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貴方の大切な楽器、しっかり守ります。

ひとりのホルン奏者の苦悩から始まり、
楽器と音楽家への愛から生まれた楽器ケースブランドです。

MB社(Marcus Bonna)の創立者であるマーカス・ボナ氏は、1982年から2002年までサンパウロ交響楽団のホルン奏者として

活躍していました。日々の演奏活動の中、移動の度にホルンケースの重さに辟易していたボナ氏は「ホルンを手軽にかつ安全に

持ち運べないものか・・・」と頭を悩ませていました。「愛する楽器ホルンを、余計な悩みを持つことなくもっと多くの人に楽しんで

もらいたい！」という想いから、1991年、彼は軽くコンパクトで新しいデザインのオリジナルホルンケースを考案し、ここからMB社が

始まりました 。現 在 は ホ ルンケースだけでなく様 々な 楽 器 のケースを製 造しており、世 界 中 の 楽 器メーカーからも注 文を受け

楽 器ケースのトップブランドとしての 地 位を確 立しています。

そして今 もなお日 々製 品 研 究を重 ね 、楽 器 奏 者 の た め の 新 商 品 が 次 々と開 発・発 売されています。

マーカス・ボナ氏 の 会 社 創 立 時 からの 想 いこそが 、素 晴らしい 製 品を産 み 出し続ける秘 訣 な のでしょう。

Marcus Bonna

優れた堅牢製
MB社のファイバー

製セミハードケース

は、その頑丈さと

品質の高さに

定評があります。

クッションや仕切りが自由に
取り外し・取り付け可能 ※

クッションを適切に配置することで楽器を

しっかりと固定させて収納することができます。

※ パーツによっては固定させている仕切りもございます。    

楽器の為に研究された緩衝材

管体や細かな部分の

凹み・曲がりを

防ぎます。

奏者のことを想い作られています。

カラーバリエーションは全23種

（裏表紙をご覧ください）。

軽量重視の方にはソフトケースもオススメです。

様々なデザインの中からきっと

お好みのケースが見つかるでしょう。

その他、ケースによっては譜面バッグ

やレインカバ ー 等 、奏 者 に 嬉しい

グッズが付属されています。

カラフルでスタイリッシュな
多種多様のラインアップ

収納性
ケース内に小物やミュートが入るスペース

が作られていたり、譜面台が収納できる

よう設計されているケースもございます。

荷 物 を 一 つ に ま と め る こ と が で き 、 

奏者の移動時のストレスを軽減します。

付属品

バックパックストラップ

ショルダーストラップ

マウスピース
ポーチ



プロ奏者にも選ばれています。

インタビュー記事は随時更新予定です。

MBケース利用歴10年の

泉田さんが語る、MBケー

スの魅力とは？

利用歴7年以上の倉持さ

んにホルンの収納のポイ

ントを詳しく解説いただき

ました。

https://jp.yamaha.com/products/contents/brands/mb/interview/index.html

国内外のサクソフォン奏

者からも注目を浴びてい

る、ダブルケースの魅力を

解説いただきました。

こだわりの特注カラーのMB 

ケースに、多種のトランペッ

トを様々な組み合わせで収

納して持ち運んでいます。

ご愛用のケースは特注

品。特注品ならではの少

し悩ましい部分も正直

にご紹介します。

マーカス・ボナ(MB)の楽器ケースは、プロとして活躍される多くの管楽器奏者の方々にご愛用いただいています。　

「MBケースのメリットは何なのか？」を伺いながら、普段は見ることのできないアーティストのケースの中身を写真付きでご紹介します。

世界で一つだけのオリジナルケースを作りませんか？

MBPインタビュー

CUSTOM CASES

各ケースの本体価格＋特注料金¥10,000（税抜）で

カスタマイズケースのオーダーが可能です。

カラーバリエーションよりお好きな

組み合わせをお選びいただけます。

※カラー指定不可の部位もございます（ハンドル、ジッパー、ケース底等）。
※受注生産となりますので入荷に時間がかかる場合がございます。

ロゴとエッジの色は7色より選択可
【BK PK PR RD TQ YW BRL※】

原則、ロゴとエッジの色は同色指定となります。
※BRLロゴはレザー製ケースをご注文の場合のみ選択いただけます。
※BRLロゴを選択の場合エッジの色はBKとなります。

BK

PK

PR

RD

TQ

YW

BRL

エッジ

ロゴ

ファゴット奏者
泉田 章子

ホルン奏者
倉持 幸朋

サクソフォン奏者
住谷 美帆

トランペット奏者　
白水 大介

ホルン奏者　
藤田 乙比古
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品番 商品名
本体価格（税込） サイズ(mm)

重量(kg) 
(ナイロン製) ミュート・譜面台の収納 付属品 備考

ナイロン製 レザー製 
（受注発注品) 縦 横 奥行 3辺 

合計

MB5st ホルンケース MB5st 
ベルカットモデル用 ¥110,000 ¥134,200 570 360 230 1,160 3.5kg ミュート1個、

譜面台1本を収納可能

バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属

MB5シリーズの中で最も大きい形。

MB5stH
ホルンケース MB5stH 
(ハイコンパクト)  
ベルカットモデル用

¥110,000 ¥134,200 520 360 250 1,130 3.3kg ミュート1個、
譜面台1本を収納可能

バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属

MB5stより縦に小さく、奥行きが深い形。

MB5stC
ホルンケース MB5stC 
(コンパクト)  
ベルカットモデル用

¥110,000 ¥134,200 520 360 210 1,090 3.1kg ミュート1個、
譜面台1本を収納可能

バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属

MB5stより縦に小さく、奥行きも浅い形。

MB5BABY
ホルンケース MB5BABY 
(ベイビー)  
ベルカットモデル用

¥110,000 ¥134,200 480 360 230 1,070 3.0kg

ストレートミュート１個、
ゲシュトップミュート１個
を収納可能　
※譜面台は収納不可

バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属

MB5シリーズの中で一番小さい形。ヤマハYHR-869や
アレキサンダー103のような巻きが小さめのホルン用。
※アレキサンダー1103、503用のケースも別途製造しており

ます（品番：MB5BABY2 価格は同じ　◎受注発注品）

MB4BABY
ホルンケース MB4BABY

（ベイビー）
ベルカットモデル用

¥110,000 ¥134,200 500 360 200 1,060 2.8kg ※ミュートや譜面台は収
納不可

バックパックストラップ2本、
マウスピースポーチ等を付属

最も薄くコンパクトな形。ヤマハYHR-869や
アレキサンダー103のような巻きが小さめのホルン用。
※アレキサンダー1103、503用のケースも別途製造しており

ます（品番：MB4BABY2 価格は同じ　◎受注発注品）

MB5シリーズ

MB4シリーズ

4種のサイズ展開で、楽器にフィットするケースをお選びいただけます。 
ミュートや譜面台が収納できる機能性を備え※、縦型タイプでスペースを取りません。

HORN CASES

※お好きなカラー（ナイロン・レザー全28種類）をご注文いただけます。 カラーバリエーションをご覧ください。
※商品により、入荷に時間がかかる場合がございます。恐れ入りますがご了承ください。

※仕様・外観・色・付属品および価格は予告なく変更になる場合がございます。

ブランド モデル MB5st MB5stH MB5stC MB5BABY MB4BABY

ヤマハ

YHR-869D/869GD ○ ○ ○ ○ ○
YHR-868GD ○ ○ × × ×
YHR-871D ○ ○ × × ×
YHR-671D ○ ○ × × ×
YHR-668D/ND ○ ○ × × ×
YHR-567D/GDB ○ ○ × × ×
YHR-891D/892D ○ ○ × × ×

アレキサンダー

103/ベルカットモデル ○ ○ ○ ○ ○
503/ベルカットモデル ○ ○ × × ×
1103/ベルカットモデル ○ ○ × × ×
301/ベルカットモデル ○ ○ × × ×

代表的ホルン適合表

商品詳細

※寸法情報はロゴの向きを基準にしております。

※MB5BABYには譜面台を収納できません

ここにゲシュトップミュートも入ります。

MB5BABY

MB4BABY

MB5BABYの収納例

MB4BABYの収納例

BG

RD

譜面収納例

MB5st, MB5stH,  
MB5stCの収納例

MB5stH （ハイコンパクト）

TQ

ケース内のスペースを最小限におさえた最もコンパクトなケース

横から見た大きさ比較

MB5st MB5stH MB5stC MB5BABY

4



HORN CASES

MB7シリーズ

ソフトケースMB2シリーズ（ワンピースモデル用ケース）

※お好きなカラー（ナイロン・レザー全28種類）をご注文いただけます。 カラーバリエーションをご覧ください。
※商品により、入荷に時間がかかる場合がございます。恐れ入りますがご了承ください。

※仕様・外観・色・付属品および価格は予告なく変更になる場合がございます。

横型タイプがお好みの方はこちらのケースを

MB2N

軽量重視な方に・・・

ブランド モデル MB7 MB7H MB7C MB2N MB01HRS

ヤマハ

YHR-869D/869GD ○ ○ ○ ○ ○
YHR-868GD ○ ○ × ○ ○
YHR-871D ○ ○ × ○ ○
YHR-671D ○ ○ × ○ ○
YHR-668D/ND ○ ○ × ○ ○
YHR-567D/GDB ○ ○ × ○ ○
YHR-891D/892D ○ ○ × ○ ×

アレキサンダー

103/ベルカットモデル ○ ○ ○ ○ ○
503/ベルカットモデル ○ ○ ○ ○ ○
1103/ベルカットモデル ○ ○ ○ ○ ○
301/ベルカットモデル ○ ○ × ○ ×

代表的ホルン適合表

※寸法情報はロゴの向きを基準にしております。

品番 商品名
本体価格（税込） サイズ(mm)

重量(kg) 
(ナイロン製) ミュート・譜面台の収納 付属品 備考

ナイロン製 レザー製 
（受注発注品) 縦 横 奥行 3辺合計

MB7 ホルンケース MB7 
ベルカットモデル用 ¥110,000 ¥134,200 365 555 225 1,145 3.4kg ミュート1個、譜面台1本を収納可能

バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属

MB7シリーズの中で最も大きい形。

MB7H
ホルンケース MB7H  
(ハイコンパクト)  
ベルカットモデル用

¥110,000 ¥134,200 365 515 235 1,115 3.2kg ミュート1個を収納可能　
※譜面台は収納不可

バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属

MB7より横に小さく、奥行きが深い形。

MB7C
ホルンケース MB7C  
(コンパクト)  
ベルカットモデル用

¥110,000 ¥134,200 365 515 210 1,090 3.0kg ミュート1個を収納可能　
※譜面台は収納不可

バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属

MB7より横に小さく、奥行きも浅い形。

MB2N ホルンケース MB2New  
ワンピースモデル用 ¥113,300 ¥150,700 385 660 360 1,405 3.6kg 楽器のベルにミュートを差した

状態でケースへ収納可能　

バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ、
譜面バッグ（ジッパーで着脱可）等を付属。

ワンピースモデルのホルンを収納可能。

MB01HRS
ホルンケース MB01HRS 
(ソフトケース1) 
ベルカットモデル用

¥66,000 ¥81,400 530 370 180 1,080 1.9kg ※ミュートや譜面台は収納不可 バックパックストラップ2本、マウス
ピースポーチ等を付属 MBホルンケースの中で最も軽量。

商品詳細

MB7LGR

MB01HRS （ソフトケース1）

BL

BK

MB7 MB7H MB7C

横から見た大きさ比較
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品番 商品名
本体価格（税込） サイズ(mm)

重量(kg) 
(ナイロン製) 付属品 備考

ナイロン製 レザー製 
（受注発注品) 縦 横 奥行 3辺合計

MB01TP
トランペットケース 
MB01TP  
シングルケース

¥58,300 ¥69,300 215 555 175 945 2.0kg バックパックストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属。

ロータリートランペット収納用シングルケースも 
別途製造しております

（品番：MB01RTP 価格は同じ◎受注発注品)。

MB01TPS
トランペットケース 
MB01TPS 
ソフトケース

¥40,700 ¥57,200 565 210 170 945 1.5kg バックパックストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属。 ー

MBPTP ピッコロトランペット
ケース MBPTP

¥44,000 
（受注発注品) ¥59,400 415 235 150 800 1.2kg バックパックストラップ1本、

マウスピースポーチ等を付属。
ジッパーでMB02TPFL（別売）へ取り付け可能。
◎受注発注品

MBFH フリューゲルホルン
ケースMBFH

¥68,200 
（受注発注品) ¥90,200 320 530 160 1,010 2.6kg バックパックストラップ2本、

マウスピースポーチ等を付属。 ◎受注発注品

MB02TP トランペットケース 
MB02TP  ダブルケース ¥72,600 ¥81,400 220 550 200 970 3.2kg バックパックストラップ2本、ショルダースト

ラップ1本、マウスピースポーチ等を付属。

トランペット2本を収納可能。
ロータリートランペット収納用ダブルケースも別途製造しております

（品番：MB02RTP　価格は同じ　◎受注発注品）。

MB02TPFL

トランペットケース 
MB02TPFL 
(フライトケース) 
ダブルケース

¥102,300 ¥125,400 550 360 180 1,090 3.7kg

バックパックストラップ2本、ショルダー
ストラップ1本、マウスピースポーチ、
譜面バッグ（ジッパーで着脱可）、
ミュートポーチ等を付属。

トランペット2本、ミュート2個を収納可能。
譜面バッグを取り外し、代わりにMBPTP（別売）を ジッパーで取り付けることも可
能。 ロータリートランペット収納用ダブルフライトケースも別途製造しております 

（品番：MB02RTPFL　価格は同じ　◎受注発注品)。

TRUMPET CASES

ダブルケース

※お好きなカラー（ナイロン・レザー全28種類）をご注文いただけます。 カラーバリエーションをご覧ください。
※商品により、入荷に時間がかかる場合がございます。恐れ入りますがご了承ください。

※仕様・外観・色・付属品および価格は予告なく変更になる場合がございます。

MB02TPFL （フライトケース）

シングルケース

※寸法情報はロゴの向きを基準にしております。

商品詳細

MB02TP

PR BL

フリューゲルホルン用
MBFH

BK

ピッコロトランペット用
MBPTP

DGR

PK

トランペット用
MB01TP

トランペット用
MB01TPS（ソフトケース）

DGR
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TRUMPET CASES

トリプルケース

クワッドケース

※お好きなカラー（ナイロン・レザー全28種類）をご注文いただけます。 カラーバリエーションをご覧ください。
※商品により、入荷に時間がかかる場合がございます。恐れ入りますがご了承ください。

※仕様・外観・色・付属品および価格は予告なく変更になる場合がございます。

MB03TP MB03TPC （コンパクト）

トランペット2本、
ピッコロトランペット1本
の収納例

トランペット1本、
フリューゲルホルン1本
の収納例

※寸法情報はロゴの向きを基準にしております。

品番 商品名
本体価格（税込） サイズ(mm)

重量(kg) 
(ナイロン製) 付属品 備考

ナイロン製 レザー製 
（受注発注品) 縦 横 奥行 3辺合計

MB03TP
トランペットケース 
MB03TP   
トリプルケース

¥84,700 ¥96,800 350 560 200 1,110 4.1kg
バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属。

トランペット3本を収納可能。また、仕切りを1個取り外すことでトランペット1本+フリューゲ
ルホルン1本を収納可能。
ロータリートランペット収納用トリプルケースも別途製造 しております

（品番：MB03RTP  価格は同じ  ◎受注発注品)。

MB03TPC
トランペットケース 
MB03TPC (コンパクト)   
トリプルケース

¥84,700 ¥96,800 255 550 210 1,015 3.4kg
バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属。

トランペット2本+ピッコロトランペット
1本を収納可能。ミュート1個を収納可能。

MB04TPC
トランペットケース 
MB04TPC (コンパクト)   
クワッドケース

¥100,100 ¥125,400 355 560 195 1,110 4.2kg
バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属。

トランペット4本を収納可能。

商品詳細

YW

MB04TPC （コンパクト）

WRD

MGR

奥側はクッションをはさんで
上段と下段に分かれています

奥側下段にC管トランペット、
奥側上段にB♭管トランペット、
手前側にピッコロトランペットを
収納するのがオススメ。
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TROMBONE CASES

※お好きなカラー（ナイロン・レザー全28種類）をご注文いただけます。 カラーバリエーションをご覧ください。
※商品により、入荷に時間がかかる場合がございます。恐れ入りますがご了承ください。

※仕様・外観・色・付属品および価格は予告なく変更になる場合がございます。

MBTBBY(ベイビー）
MBTTBSBY

（ソフトケースベイビー）

EUPHONIUM CASES

品番 商品名
本体価格（税込） サイズ(mm)

重量(kg) 
(ナイロン製) 付属品

ナイロン製 レザー製 
（受注発注品) 縦 横 奥行 3辺 

合計

MBEP ユーフォニアムケース 
MBEP ¥156,200 ¥188,100 430 740 330 1,500 5.0kg バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、

マウスピースポーチ、譜面バッグ(ジッパーで着脱可)等を付属。

MBEPS ユーフォニアムケース 
MBEPS (ソフトケース) ¥84,700 ¥103,400 430 740 330 1,500 3.3kg バックパックストラップ2本、

マウスピースポーチ等を付属。

※寸法情報はロゴの向きを基準にしております。

商品詳細

品番 商品名
本体価格（税込） サイズ(mm)

重量(kg) 
(ナイロン製) 付属品 備考

ナイロン製 レザー製 
（受注発注品) 縦 横 奥行 3辺

合計

MBTTB テナー(テナーバス) トロンボーンケース 
MBTTB ¥119,900 ¥147,400 315 1,015 270 1,600 4.2kg

バックパックストラップ2本、
ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ等を付属。

楽器のベルにミュート1個を差した状態でケースへ収納可能。譜面台
もしくは楽器スタンドを面ファスナーにてケース前面に取り付け可能。
ベル径8.5インチ以下のトロンボーンを収納可能。

MBTBL テナー(テナーバス) トロンボーンケース 
MBTBL(スリムケース) ¥119,900 ¥147,400 250 870 250 1,370 4.2kg

バックパックストラップ2本、ショルダースト
ラップ1本、マウスピースポーチ、譜面バッグ
(ジッパーで着脱可)等を付属。

ベル径8.5インチ以下のトロンボーンを収納可能。

MBTBBY テナー（テナーバス）トロンボーンケース
MBTBBY(ベイビー) ¥119,900 ¥147,400 895 290 240 1,425 3.5kg バックパックストラップ2本、マウスピース

ポーチ等を付属。 ベル径8.5インチ以下のテナー（テナーバス）トロンボーンを収納可能。

MBTTBS テナー(テナーバス) トロンボーンケース 
MBTTBS (ソフトケース) ¥84,700 ¥103,400 920 280 250 1,450 3.5kg バックパックストラップ2本、

マウスピースポーチ等を付属。
ベルが下に向く状態で背負えます。ベル径8.5インチ以下の
トロンボーンを収納可能。

MBTTBSBY テナー（テナーバス）トロンボーンケース
MBTTBSBY(ソフトケースベイビー) ¥84,700 ¥103,400 900 280 250 1,430 2.6kg バックパックストラップ2本、マウスピース

ポーチ等を付属。 ベル径8.5～9インチのテナー（テナーバス）トロンボーンを収納可能。

MBBTB
バストロンボーンケース 
MBBTB/MBBTBXL 

¥119,900 ¥147,400 360 910 270 1,540 4.4kg バックパックストラップ2本、ショルダースト
ラップ1本、マウスピースポーチ等を付属。 ベル径9.5インチ以下のバストロンボーンを収納可能。

MBBTBXL ¥119,900  
（受注発注品） ¥147,400 370 910 290 1,570 4.5kg バックパックストラップ2本、ショルダースト

ラップ1本、マウスピースポーチ等を付属。
ベル径10.5インチ以下のバストロンボーンを収納可能。
◎受注発注品

MBBTBS バストロンボーンケース 
MBBTBS (ソフトケース) ¥84,700 ¥103,400 920 370 270 1,560 3.6kg バックパックストラップ2本、

マウスピースポーチ等を付属。 ベル径9.5インチ以下のバストロンボーンを収納可能。

※寸法情報はロゴの向きを基準にしております。

商品詳細

MBTTB
BL

MBTBL （スリムケース）
BG

MBTTBS （ソフトケース）
WRDL（レザー） CGRBK/RD

MBBTBS （ソフトケース）MBBTB/MBBTBXL

BR TQ

テナー（テナーバス）トロンボーンケース

バストロンボーンケース

BK

MBEPS （ソフトケース）

RD

MBEP
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CLARINET CASES

※お好きなカラー（ナイロン・レザー全28種類）をご注文いただけます。 カラーバリエーションをご覧ください。
※商品により、入荷に時間がかかる場合がございます。恐れ入りますがご了承ください。

※仕様・外観・色・付属品および価格は予告なく変更になる場合がございます。

MB02CL

MB03CL MBBCL

Low-Cモデルの収納例

Low-E♭モデルの収納例

MB02CLの収納例

品番 商品名
本体価格（税込） サイズ(mm)

重量(kg) 
(ナイロン製) 付属品 備考

ナイロン製 レザー製 
（受注発注品) 縦 横 奥行 3辺合計

MB01CLN クラリネットケース 
MB01CLN シングルケース ¥50,600 ¥59,400 360 200 120 680 1.5kg ショルダーストラップ1本、マウスピースポーチ等を付属。 B♭管1本を収納可能。

MB02CL クラリネットケース 
MB02CL  ダブルケース ¥94,600 ¥115,500 420 310 130 860 2.5kg バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、マ

ウスピースポーチ、レインカバー等を付属。 B♭管、A管 各1本を収納可能。

MB03CL クラリネットケース 
MB03CL  トリプルケース ¥113,300 ¥132,000 485 330 110 925 3.0kg バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、マ

ウスピースポーチ、レインカバー等を付属。 B♭管、A管、E♭管 各1本を収納可能。

MBBCL バスクラリネットケース 
MBBCL  シングルケース

¥118,800  
(受注発注品） ¥150,700 770 280 165 1,215 3.8kg

バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、マ
ウスピースポーチ、レインカバー、
譜面バッグ(ジッパーで着脱可)等を付属。

Low-Cモデルを収納可能。また、緩衝材を動かすことで
Low-E♭モデルを収納可能。
◎受注発注品

※寸法情報はロゴの向きを基準にしております。

商品詳細

シングルケース ダブルケース

トリプルケース バスクラリネットケース

BK

BK WRD

※B♭管、E♭管 各1本を収納
できるダブルケースも別途
製造しております。 

   （品番：MB02CL2 価格は 
同じ ◎受注発注品）

MB02CL2の収納例

MB01CLN
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SAXOPHONE CASES

BASSOON CASES

※お好きなカラー（ナイロン・レザー全28種類）をご注文いただけます。 カラーバリエーションをご覧ください。
※商品により、入荷に時間がかかる場合がございます。恐れ入りますがご了承ください。

※仕様・外観・色・付属品および価格は予告なく変更になる場合がございます。

MBSSASMBAS

MBFG MBFG2 MBFGGM （ジェントルマン）

※寸法情報はロゴの向きを基準にしております。

品番 商品名
本体価格（税込） サイズ(mm)

重量(kg) 
(ナイロン製) 付属品 備考

ナイロン製 レザー製 
（受注発注品) 縦 横 奥行 3辺合計

MBFG ファゴットケース MBFG 
 4ピースモデル用 ¥96,800 ¥118,800 680 300 110 1,090 2.8kg バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、ボーカルポーチ、レインカバー等を付属。 ー

MBFG2 ファゴットケース MBFG2  
4ピースモデル用

¥110,000 
（受注発注品） ¥125,400 670 270 200 1,140 4.0kg バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、ボーカルポーチ、ボーカルケース、

レインカバー、譜面バッグ(ジッパーで着脱可)等を付属。 ◎受注発注品

MBFGGM
ファゴットケース 
MBFGGM (ジェントルマン)  
5ピースモデル用

¥100,100 ¥122,100 570 290 110 970 3.0kg バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、ボーカルポーチ、レインカバー等を付属。 ー

商品詳細

アルトサクソフォンケース テナーサクソフォンケース

4ピースモデル用ケース

ソプラノ&アルトサクソフォンダブルケース

5ピースモデル用ケース

品番 商品名
本体価格（税込） サイズ(mm)

重量(kg) 
(ナイロン製) 付属品 備考

ナイロン製 レザー製 
（受注発注品) 縦 横 奥行 3辺合計

MBAS アルトサクソフォンケース 
MBAS  シングルケース ¥81,400 ¥94,600 300 600 160 1,060 2.9kg

バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ、ネックポーチ、
譜面バッグ(ジッパーで着脱可)等を付属。

ー

MBTS テナーサクソフォンケース 
MBTS シングルケース ¥106,700 ¥125,400 310 820 180 1,310 4.0kg

バックパックストラップ2本、
マウスピースポーチ、ネックポーチ、
譜面バッグ(ジッパーで着脱可)等を付属。

ー

MBSSAS
ソプラノ&
アルトサクソフォンケース 
MBSSAS ダブルケース

¥106,700 ¥125,400 370 620 150 1,140 4.1kg
バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、
マウスピースポーチ、ネックポーチ、
譜面バッグ(ジッパーで着脱可)等を付属。

ソプラノサクソフォン1本+アルトサクソフォン1本を収納可能。
ネック一体型のソプラノサックスが収納できるダブルケースも
別途製造しております（品番：MBSSASND 価格は同じ　
◎受注発注品)。

※寸法情報はロゴの向きを基準にしております。

商品詳細

TQ

BK WRD WRD

TQ

レインカバーは
全てのファゴットケースに
付属されます

ボーカルケースは
MBFG2にのみ
付属されます

MBTS

DGR
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OBOE CASES

※お好きなカラー（ナイロン・レザー全28種類）をご注文いただけます。 カラーバリエーションをご覧ください。
※商品により、入荷に時間がかかる場合がございます。恐れ入りますがご了承ください。

※仕様・外観・色・付属品および価格は予告なく変更になる場合がございます。

MBOB　

MBOBEH MBOBEHC （コンパクト） MBOBEHB （ベイビー）

MBOBC （コンパクト） MB02OB

※寸法情報はロゴの向きを基準にしております。

品番 商品名
本体価格(税込） サイズ(mm)

重量(kg) 
(ナイロン製) 付属品 備考

ナイロン製 レザー製 
（受注発注品) 縦 横 奥行 3辺合計

MBOB オーボエケース MBOB  
シングルケース ¥50,600 ¥59,400 310 170 80 560 1.0kg ショルダーストラップ1本等を付属。 ー

MBOBC オーボエケース MBOBC 
(コンパクト)  シングルケース ¥33,000 ¥38,500 320 180 60 560 0.7kg ※ストラップの付属なし お持ちのカバンやケースカバー等に入れて持ち運

べる、とてもコンパクトなケースです。

MB02OB オーボエケース MB02OB  
ダブルケース

¥90,200 
（受注発注品） ¥115,500 425 300 115 840 2.5kg バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、

レインカバー等を付属。
オーボエ2本を収納可能。
◎受注発注品

MBOBEH
オーボエ&
イングリッシュホルンケース 
MBOBEH  ダブルケース

¥112,200 ¥137,500 530 320 115 965 2.6kg バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、
レインカバー等を付属。

オーボエ1本+イングリッシュホルン1本を
収納可能。

MBOBEHC
オーボエ&
イングリッシュホルンケース 
MBOBEHC (コンパクト)  ダブルケース

¥112,200 ¥137,500 455 310 115 880 2.7kg バックパックストラップ2本、ショルダーストラップ1本、
レインカバー等を付属。

オーボエ1本+イングリッシュホルン1本を
収納可能。

MBOBEHB
オーボエ&
イングリッシュホルンケース 
MBOBEHB (ベイビー)  ダブルケース

¥112,200 ¥137,500 230 460 120 810 2.0kg バックパックストラップ2本、レインカバー等を付属。
オーボエ1本+イングリッシュホルン1本を収納可
能。緩衝材の配置が研究され、極限までコンパクト
になったダブルケース。

商品詳細

シングルケース

オーボエ&イングリッシュホルンダブルケース

ダブルケース

BR

BK WRD BK

TQ GY

MB02OB, 
MBOBEH,
MBOBEHC, 
MBOBEHBには
レインカバーが
付属しています
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【輸入発売元】

COLOR VARIATIONS

飛行機機内に持ち込める手荷物には重量の他、サイズ制
限がございます。本イラスト及び表はその一例となり、規
定は各航空会社によって異なりますので、MBケースお買
い求めの際にはご注意ください。詳しくは各航空会社に
ご確認ください。 

《MBケースの飛行機機内持込について》

25cm
以内

55cm
以内

40cm以内

（例）

飛行機の
座席数 キャスター・ハンドル等を含んだサイズ

100席以上 3辺の合計が115cm以内（55cm×40cm×25cm以内）

100席未満 3辺の合計が100cm以内（45cm×35cm×20cm以内）

（例）

カラーコード

1. ブラック Black BK
2. ブルー Blue BL
3. ブラウン Brown BR

※4. ベージュ Beige BG
※5. グレー Gray GY

6. ダークグリーン Dark Green DGR
※7. ライトグリーン Light Green LGR

8. モスグリーン Moss Green MGR
9. ピンク Pink PK

10. パープル Purple PR
11. レッド Red RD
12. ターコイズ Turquoise TQ
13. ワインレッド Wine Red WRD
14. イエロー Yellow YW

※15. ホワイト White WH
※16. カモフラージュ Camouflage CA
※17. ロイヤルブルー Royal Blue RBL
※18. オレンジ Orange OR
※19. カチオングレー Cationic Gray CGY
※20. カチオンブルー Cationic Blue CBL
※21. カチオングリーン Cationic Green CGR

※L1. ブラック Black BKL
※L2. ブラウン Brown BRL
※L3. キャラメル Caramel CRL
※L4. ライトブラウン Light Brown LBRL
※L5. ワインレッド Wine Red WRDL
※L6. ブルー Blue BLL
※L7. ブラウン2016 Brown2016 BR16L

●外装素材ナイロン （※は受注発注品）

●外装素材レザー（革）

1 2 3 ※4 ※5

6 ※7 8 9 10

11 12 13 14

※17

※21

※18 ※19 ※20※16

※15

※L1 ※L2 ※L3 ※L4 ※L5

※L7※L6

MUTES

知る人ぞ知る！MBの金管楽器用ミュート！ ピッチがとりやすく、反応が良いと評判です。　
そして何よりもその魅力的な音色は、時に鋭く、時にメロウに、
多彩な音楽表現を可能にします。

① ⑥② ③ ⑦ ⑧④ ⑨⑤ ⑩BK

BL GY BR MGR LGR DGR TQ PR PK RD BG

品番 商品名 本体価格（税込）
サイズ 重量

(g) 説明
直径 高さ

MBMTP ①トランペット用ストレートミュート ¥14,300 80 155 60 g ファイバーグラス製。
MBMTPL ②トランペット用ストレート (ラージ)ミュート ¥14,300 90 165 63 g ファイバーグラス製。
MBMTPCUP ③トランペット用カップミュート ¥18,700 120 160 85 g ファイバーグラス製。
MBMSTP ④トランペット用ソフトミュート ¥14,300 70 175 60 g ファイバーグラス製。ストレートミュートよりも太く丸い音色が得られます。ソロワークに最適。
MBMPTP ⑤ピッコロトランペット用ストレートミュート ¥13,200 65 115 39 g ファイバーグラス製。
MBMHR ⑥ホルン用ストレートミュート (ミュートバッグ付き) ¥45,100 128 250 136 g 木製。ミュートバック(色:BK)付き。
MBMHRP ⑦ホルン用プラクティスミュート ¥34,100 128 230 168 g 木製。
MBMTTB ⑧テナー(テナーバス)トロンボーン用ストレートミュート ¥20,900 150 265 192 g ファイバーグラス製。
MBMBTB ⑨バストロンボーン用ストレートミュート ¥26,400 175 290 232 g ファイバーグラス製。

MBMUB ⑩ホルン用ストレートミュートバッグ ナイロン製
¥5,500 

レザー製（受注発注品）
¥9,350 145 300 - お好きなカラー(ナイロン・レザー全23種類)をご注文いただけます。

カラーバリエーションをご覧ください。

※寸法情報はロゴの向きを基準にしております。

商品詳細


