよう !　10台限定

原音に忠実で適度な艶、ハリがある上品で
大人っぽいサウンドが特徴の高品質ケーブル
Switchcraft 社製プラグ採用で耐久性◎

メーカー希望小売価格
￥3990を

メーカー希望小売価格
￥4410を

プロ仕様モニターヘッドホン

audio-technica
ATH-SX1a
¥12800

音にうるさい店長がチェック用に
愛用しているヘッドホンです
非常に解像度が高く、フラットな音質

通常価格￥16800を

録音用コンデンサーマイク

人気の2.4GHzデジタル
ワイヤレスを豊富に在庫
試聴＆試奏はいつでもOK!I

audio-technica
AT-2020
¥7980

初めてのコンデンサーにおすすめ！
ボーカル、ギター、ドラムなど
汎用性が高くて扱いやすいモデルです

通常価格￥9980を

audio-technica
全在庫商品10％OFF

通常販売価格より 店長愛用モデル

この他、アクエリアンドラムヘッドの
旧パッケージが定価より50%OFF

¥19800メーカー希望小売価格
￥36750を

全６機種　驚異の45%OFF!!

¥1365

BOSS
PSA-100S ワケあり

特価商品

実他社製品に比べて非常にローノイズなACアダプタ
初心者からベテランの方まで幅広くオススメ !!
MC5との組み合わせも◎

メーカー希望小売価格
￥2100を ¥1120

1SPOT
MC5

ワウペダル等様々なエフェクターに使用可能な
L字コネクタを採用。コネクタ間も長めにとってあり
ボード内の取り回しもラクラク♪

メーカー希望小売価格
￥1890を

¥980

Hercules
GSP39WB

楽器をガッチリ保護するロック機構付のギターハンガー
楽器を垂直に保ちネックコンディション維持にも最適です。

メーカー希望小売価格
￥1890を¥2100

Hercules
GS414B
楽器をガッチリ保護するロック機構付の吊り下げ型スタンド
丈夫で低重心なため大事な楽器をバッチリ支えます

メーカー希望小売価格
￥4200を ¥1365

Schaller
Security Lock 445(Ni)
Security Lock 446(Cr)
実績No.1、長きにわたって愛用される
信頼性の高いロックストラップピン
愛器を落下事故から守ります

メーカー希望小売価格
￥2625を

¥1680

G7th
Nashville capo

人間工学に基づき設計されたスムースな使用感で
人気のカポタスト アルミ合金による軽量設計
ハイクオリティな一品です

メーカー希望小売価格
￥3675を¥1000

BELDEN
1503A 15 LL

細身なケーブルからは想像出来ない
ファット&タイトなサウンドを実現する
パッチケーブル 小型プラグ採用で取り回しも良い !!

メーカー希望小売価格
￥1890を¥5400

Gretsch
Bar Stool 24"＆30"

ブラウンシートにウェスタンモチーフ
Gretsch ロゴが渋くきまったスツールチェア
2種類の高さからお選びいただけます

メーカー希望小売価格
￥8400を

¥6800メーカー希望小売価格
￥10500を

55％OFF

50％OFF

50％OFF

50％OFF

35％OFF

37％OFF

35％OFF

35％OFF35％OFF

43％OFF
48％OFF

41％OFF

41％OFF

47％OFF

EC-40 320W×220D×(40+20)H
EC-45 350W×260D×(60+20)H
EC-50 424W×226D×(55+20)H
EC-60 500W×255D×(70+20)H　
EC-65 498W×354D×(67+20)H
EC-70 535W×320D×(65+20)H
EC-80 688W×296D×(63+20)H
EC-100 750W×320D×(70+20)H

¥2400
¥2700
¥2900
¥3500
¥3900
¥4200
¥4800
¥5800

メ ￥4200を
メ ￥4725を
メ ￥5250を
メ ￥6300を
メ ￥6825を
メ ￥7350を
メ ￥8400を
メ ￥10500を

EFECTOR BOARD
¥2590 ¥2860




