Echte Musikinstrumente für Kinder

森の国からきたやさしい楽器

ゴールドン
from Germany

from Germany

goldon は、1936 年にドイツで設立された
知育楽器の専門メーカーです。
自然素材で丁寧に作られた製品は、その品質から
音楽療法、音楽教育の現場においても高く評価されております。
また、子ども達が初めて触れる楽器として
ヨーロッパでは長く親しまれております。
素材を生かしたナチュラルな仕上がり、
カラフルな色で子ども達を夢中にさせる等、
長い経験から生まれた手法を大切に、音楽を通して
未来の創造性・芸術性を育むという夢の広がる製品です。
毎日過ぎていく時間の中で、大切にしたい
心温まる想いがあふれる音を届ける goldon 製品 —
ぜひ、思い出を奏でるアルバムとしてそばにおいて頂ければ幸いです。

□カタログの表記について
内容表示は ●：サイズ表示

♦︎：材質表示

♠：包装形態

★：付属品

となっております。
表示価格はすべて消費税を除く本体価格になります。

1

2

01
Metallophone,
Color Metallophone...

黒鍵と白鍵がついて幅広い音域の音楽が楽しめる本格的なメタロフォン
Metallophone

メタロフォン
(25 音 )[g″-g″″]
GD11080

¥12,500 ＋税

ヨーロッパの

● 230×390×35mm
◆音板：スチール／

きれいな音階が、

★木製マレット ×2

やさしい時間を
紡ぎます…

台：ビーチ合板
♠プリント箱入り

JAN：4534203007307

凛々しい
白と黒の鍵盤で、
演奏の幅が
広がります

カラフルな色合いは子どもの好奇心をかきたてます
Family Color Metallophone

チャンパー ( 共鳴箱 ) 付きならではの澄んだ音の響きをお楽しみください
Metallophone Sound Champer

メタロフォン
サウンドチャンパー
(12 音 )[c″′-g″″] + (3 音 )[2fis+1b]
GD11090

ファミリー
カラーメタロフォン
(12 音 )[c″′-g″″]
GD11037

¥6,600 ＋税
● 100×320×37mm
◆音板 : スチール／台：ビーチウッド

¥9,800 ＋税

♠プリント箱入り
★木製マレット ×2 ／楽譜シート

● 100×320×60mm

JAN：4534203008830

◆音板 : スチール／
共鳴箱：もみの木
♠箱入り

本棚に収まるメタロフォン

替え音板 ×3[2fis+1b]

Color Metallophonebook

音が共鳴する空間もあり、音質が
グレードアップのメタロフォンです。
音板の色に合わせた楽譜シート付き

★木製マレット ×2 ／
JAN：4534203007314

より深い音の響きが美しいアルトのチャンパー付きモデルです
Alto Metallophone Sound Champer

アルトメタロフォン
サウンドチャンパー

カラーメタロフォン
ブック
(8 音 )[c″′-c″″]
GD11020

¥6,400 ＋税
● 300x215x30㎜ ( 楽器部分：105x205)
◆音板 : スチール／台：ビーチ合板

(13 音 )[c″-a″′]+(3 音 )[2fis+1b]

♠プリント箱入り
★木製マレット x1 ／楽譜

GD11150

JAN：4534203007284

¥11,800 ＋税
● 140×320×60mm
◆音板 : スチール／共鳴箱：もみの木
♠箱入り
★木製マレット ×2 ／替え音板 ×3[2fis+1b]

表紙を開けると、明るい
カラーの音板と 8 曲の
楽譜がついています
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ひとりで無我夢中
お子さまがひとりで楽器を使える

JAN：4534203007338
＊ 3 枚の替え音板が付属されているので、ハ長調 ( 全音板 ) 以外の曲も演奏することができます。
例 1) ト長調の曲は付属の F シャープ音板 2 枚を F 音板 2 枚と交換してください。 例 2) ヘ長調の曲は付属の B フラット音板を H 音板と交換してください。

小さいお子さまも

カラーメタロフォンに付属されている楽譜は、譜面の音符の色とメタロフォンの音板
の色が対応しているので、譜面が読めなくても色を追うことで楽しく演奏できます。

ようになったら、楽しい明るい色で…
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かわいらしい指にもぴったりサイズの本格派ミニシンバル

よ〜く響くトライアングルは、スタンドも付いた優れもの
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Finger Cymbals

フィンガーシンバル
ペア ( φ 66mm)

Finger Cymbals,
Triangle...

片手でも
演奏
できます

GD34010

¥2,200 ＋税
●φ 66×10mm
◆真鍮、合皮
♠袋入り

JAN：4534203007239

Triangle

本革を使用し、こちらも本格派！
Kinder Pair Cymbals

キンダーシンバル ペア ( φ 15cm)
GD34100

¥7,000 ＋税
●φ 150mm

マレットづかいで音の変化が楽しめます

GD33713

Kinder Cymbal

キンダーシンバル ペア ( φ 25cm)
GD34130

◆真鍮、合皮

♠袋入り

●φ 250mm

木製スタンド付き
ご兄弟やご姉妹と一緒にも、

¥8,200 ＋税
● 190×270×50mm

◆ビーチウッド、スチール

♠箱入り

★ビーター ×1

ご家族みんなでも楽しめます。

JAN：4534203007246

¥8,800 ＋税
◆真鍮、合皮

♠袋入り

★木製マレット ×1

JAN：4534203007444

JAN：4534203007437

トライアングル

ハンドベルのように「１人 1 音」を担当し、みんなでメロディーをつくります
Color Hand Bell

カラーハンドベル (8 音 )[c″′-c″″] 木箱入り
GD33855

¥36,000 ＋税
● 73×65mm( ベル )
175×370×80mm( 木箱サイズ )
◆ビーチウッド、スチール
♠箱入り
★マレット ×8

JAN：4534203007253
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ベルのトップをつまんで、
付属のマレットでならしてみよう♪

s Musikins trument

ちいさな楽器
素材を生かしたやさしい肌触り、

本革とビーチウッドに、

手になじみやすいサイズの

真鍮製の小さな鈴を

シェーカーです。

つけました。
シャンシャンシャンと

お気に入りの宝物になるかもしれません。

パンフルート

ハンドベル (5 ベル )

Beech Shaker

GD40000

¥4,000 ＋税

GD33760

● 170×160×40mm
◆ビーチウッド、ABS
♠袋入り
★ビギナー用マウスピース

GD33450

● 105×105×22mm
♠袋入り

◆ビーチウッド、スチール、本革

JAN：4534203007222
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小さなパイプオルガンのような笛…。

Panpipes

ピュアな音。
Hand Bell

こころに響くどこか懐かしい音色、

ビーチシェーカー ( ナチュラル )
¥1,200 ＋税
●φ 30×68mm

◆ビーチウッド

JAN：4534203007215

♠袋入り

¥3,650 ＋税

JAN：4534203007475

マウスピース
付きなので、
はじめてでも
安心です。

なれてきたら
マウスピースを
最初はマウスピースをつけて

はずしてトライ！

ふいてみよう♪
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03
Percusson Set,

Chime Bars and etc...

おともだち
みんなで演奏 —
楽しさが広がります。

たくさんの楽器がつまった木製トローリー（ワゴン）は、ひとり一つずつ

Chime Bars in Wooden Box

バーチャイムセット木箱入り
アルミ音板 バーチャイム
(10 音 )[c″-e″′]+[fis+b]

GD11605

ボリュームです。また、しっかりしたつくりのワゴンは、収納という機能
だけでなく、自然素材のぬくもりや「良質のものを長く使う」という
ゴールドンの想いが込められています。

¥56,500 ＋税
● 255×445×80mm( 木箱サイズ )
◆音板 : アルミニウム／台：ビーチウッド
★マレット ×10

を手にすれば一度に 30 人以上のお子さまに演奏を楽しんでいただける

♠箱入り

替え音板 ×2[fis+b]

JAN：4534203007369

一つずつハンドルが付いているので、気軽に手にして
リズムを楽しめます。お部屋に飾っても素敵。
セット内容

Hand Percussion Set on a Shelf

ハンドパーカッション
セット GD30190
¥49,000 ＋税

● 275×570×125mm
◆ビーチウッド、スチール
JAN：4534203007406

♠箱入り

フラットギロー、
ハンドベル、ツインギロー、
サイロフォン、
ツインシンバル、
ダブルシングルスティック、
木製マレット× 3、
ギロースクレーパー× 1 、
フラットギロースクレー
パー× 1

いろんな音を集めました。

Percussion Set in Wooden Box

パーカッションセット
GD30140

木箱入り

¥53,000 ＋税
● 255×445×80mm ( 木箱サイズ )

◆ビーチウッド、スチール、真鍮、本革、合皮

♠箱入り

JAN：4534203007390

ミュージックトローリーセット (13 音 )[c″′-a″″]

セット内容

トーンブロック マレット付
ギロー スクレーパー付
スティックシンバル
ハンドベル (10 ベル )
ベルスティック
シンバル ( φ 15㎝ )
フィンガーシンバル
トライアングル (10㎝ ) ビーター付
クラベス (2 本組 )
ハンドカスタネット
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Music Trolley

3組
2組
1個
1個
2個
1組
1組
2組
3組
2個

● 420x530x640㎜

◆楽器：真鍮、ビーチウッド、本革、合皮

GD30610

¥203,000 ＋税

トローリー：ビーチ合板

JAN：4534203007420

セット内容

マラカス
ウッドブロック ビーター付
2 トーンブロック ビーター付
ギロー スクレーパー付
ダブルギロー スクレーパー付
ジングルスティック ( 片面 )
ジングルスティック ( 両面 )
ジングルスティック (6 ベル )

1組
1組
1組
1組
1組
1個
1個
1個

革製ハンドベル (5 ベル )
スティックベル (5 ベル )
タンバリン ( φ 18㎝ /3 ジングル )
タンバリン ( φ 20㎝ /3 ジングル )
バーチャイム (10 本＋替え音板 2 音 )
マレット付
ソプラノグロッケンシュピール
シンバル ( φ 15㎝ )

1個
1個
1個
1個
1個
1台
1組

シンバル ( φ 20㎝ ) ビーター付
フィンガーシンバル
ハンドシンバル ビーター付
トライアングル (S) ビーター付
トライアングル (L) ビーター付
クラベス
ハンドカスタネット
シンバル用スタンド

1個
1組
1組
1組
1組
1組
1個
1台
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04
Toy Piano,

Saving Bank...

珍しいアップライト型の

トイピアノは、
お子さまが初めて触れる
「ファーストトイピアノ」
としておすすめです。

ブルー

GD21006

JAN：4534203007840

ピンク

Toy Piano
GD21003

JAN：4534203007260

どんなシチュエーションの演奏会や発表会
でも大活躍。青空のもとでも楽しめます
Rhythmic Set

リズミックセット

GD30420

¥98,000 ＋税

● 390×480×80mm( バッグ収納時 ) ◆ビーチウッド、スチール、本革、フェルト、麻 ♠箱入り
JAN：4534203007413

しっかりとした作りのリネンバッグに
バラエティに富んだたくさんの楽器を
コンパクトに収納しました。
ポケットが一方方向なので、バッグを
開いたまま壁に掛けることができるの
でお片づけもらっくらくです。

トイピアノ（10 音） ¥12,000 ＋税
● 195×240×140mm

◆ビーチウッド

♠プリント箱入り

味のあるブリキ製。
そのノスタルジックなたたずまいは、
世代をこえて、魅力的です。

セット内容

トーンブロック（2 音）ビーター付
ウッドブロック（18cm）ビーター付
ウッドブロック（20cm）ビーター付
ギロースクレーパー付
ジングルスティック（両面）
ジングルスティック（6 ベル）
スティックベル（5 ベル）

2組
1組
1組
2個
2個
1個
2個

タンバリン（∅ 18cm）
タンバリン（∅ 20cm）
シンバル
トライアングル（10cm）ビーター付
トライアングル（15cm）ビーター付
クラベス（200 × 18mm）(2 本組）
フェルト ヘッド マレット

1個
1個
2組
3組
2組
5組
2組

こんなに
コンパクト！
収納スペースを
とらないことも
ポイントです。

補充品もドイツから取り寄せたオリジナル品をご用意しております

木製マレット (1 本 )
¥500 ＋税

フェルトヘッド
マレット
GD-50M

JAN：4534203006782

＊ご注文の際は、メタロフォン、
サイロフォンの品番をご指定ください。
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(1 本 )

GD-80M

¥800 ＋税

JAN：4534203006805

＊リズミックセットの
タンバリン用です。

Saving Bank

補充用 音板
(1 枚 /1 音 )
¥500 ＋税

バーディ貯金箱
GD-50P

JAN：4534203006799

＊ご注文の際は、メタロフォンの品番、及び音名
をご指定ください。以下の型番の製品に音板の
補充品がございます。
［GD11020, GD11037,
GD11063, GD11080, GD11090, GD11150］

※補充品の製品もすべてドイツ・ゴールドン社のオリジナル製品です。品切れの場合は取り寄せのため、お時間をいただくことがございますことをご了承ください。

GD320712

¥3,800 ＋税

● 135×80×100mm ◆ブリキ ♠プリント箱入り
JAN：4534203100190

ハンドルをグルグルまわすと、小鳥がくちばしではさんで
コインを巣箱へと運んでくれます。
カギで底面をあけられるようになっています。
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各製品ごとのカタログを用意致しております。
お気軽にお問い合わせください。
音楽と過ごす
楽しい毎日を彩る小物たち
ヨーロピアンウッドの白木が美しい
リビングに置いて楽しい楽器たち

各製品ごとのカタログを用意致しております。
小さな時から本物の楽器に触れさせたい。
お気軽にお問い合わせください。
キッズサイズの本格楽器たち
音楽と過ごす
ギターピック、
パーツ＆Accessory
楽しい毎日を彩る小物たち
1967 年日本生まれの世界ブランド PICKBOY

MUSIC BATON

ヨーロピアンウッドの白木が美しい
指揮棒の専門カタログ。グリップ、シャフトの
リビングに置いて楽しい楽器たち
形状から素材まで、幅広くラインナップ
小さな時から本物の楽器に触れさせたい。
キッズサイズの本格楽器たち
ドイツ生まれの高品質な知育楽器たち

NAKANO CO., LTD. 株式会社 ナカノ
ギターピック、パーツ＆Accessory
www.nakano-music.co.jp
1967 年日本生まれの世界ブランド PICKBOY

お取扱店

東京本社

指揮棒の専門カタログ。グリップ、シャフトの
〒 111-0052 東京都台東区柳橋 2-16-22 TEL 03-3863-1558
形状から素材まで、幅広くラインナップ
MUSIC BATON
FAX 03-3851-3778 E-mail / info@pickboy.jp

SHOW ROOM / ショールーム

ドイツ生まれの高品質な知育楽器たち
〒 111-0052 東京都台東区柳橋 2-16-22 １F TEL 03-3863-1810

お取扱店

NAKANO CO., L
株式会社 ナカノ
□ 東京本社

〒111-0052 東京都台東区

TEL 03-3863-1558 FA
E-mail / info@pickboy.jp
URL www.nakano-music

NAKANO CO., L
株式会社 東京都台東区
ナカノ
〒111-0052

□ SHOW ROOM / ショ
TEL 03-3863-1810

□ 東京本社

〒111-0052 東京都台東区

TEL 03-3863-1558 FA
E-mail / info@pickboy.jp
URL www.nakano-music

●掲載商品に関しましてはやむをえ
□ SHOW ROOM / ショ
なる場合がございますのであらか

〒111-0052 東京都台東区
●実際の商品と色、仕様、デザイン
がありますのであらかじめご了承
TEL 03-3863-1810

●当カタログに掲載されている写真
転載を禁じます。

●当カタログに掲載されている価格
です。

●表示価格はすべて消費税を除く本
●掲載商品に関しましてはやむをえ
なる場合がございますのであらか

●実際の商品と色、仕様、デザイン
がありますのであらかじめご了承

●当カタログに掲載されている写真
転載を禁じます。

●当カタログに掲載されている価格
です。

●表示価格はすべて消費税を除く本
●掲載商品に関しましてはやむをえず欠品、廃版または変更となる場合がございますのであらかじめご了承下さい。●実際の商品と色、仕様、
デザイン、サイズが若干異なる場合がありますのであらかじめご了承下さい。●当カタログに掲載されている写真、ロゴ、イラスト等の無断転
載を禁じます。●当カタログに掲載されている価格は 2016 年 9 月現在のものです。●表示価格はすべて消費税を除く本体価格になります。

