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TAMA Marching Percussion: 
‘Where Percussion Meets Perfection’
TAMAと一緒に新しいマーチングドラムの開発に携われたことは、とてもエキサイティングな経験でした。プレイヤーにとって使いやすい調整機構の
数々、革新的なコンセプト、そして美しいフィニッシュとサウンドの素晴らしさは、全てのマーチングプレイヤーを魅了すると確信しています。 この場を
お借りして、星野ファミリーの尽力に心から感謝します。”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    – Tom Float  

ユーザー・フレンドリーをポリシーとし、数々の革新的機能を備えたTAMAマーチングドラムは、TAMAドラム特有の重厚なサウンドと目を見張る程
の美しいフィニッシュを携え、どんなフィールドでも強烈な存在感を発揮します。
その製品作りは、我々マーチングドラム奏者、インストラクターから届く数多くの要望を全て高い次元で具現化し、ユーザーの求める音と快適性の両立
に心を尽くして応えます。

TAMAマーチングドラム。
絶対の信頼と自信を持ってお薦めします。”
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   –中村裕治

単なる打撃音だけではない、真の打「楽器」という響き。正に、マーチングの世界に新たに舞い降りた、奇跡の一台である。音に拘るプレイヤーは少
なくない。その拘りを確実に音で応えてくれるのが、このTAMAマーチングドラムである。 
叩いた時のその瞬間に奏でられる響きは、TAMAの長年の歴史を物語っている。 
マーチング界に新たな光が射す。 
心惹き付ける響き、それは本物の響きであり『奏』という、正に真の音である ”
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   –中部敬之

Tom Float （トム・フロート）
アメリカのマーチングリーグ DCI創設当初の71年～74年にAnaheim Kingsmenに所属。エイジアウト後はインストラクターとして様々な団体を指導し、その中でも 82年～90年にConcord Blue 
Devils のパーカッション・ディレクターとしての活躍は、その後のマーチングドラムに多大な影響を与えました。現在ではアメリカのディズニーランドでパフォーマー兼ディレクターをして活躍する傍ら、
インストラクターとしても後進の指導に尽力。その功績が讃えられ、2004年にDCIの殿堂入りを果たしました。

“Where Percussion Meets Perfection”   

1974年のブランド創設以来、我々 TAMAは“The Strongest Name In Drums”の
スローガンの下、様々な商品を作り続けて来ました。
その我々がマーチングドラムの為に“Where Percussion Meets Perfection”を新しく
スローガンとして掲げた理由は、自分達は新しい分野へと足を踏み入れる “チャレンジャー ”
なのだという決意を、マーチングプレイヤーのみならず我々自身の心に刻みこむ為です。

そして、このスローガンに込められた「特定のプレイヤーに特化したものではなく、さまざま
な年齢、体型の全てのプレイヤーにとって使い勝手の良いものでなくてはならない」という
コンセプトを具現化する為に、マーチング界の第一人者である Tom Float氏を開発顧問
に迎え、本場アメリカの様々なマーチング団体とのリレーションによる商品開発や耐久
テストを繰り返して来ました。

その長年の研究開発期間と試験期間を経て遂に完成を見たのが、この “TAMA 
Marching Percussion”。

過酷なプレイ環境に耐え得る高い耐久性は勿論のこと、様々な機能により多様なサウンド
を作り出せるスネアドラム、高い安定性と操作性を実現したスタンド類、そして様々な体型
にフィットして身体への負荷を軽減する Silver Armor キャリア等、TAMA Marching 
Percussionの革新的なアイデアはこのような長いリサーチのもと生まれたものです。
そして、何よりも楽器において重要なサウンドは、40年にわたるTAMAのドラム作りの中
で培った技術を存分に生かした個性的なサウンドです。

全く新しい分野に挑戦するチャレンジャーであるという気概があったからこそ実現出来
た、嘗て無いマーチングドラムが遂にここに誕生したのです。
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日本の心が宿る唯一無二のマーチングドラム

『奏』心を惹き付ける、その瞬間の響き

中村裕治 （なかむらゆうじ）
89年～91年に東京実業高校マーチングバンド部に所属し、卒業後は Yokohama Inspires、Tokyo Phoenixを経て渡米。1994年のBlue Stars Drum & Bugle Corpsを経て、
日本人にとってアメリカ上位団体のバッテリーラインへの参加は不可能とされた時代に、DCIの強豪団体 Cavaliers Drum & Bugle Corpsに入団。その年のWorld Champion、ハイパーカッション
を獲得しました。帰国後バッテリーパーカッション専門のインストラクターとして活動を開始。これまで数多くの団体を指導し、全国大会へ導いています。

中部敬之 （なかべたかゆき）
大阪常翔学園高等学校吹奏楽部でパーカッションを始め、高校卒業後渡米。 2006年 Yamato Drum & Bugle Corps 、2007年 Pacific Crestを経て、2009年に DCI強豪団体 Blue 
Devilsに所属。その年の Corps、Drumlineとして負けなしの成績でワールドチャンピオン、ハイパーカッションを獲得しました。また、ソロとしては Individual & Emsembleにてスネアソロ部
門で準優勝。 世界第 2位、Blue Devils勢ではトップという輝かしい成績を収めています。 続く2009年、2010年の2年間は WGI 強豪団体 Riverside Community Collage（RCC）に所属し、
2010年には、RCC Award の ベストパフォーマーも受賞するなど、マーチングの本場アメリカでトッププレイヤーとして活躍した数少ない日本人プレイヤーの一人です。現在では、インストラクター
として天理教校学園高等学校を始め、多数の学校へ指導、楽曲提供を行っています。

”

”
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Shells 
シェル

Super Reinforcement 
スーパー・レインフォースメント

B/B  ブビンガ/バーチ 
スネア/テナー : 4プライ・バーチ+3プライ・ブビンガ、 6ミリ
バス : 5プライ・バーチ+3プライ・ブビンガ、 8ミリ
シェルの内側にブビンガ、外側にバーチを採用することにより、シャープ
で芯のあるアタックと、大きな会場でも遠くまで鳴り響くパワフルな
サウンドを実現しています。

40年に渡って培われてきた、ドラム生産のノウハウを活かし職人が作り上げる真円度の高いシェルは、
その木が持ち合わせている“鳴り”を最大限に引き出します。

Maple  メイプル　
スネア/テナー : 6プライ、5ミリ
バス : 8プライ、6ミリ
メイプルシェルはセンシティブなレスポンスと豊かな鳴りが特長。明るく、
音抜けの良いオープンなサウンドはメイプルならではのものです。

シェル内面 (スネアはボトムエッジ、テナーは打面エッジ )には、
レインフォースメント (補強リング) を装備。ハイピッチ・チュー
ニングで掛かるシェルへの負荷を軽減し、高い耐久性を実現します。

Marching Drums
 マーチング・ドラム
トラディショナルなメイプルシェルと、TAMAオリジナルの
B/B(ブビンガ /バーチ )シェル。そして、シェルのサウンド
ポテンシャルを最大限に引き出すために開発された、数多くの
TA M A 独自の新機構がマーチングフィールドに新たな風を
吹き込みます。
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Maple Shell メイプル・シェル

ラッカー・フィニッシュ
Model No.

M1412SL

M1409SL

7.8kg

7.2kg

14"x12"

14"x 9" 

¥143,000 (税抜価格 )

¥143,000 (税抜価格 )

M1412SK

M1409SK

7.9kg

7.3kg

14"x12"

14"x 9" 

¥132,000 (税抜価格 )

¥132,000 (税抜価格 )

サイズ 価格 重量

Model No. サイズ 価格 重量

カバリング・フィニッシュ

B/B Shell ブビンガ /バーチ・シェル

ラッカー・フィニッシュ
Model No.

B1412SL

B1409SL

8.0kg

7.4kg

14"x12"

14"x 9" 

¥138,000 (税抜価格 )

¥138,000 (税抜価格 )

B1412SK

B1409SK

8.1kg

7.5kg

14"x12"

14"x 9" 

¥127,000 (税抜価格 )

¥127,000 (税抜価格 )

サイズ 価格 重量

Model No. サイズ 価格 重量

カバリング・フィニッシュ

Sn
a

r
e

 D
r

u
m

s High Position Strainer ハイポジション・ストレイナー Detachable Gut Frame デタッチャブル・ガットフレーム
(US.PAT.NO.7223910)

Buzz Killer Mutes バズキラー・ミュート
(US.PAT.NO.7223910)

Gut Tension Adjustment ガットテンション・アジャストメント

Super Reinforcement  スーパー・レインフォースメントLine Up ラインナップ

ON/OFFの素早い切り替えを実現する操作性と、マーチングで
のプレイ中に発生する衝撃にも誤動作のない高い安定性が魅力の
オリジナル・ストレイナー。
また、ON/OFFを切り替えるレバーの位置を打面ヘッドに近い
高さに配置したことで、キャリアに装着して演奏している時でも
素早く操作することが可能ですので、ON/OFFを切り替えること
による多彩なスネアサウンドをお楽しみ頂けます。

－スネアドラムに 2pcs標準装備

ガットのバズ音を調整することが可能なミュートマフラー。従来はテープなどでミュートする
ことが一般的でした。しかし、その方法ではストレイナーのON/OFF調整が出来ず、何より
細かなサウンド作りは困難です。
このバズキラー・ミュートでは、ノブを回すだけでミュート量を簡単に調整可能。また、ミュー
トの位置をスライドすることで、繊細なサウンドメイクも可能となりました。更に、ワンタッチ
で取り外せますので、屋内・屋外などの状況に応じてお使い分け頂けます。

TAMAオリジナル・ガットフレームでは、多彩なサウンドメイクを実現する為に、様々なガットテンションの調整方法を採用
しました。ガットフレーム側面のノブを回すことで全てのガット弦を同時に調整。そして、プラスドライバーを使いガット弦を
固定しているネジを回すことで、ガット弦を一本ずつ独立して調整することが出来ます。更に、ガット弦を一本ずつフレーム
から取り外すことも可能ですので、ガットを切断することなくお好みの本数に調節してご使用頂けます。

シェル内面のボトムエッジには、60mm幅の
レインフォースメント(補強リング )を装備。
ハイピッチ・チューニングに対する高い耐久性
を実現します。

ガットフレーム自体をワンタッチで取り外すことが可
能なシステム。ガットのテンションやミュート・ポジ
ションを保持したまま、ボトムヘッドを交換すること
が出来ます。
また、フレームを繋ぐ2本のアームがガットを張った
時に生じるテンションの負荷を受け止めるので、ガット
を強く張ってもシェルやストレイナーへの負荷を生じ
させず、シェルの鳴りを妨げません。

ON OFF

TAMAが長年のドラム作りの中で培って来たノウハウを凝縮し、マーチングにおいて求められる
サウンドと機能を充溢させたモデル。それがこのTAMA マーチング・スネアドラムです。
スネアサウンドの重要な要素であるスネアガットには、“バズキラー・ミュート”と“デタッチャブル・
ガットフレーム”といった新機構により、これまでに無かったような細かな『サウンド作り』を実現。
更に、ストレイナーをシェルの上部に取り付けることで演奏時にもON /OFFを容易にできる
“ハイポジション・ストレイナー ”といった今まで誰も思い付かなかった全く新しい数多くの新機構
を採用し、高いプレイアビリティを実現しました。
正に新たなるスネアドラムのスタンダードを生み出す革新的モデルです。

カラー : ブルー・スパークル・レーシング・ストライプ (BLR)
※シェルカラーは P12 をご参照下さい。

サイズ :14” x 12”

サイズ :14” x 9”

※重量にはアタッチメント、キャリア（別売）は含みません。  
※受注生産の為、納期約4ヶ月の猶予を頂きます。  
※付属のヘッドはTAMA Power Craft IIとなります。 
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Three Detachable Legs スリー・デタッチャブル・レッグス
(US.PAT.NO.7265287)

Tom Position Adjustment タム・ポジション・アジャストメント
(US.PAT.NO.7265287)

Tenor Drum Lugs ラグ

Steel Mighty Hoops
スティール・マイティー・フープ

TAMA マーチング・テナードラムは、プレイヤーの使いやすさを追求することで生まれた、画期的な
アイデアを採用しています。
タムタムを繋ぎ合わせるジョイント部には、プレイヤーの体型に合わせたポジション調整が可能
なアジャスト機構を搭載。更に過酷な使用条件でも損なわれない高い耐久性を実現しました。また、
3箇所のジョイント部に脱着可能な脚を搭載することで、休憩や練習の際の『楽器を地面に置く』
際にも、エッジ部にダメージを与えない仕組みになっています。
プレイヤーの視点に立って開発された全く新しいテナードラムが、プレイヤーの最高のパフォーマンス
を引き出します。

サイズ：6”*/6”**/8”/10”/12”/13”

軽量で強度のあるアルミダイキャストを使用。
6mm径のテンションボルトを使用することで、
ハイピッチ・チューニングに耐え得る、強度の
高い設計になっています。

6”*  深さ 5.5” 
6”** 深さ 7”

プレイヤーの体型やプレイスタイルに合わせるため、タムタムのポジションを微
調整できる画期的なシステム。各シェルを繋ぐジョイント部に設けられた 4ヶ所
のボルトを緩めることで、チューニングキーで簡単に変更可能。個人の好みに
合わせて、タムタムのアングルと、体までの距離を連動して調整できます。

休憩時や練習の際、テナードラムを水平に地面に置くことが可能なシステムを採用しています。シェル
のボトムエッジ部を保護するラバー・プロテクターに加え、タムタムを繋ぐジョイント部分に3本の
脚パイプを装備することで、 地面に置く際にもシェルへのダメージを防ぎます。また、脚パイプはパイプ
自体を回すことで簡単に着脱可能です。

TAMAドラムセットにも使用している、剛性の
高い 2.3mm厚のスティール製のフープを使
用。オープンなサスティーンが特長です。
(6”: 4テンション、 8”: 5テンション、 10”: 6テンション、
 12”/13”: 8テンション)

カラー : ブルー・スパークル・レーシング・ストライプ (BLR)
※シェルカラーは P12 をご参照下さい。

Maple Shell メイプル・シェル

ラッカー・フィニッシュ
Model No.

M68023TL

M668023TL

6"+8"+10"+12"+13"

6"+6"+8"+10"+12"+13"

6"+8"+10"+12"+13"

6"+6"+8"+10"+12"+13"

¥169,000 (税抜価格 )

¥198,000 (税抜価格 )

¥154,000 (税抜価格 )

¥180,000 (税抜価格 )

10.3kg

11.1kg

11.7kg

12.5kg

M68023TK

M668023TK

サイズ 価格 重量

重量

重量

重量Model No. サイズ 価格

カバリング・フィニッシュ

B/B Shell ブビンガ /バーチ・シェル

ラッカー・フィニッシュ
Model No.

B68023TL

B668023TL

B68023TK

B668023TK

サイズ 価格

Model No. サイズ 価格

カバリング・フィニッシュ

6"+8"+10"+12"+13"

6"+6"+8"+10"+12"+13"

6"+8"+10"+12"+13"

6"+6"+8"+10"+12"+13"

10.7kg

11.5kg

12.1kg

12.9kg

¥157,000 (税抜価格 )

¥186,000 (税抜価格 )

¥143,000 (税抜価格 )

¥169,000 (税抜価格 )

Line Up ラインナップ

※重量にはキャリア（別売）は含みません。 
※受注生産の為、納期約4ヶ月の猶予を頂きます。 
※付属のヘッドはTAMA Power Craft IIとなります。 
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Maple Shell メイプル・シェル

ラッカー・フィニッシュ
Model No. サイズ 価格

Model No. サイズ 価格

カバリング・フィニッシュ

B/B Shell ブビンガ /バーチ・シェル

ラッカー・フィニッシュ
Model No. サイズ 価格

Model No. サイズ 価格

カバリング・フィニッシュ

16"x14"

18"x14"

20"x14"

22"x14"

24"x14"

26"x14"

16"x14"

18"x14"

20"x14"

22"x14"

24"x14"

26"x14"

16"x14"

18"x14"

20"x14"

22"x14"

24"x14"

26"x14"

16"x14"

18"x14"

20"x14"

22"x14"

24"x14"

26"x14"

¥97,000 (税抜価格 )

¥99,000 (税抜価格 )

¥106,000 (税抜価格 )

¥109,000 (税抜価格 )

¥117,000 (税抜価格 )

¥124,000 (税抜価格 )

M1614BK

M1814BK

M2014BK

M2214BK

M2414BK

M2614BK

¥91,000 (税抜価格 )

¥93,000 (税抜価格 )

¥99,000 (税抜価格 )

¥103,000 (税抜価格 )

¥110,000 (税抜価格 )

¥116,000 (税抜価格 )

B1614BL

B1814BL

B2014BL

B2214BL

B2414BL

B2614BL

B1614BK

B1814BK

B2014BK

B2214BK

B2414BK

B2614BK

¥92,000 (税抜価格 )

¥94,000 (税抜価格 )

¥101,000 (税抜価格 )

¥104,000 (税抜価格 )

¥111,000 (税抜価格 )

¥117,000 (税抜価格 )

¥87,000 (税抜価格 )

¥89,000 (税抜価格 )

¥95,000 (税抜価格 )

¥98,000 (税抜価格 )

¥105,000 (税抜価格 )

¥111,000 (税抜価格 )

M1614BL

M1814BL

M2014BL

M2214BL

M2414BL

M2614BL

重量

重量

重量

重量

5.8kg

7.8kg

8.1kg

8.6kg

9.8kg

10.7kg

6kg

8kg

8.3kg

9kg

10.2kg

11.2kg

7.1kg

9.1kg

9.4kg

9.9kg

11.7kg

12.4kg

7.3kg

9.3kg

9.7kg

10.3kg

12.6kg

13.1kg

B
a

ss
 D

r
u

m
s Noiseless Carrier Attachment ノイズレス・キャリア・アタッチメント

Locking Attachment Drum Stands  ロッキング・バススタンド・アタッチメント

サイズ : 24” x 14”
サイズ :18” x 14”

その大きさと重量ゆえにマーチングドラムの中では、演奏時の『楽器と体との一体感』を得ることが難
しいバスドラム。その点に着目し、専用のアタッチメントを開発することで、キャリアとバスドラムの
一体感を極限まで高めたのがTAMAマーチング・バスドラム。プレイヤーの体に完璧にフィットし、
より高い次元での一体感を実現しました。
メイプルシェルとブビンガ/バーチシェルの2種類は共に、バスドラムに求められる『パワフルで重量
感のあるサウンド』、『フィールドの隅々まで音が行きわたる遠達性』を実現した、ハイピッチ・チュー
ニングの中にもアタックの効いたローサウンドが特長。
プレイヤーの動きやすさと、迫力のあるサウンドを兼ね備えた新しいバスドラムの誕生です。

※シェルカラーは P12 をご参照下さい。
※フェードカラー（片側ぼかし）は、バスドラムの場合はバーストカラー（両側ぼかし）
　となります。また、フープはすべてブラックです。

カラー : モルテン・キャラメル・バースト (MCB)

カラー : ブルー・スパークル・レーシング・ストライプ (BLR)

スタンドと確実に固定するために、キャリアと同様の機構を持つアタッチメントを搭載。バス
ドラムが不意にスタンドから落ちることを防ぐとともに、スタンドに載せて演奏した際のバス
ドラムの揺れを排除しています。
(TAMA マーチング・スタンドのみに使用できる機能です。)

一般的なマーチング・バスドラムに採用されている、フックに吊るしてキャリアに取り付ける
という構造では、バスドラム本体の「揺れ」が発生します。それによって確実にドラムを
体に固定することができず、演奏時に一体感を得ることは困難でした。
TAMAマーチング・バスドラムではスネアドラムやテナードラムと同じジョイントを搭載する
ことで、キャリアにしっかりと固定し、体と楽器の間に存在していた遊びを徹底的に排除。
その結果、不要なノイズを出すことなく、プレイヤーとバスドラムの「一体感」を実現して
います。

Line Up ラインナップ

※重量にはキャリア（別売）は含みません。 
※受注生産の為、納期約 4ヶ月の猶予を頂きます。 
※付属のヘッドは TAMA スムーズ・ホワイトとなります。 
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マーチングドラムと同じく“Where Percussion Meets Perfection”と
いうコンセプトの下、新たに開発されたシルバー・アーマー・キャリア、
そしてセーフティ・ロック・マーチング・スタンド。全てのプレイヤーにとって
快適に、かつ安定感のあるプレイ環境を提供する為の様々なアイデアと独自
の技術が搭載されています。

Marching Carriers, 
Stands & Accessories
TAMA マーチング キャリア / スタンド / アクセサリー 

※フェードカラー ( 片側ぼかし ) につきましては、バスドラムの場合バーストカラー ( 両側ぼかし ) になります。またカラーコードも異なります。例 ) フェードカラー ( 片側ぼかし ):DSF、バーストカラー ( 両側ぼかし ):DSD
※バスドラムのフープは全てブラックです。

Color Chart カラー・チャート

ラッカー・フィニッシュ カバリング・フィニッシュ

PBK
ピアノ・ブラック

ISF
インディゴ・スパークル・フェード

JDF
ジェイド・スパークル・フェード

GDF
ゴールド・ダスト・フェード

DCF
ダーク・チェリー・フェード

RSF
レッド・スパークル・フェード

MCF
モルテン・キャラメル・フェード

SIF
スモーキー・インディゴ・フェード

CPF
コパー・ミスト・フェード

DSF
ダーク・スターダスト・フェード

BLR
ブルー・スパークル・レーシング・ストライプ

SGW
シュガー・ホワイト

DGF
ディープ・グリーン・フェード

TSM
チタニウム・シルバー・メタリック

NEW NEW
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S Perfect Fit Carriers パーフェクト・フィット・キャリア   (US.PAT.NO.7554024)Silver Armor Carriers Safety Lock Type 

シルバー・アーマー・キャリア セーフティ・ロックタイプ 

Safety Lock Mount セーフティ・ロック・マウント
(US.PAT.NO.8420919) 

Positioning Bar ポジショニング・バー
(US.PAT.NO.8420919) 

Sliding Height Adjustment  
高さ調整

Shoulder Pipe Adjustment
ショルダーパイプ調整

Backrest Adjustment
バックレスト調整

Movable Pad  
ショルダー・パッド角度調整

Wide Pad ワイド・パッド

Tilt System ティルト・システム

Two-way Support Bar ツーウェイ・サポート・バー

マーチングドラムでの過酷な環境においても、プレイヤーが演奏とドリルに集中
出来るように、『快適性・安定性・耐久性』を追求したオリジナルキャリア、それが
この “シルバー・アーマー・キャリア”です。
シンプルな構造ながらも、肩から背中に当たる部分のパッドはプレイヤーへの負担を
限りなく抑える形状を採用。また、アングルを調整することで、プレイヤーの体型に
合わせた最適なアレンジを可能にします。チューニング・キーで調整を行うことが出来
ますので、余分な工具は不要です。
他にも、ドラムをキャリアに確実にロックする機構など、細部にまで徹底してこだわり作り
込んだシルバー・アーマー・キャリアは、プレイヤーの最高のパフォーマンスをサポート
します。

ドラムを取りつける J バーと腹部のプレートによって、高さを 130mm の幅で
スライド調整することが可能。演奏者の体型に合った位置でのセッティングを
実現します。

数々のオリジナル調整機構を採用することで、プレイヤーごとの体型に合わせたセッティングを可能にします。

肩から背中に当たる部分のパッドはパイプを回るよ
うにフレキシブルに可動。装着時にプレイヤーの体
型に合わせることで、より快適なポジションを実現
します。

肩に担ぐ部分のパイプのアングルは無段階
に調整可能。プレイヤーの体型に合わせて
調節することで、肩への負担を軽減します。

ドラムをキャリアする際に最も負荷が掛る背中の部分に
は、クッション性の高いバックレストを装備。また、ショ
ルダーパイプと独立してバックレストのアングルを調整
することが出来ますので、パッドを “面 ”で背中に接地
させることで圧力を分散し、プレイヤーの体の負担を大
幅に軽減します。

ドラムとキャリアのマウント部分には、引っ掛
けるだけで着脱可能な機構を、P14掲載の
全てのシルバー・アーマー・キャリアに採用。
取り付けた後、黒のロックレバーを倒すことで
ロックが掛かり、ドラムの脱落を防止します。
特にバスドラム用キャリアでは、ノイズレス・
キャリア・アタッチメントとの組み合わせに
より、バスドラムの揺れとガタツキを防止する
ことで、今まで得ることのできなかったドラム
と体の一体感を実現しました。

肩と背中についで負荷の
かかる腹部にも脱着可能
なクッション性の高いパッ
ドを装着。より広い面積
で圧力を分散し、プレイ
ヤーにかかる負荷を軽減
させます。

休憩や移動の時などにスネア
/テナードラムをティルトアップ
した際でも、ドラムがキャリア
に接触する前に止まる機構を
採用していますので、キャリア
やドラム本体へのダメージの
心配がありません。

バスドラムを下側から支えるバーは口径によって上下に入れ替えることで、より安定感
のあるセッティングを可能にします。
大きい口径 (24”～ 26”)のバスドラムではサポート・バーを下から (写真1)。小さい
口径（16”～ 22”が目安です）では上から挿入することで (写真2)、サポート・バー
が足に接触することがなく、より快適なドリルが可能です。

2本のJバーを繋ぎ、常にその間隔を
一定に保つことで、ドラムのセッティン
グをスムーズに行えます。また、高さ
調整のために左右の J バーを上下に
動かす際、ドラムを水平にセッティング
するための目安になりますので、素早く
正確な調整が可能です。

写真 1 写真 2

スネアドラム用

テナードラム用

バスドラム用

CSASDT
¥38,000 (税抜価格)

CSATNT
¥38,000 (税抜価格)

CSABDT
¥38,000 (税抜価格)

TAMA テナードラム専用
のキャリアです。

TAMA スネアドラム専用
のキャリアです。

TAMA バスドラム専用のキャリアです。
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Stable Set-up System ステイブル・セットアップ・システム    

Safety Lock Mount セーフティ・ロック・マウント
(PAT.PEND)

Center of Gravity Position
センター・ポジション・セッティング 

- Snare Anti-Shake System スネア・アンチシェイク・システム (HMSD79Wのみ)

- Upside Down Setting アップサイド・ダウン・セッティング　(HMSD79Wのみ)

- Fold and Positioning Bar ポジショニング・バー (PAT.PEND)　(HMTN79Wのみ)　

- Tenor Anti-Shake Support Bar テナー・アンチシェイク・システム　(HMTN79Wのみ)  

FEATURES

TAMAマーチング・ドラム専用のスタンドは、『ドラムの重心をスタンドの中心で支えること』、『360度、どんな
ポジションでも演奏できること』、そして『全てのサイズに適合したスタンドであること』をコンセプトに開発
されました。
更に、シルバー・アーマー・キャリアと同じく、ドラムの脱落を防ぐセーフティ・ロック機構を全てのスタンド
で採用することで、安全に、安心して練習できる環境を提供します。

スネアドラム用 テナードラム用

バスドラム用

HMSD79W
¥23,000 (税抜価格)
高さ調整幅 : 880～1,130mm
※スネアドラムをセットした場合の、
   床から打面までの距離です

HMTN79W 
¥23,000 (税抜価格)
高さ調整幅 : 800 ～1,050mm
※テナードラムをセットした場合の、
   床から打面までの距離です

HMBD79W
¥23,000 (税抜価格)
高さ調整幅 : 1,065～1,500mm
※ 22”バスドラムをセットした場合の、
    床から打面中心までの距離です
 

シルバー・アーマー・キャリアと
同様に、各ドラムとスタンドの
マウント部分には、引っ掛け
るだけで簡単に着脱可能な機
構を採用。取り付けた後、黒
のロックレバーを倒すことで
ロックがかかり、ドラムの脱落
を防止します。

全てのスタンドは、各ドラムを
セットした際に最も安定感の
あるポジション、つまりドラム
の重心とスタンドの中心が
同じになるように設計されて
おり、不意の楽器の転倒を
防ぐことができます。

TAMAマーチング・スタンドには、高い安定性を実現するアイデア “センター・ポジション・セッティング”、
“セーフティ ・ロック・マウント”を採用。スタンドでの演奏の際にも、安定したプレイ環境を提供します。

Silver Armor Carrier J-Bar/Hook Type
シルバー・アーマー・キャリア  Jバー/ フック タイプ 
高い安定性と調節機構はそのままに、一般的な Jバー、フックタイプのマーチング
ドラムに適した汎用型Silver Armor Carrier。体にフィットさせるパーフェクト・
フィット・キャリア機構(P15参照）を搭載していますので、プレイヤーの体型に
合わせた細かい調節が可能。キャリアだけでもアップグレードしたいというご要望
にお応えします。

一般的なJ バータイプのキャリアです。
ロッド径 14mmのホルダーに適応して
います。

一般的なフックタイプのキャリアです。アイボルトの
間隔が165～250mmの間で調節可能です。

一般的なJバータイプのキャリアです。ロッド径
14mmのホルダーに適応しています。

スネアドラム用

テナードラム用

バスドラム用

CSASDM
¥38,000 (税抜価格)

CSATNM
¥38,000 (税抜価格)

CSABDM
¥38,000 (税抜価格)
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Bags バッグ
Model No. 内容 価格

スネアドラム用バッグ
テナー用バッグ
バスドラム用バッグ　16”用
バスドラム用バッグ　18”,20”用
バスドラム用バッグ　22”,24”用
バスドラム用バッグ    26”用

MBSD14

MBTN

MBBD16

MBBD20

MBBD24

MBBD28

¥10,000 (税抜価格 )

¥25,000 (税抜価格 )

¥11,000 (税抜価格 )

¥14,000 (税抜価格 )

¥16,000 (税抜価格 )

¥19,000 (税抜価格 )

Covers カバー
Model No. 内容 価格

スネアドラム用カバー 14”x12” 用
スネアドラム用カバー 14”x9” 用
テナードラムカバー
バスドラムカバー　16”用
バスドラムカバー　18”,20”用
バスドラムカバー　22”,24”用
バスドラムカバー　26”用

CVS1412

CVS1409

CVTS

CVB1416

CVB1820

CVB2224

CVB2628

¥3,000 (税抜価格 )

¥2,800 (税抜価格 )

¥4,200 (税抜価格 )

¥3,800 (税抜価格 )

¥4,500 (税抜価格 )

¥5,000 (税抜価格 )

¥5,700 (税抜価格 )

Bags バッグ
Model No. 内容 価格

スネアドラム用バッグ
テナー用バッグ
バスドラム用バッグ　16”用
バスドラム用バッグ　18”,20”用
バスドラム用バッグ　22”,24”用
バスドラム用バッグ    26”用

MBSD14

MBTN

MBBD16

MBBD20

MBBD24

MBBD28

¥10,000 (税抜価格 )

¥25,000 (税抜価格 )

¥11,000 (税抜価格 )

¥14,000 (税抜価格 )

¥16,000 (税抜価格 )

¥19,000 (税抜価格 )

Covers カバー
Model No. 内容 価格

スネアドラム用カバー 14”x12” 用
スネアドラム用カバー 14”x9” 用
テナードラムカバー
バスドラムカバー　16”用
バスドラムカバー　18”,20”用
バスドラムカバー　22”,24”用
バスドラムカバー　26”用

CVS1412

CVS1409

CVTS

CVB1416

CVB1820

CVB2224

CVB2628

¥3,000 (税抜価格 )

¥2,800 (税抜価格 )

¥4,200 (税抜価格 )

¥3,800 (税抜価格 )

¥4,500 (税抜価格 )

¥5,000 (税抜価格 )

¥5,700 (税抜価格 )

Ac
c

es
so

r
ie

s Tuning Key ハイテンション・チューニング・キー (ケース付き )

Snare Projector スネア・プロジェクター Training Pads 練習パッド

Hard Gut Frame ハード・ガット・フレーム Hoop Guard フープ・ガード Mallet Bag　マレット・バッグStick Bags　スティック・バッグ

Stickers ステッカーBack Support Belt バック・サポート・ベルト

Bass Drum Mute
バスドラム・ミュート

Drum Protect Covers　ドラム・プロテクト・カバー

Drum Bags　ドラム・バッグ

THDK30WC  ¥2,500 (税抜価格)

TPS14B  (ブラック)  ¥3,000 (税抜価格)
TPS14C  (クリア)     ¥3,000 (税抜価格)
TPS14W (ホワイト) ¥3,000 (税抜価格)

TDP7S  7””練習パッド  ¥6,500 (税抜価格)

MSB01  (1pr用 )  ¥1,500 (税抜価格)
MSB02  (2pr用 )  ¥2,000 (税抜価格)

MMB01  (～ 2pr用 )  ¥3,000 (税抜価格)
MBSP2  (2本セット、各2m) 
¥1,500 (税抜価格)

TDP12  12””練習パッド  ¥8,000 (税抜価格)

MGF14HD  ¥11,000 (税抜価格) MBRG14  ¥2,500 (税抜価格)

TLS100BK    (ブラック)  ¥1,000 (税抜価格)
TLS100WH  (ホワイト)  ¥1,000 (税抜価格)

 

CSABSB  ¥5,000  (税抜価格)

 

TAMAマーチング・スネアドラム標準装備のガット
より、硬質な材を用いた付け替え用のフレームです。
より明るく、粒立ちの良いサウンドが特長です。

バスドラムのフープに取り付けることで、
リムショットによるフープへのダメージを
防ぎます。ゴムのクッションを内部に
取り付けており、プレイ中の滑りやフープ
自体への傷付きを防止します。

片面には消音製に優れた弾力性のある材質を採用。もう
一方の面には固めの材質を使うことで、音のツブを確認し
ながらの練習に最適です。また、内蔵プレートの表裏を
入れ替えることで簡単にスナッピー・サウンドの ON/OFF
を切り替えることができます。

スネアドラムのボトムフープにマジックテープで取り付けることで、音をより前方に集中
させるためのアクセサリーです。黒・クリア・白の3種類。

バスドラムヘッド用のロゴ・ステッカーです。
白・黒の2種類。
•サイズ 230mm×50mm

TAMAマーチング・キャリアに取り付け
可能なサポートベルト。クッション性
の高いウレタン素材のパッドを採用し、
プレイヤーに掛かる負担を軽減します。
また、ベルトには簡単に着脱が出来るよ
う、スナップロックを採用しています。

持ち運びの際に便利な、軽量のナイロン製ソフトバッグ。 内部に厚めのクッションを内蔵しており、
運搬の際のトラブルから楽器を守ります。

屋外での練習や保管の際、ドラムシェルを日焼けや埃から守るためのナイロン製のカバー。

PVC製のスティック用バッグ。スネアやテナードラムに取り付ける
ことができます。

PVC製のマレット用バッグ。バスドラムの深さ方向と水平に取り付けること
が可能ですので、プレイ中にスムーズに持ち替えることができます。

バスドラムの外周に沿って、ヘッド内面に貼りつけ
て使う、スポンジ製のミュート。

(写真左から ) TPS14B, TPS14C, TPS14W

TDP7S

TDP12 スネアドラム用

スネアドラム用

テナードラム用

テナードラム用

MSB01 MSB02

バスドラム用

バスドラム用

マーチングドラム・プレイヤー向けの 12”サイズの練習
パッド。表面の模様に沿って構えることで、視覚的に基本
のフォームをチェックしながら練習可能。また、中心部と
それ以外の部分で材質を変えて設計している為、異なる
サウンドを組み合わせながら練習ができます。 

マーチングドラム専用のチューニング・キーです。携帯に便利なケース付き。
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