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2019年 10月 25日 
株式会社山野楽器 

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

大好評の 山野楽器×Samantha Thavasa コラボレーション企画 第 3弾 
“Made in Japan”の「フルート シングルバッグ」 が各色 100個限定で登場、本日 10/25(金)発売！ 

【山野楽器×サマンサタバサ フルート シングルバッグ】 概要 
◆価格︓￥23,000+税 
◆カラー︓Dusty Pink(ダスティー ピンク)、Radiant Navy(ラディアント ネイビー) 2色展開 
◆発売日︓2019年 10月 25日(金) 
◆取り扱い店舗︓山野楽器 銀座本店、仙台店、オンラインショップ限定 
 

株式会社山野楽器(本社︓東京都中央区銀座、代表取締役社長 山野政彦)と、株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 
(本社︓東京都港区三田、代表取締役社長 藤田雅章)は、人気のコラボレーション企画の第 3弾として、コンパクトサイズの 
「フルート シングルバッグ」を、本日 10月 25日(金)に、山野楽器 銀座本店、および仙台店、オンラインショップ限定にて発売いたしま
した。 
楽器専門店としての長年の知見、経験を持つ山野楽器と、幅広い世代の女性から支持されているハンドバッグブランド、サマンサタバ

サが開発したこちらの人気シリーズ。フルート専用バッグの第 1弾に加え、本年 8月に発売のクラリネット兼用バッグやマウスピースポーチ
も好評発売中です。この度、多くのお客様からの声にお応えし、第３弾が実現。シングルバッグが登場しました。 
現在好評発売中の「フルート＆クラリネットバッグ」同様、よりファッションとしてコーディネートに取り入れやすいよう、サマンサタバサのベス

トセラーシリーズ、“レディマイン”のフォルムやチャームなどのディティールを詰め込んだお洒落なデザインに仕上げました。また、サマンサタバ
サのコラボレーションラインはすべて“Made in Japan”。日本の職人が１つ１つ手作りをしたこだわりのコレクションとなっています。 
カラーバリエーションはコーディネートの好みに合わせて選べる2カラー。”ダスティー ピンク”は、バイカラーのハンドルとピンクのカラーで、 

コーディネートのワンポイントに。ゴールドのロゴやロックチャームが華やかさをプラスしてくれます。”ラディアント ネイビー”は、どんなコーディネ
ートにも合わせやすいネイビーカラーで、ロゴをシルバーに統一。コーディネートを上品にまとめ、幅広い世代の方に長年ご愛用いただけ
る、上品なデザインとなりました。 
各色100個の限定販売ということもあり、今回も売り切れ必至です。ぜひお早めにご来店のうえ、その魅力を手に取ってご覧ください。 



2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
  
【ポイント 3】 
こんなにコンパクトなのに、フルートとピッコロのケースを 2 つ重ね
た収納も可能。ピッタリサイズなので楽器がきちんと固定され、
安心して持ち運びいただけます。 
内側のポケットも充実。ファスナーポケットと 2 つのポケットが小
物をキレイに整頓してくれます。 

【ポイント 1】 
第 2弾シリーズと同様の選べる 2 カラー 
バイカラーのハンドルとピンクのカラーが女性らしい”ダスティー ピン
ク”と、どんなコーディネートにも合わせやすく上品にまとめてくれる”ラ
ディアント ネイビー”の 2色展開。 

▼フルート シングルバッグ 製品特徴▼ 

【ポイント 4】 
シリーズの人気のポイント、バッグブランド サマンサタバサな
らではのディテールに注目。 
ロックチャームとロゴプレートをサマンサタバサのベストセラーバ
ッグ”レディマイン”のディティールを活かし特別にデザイン。 
 
 
 

【山野楽器×サマンサタバサ フルート シングルバッグ】 
◆価格︓￥23,000+税 
◆カラー︓Dusty Pink(ダスティー ピンク)、Radiant Navy(ラディアント ネイビー) 2色展開 
◆素材︓本体＝ナイロン(ブリザテック)、 裏地＝ポリエステル 

持ち手＝牛革、 金属部分＝鉄/亜鉛合金 
◆生産国︓日本 
◆サイズ︓H 17cm×W 44.5cm×D 9cm 重さ︓490g 

【ポイント 2】 
取り外しできるショルダー付きなので、ハンドバッグ/ショ
ルダーバッグの 2way仕様に。 
ショルダーの長さも 95cm～110cm まで調整可能。 
 

【ポイント 5】 
高機能素材”ブリザテック”を使用。 
表面は水を弾く防水・撥水加工が施され、内部にはクッショ
ン性のある高機能素材を使用。大切な楽器をキズや衝撃
から守ります。 
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第 1弾、第 2弾も、大好評発売中！ 
 【山野楽器×サマンサタバサ第 2弾 フルート&クラリネットバッグ】 
◆価格︓￥30,000+税 
◆カラー︓Dusty Pink(ダスティー ピンク)、Radiant Navy(ラディアント ネイビー) 2色展開 
◆素材︓本体＝ナイロン(ブリザテック)、 裏地＝ポリエステル 

持ち手＝牛革、 金属部分＝鉄/亜鉛合金 
◆生産国︓日本 
◆サイズ︓H 23cm×W 43cm×D 10cm 重さ︓670g 
 
 
 
 
【山野楽器×サマンサタバサ第 2弾 マウスピースポーチ】 
◆価格︓大￥5,600+税、小￥4,000+税 
◆カラー︓Dusty Pink(ダスティー ピンク)、Radiant Navy(ラディアント ネイビー) 2色展開 
◆素材︓本体＝ナイロン(ブリザテック)、 裏地＝ポリエステル 

持ち手＝牛革、 金属部分＝鉄/亜鉛合金 
◆生産国︓日本 
◆サイズ︓大 H 8.5cm×W 16cm×D 5.5cm 
       小 H 6cm×W 11cm×D 5.5cm 
 
 
 
 
★好評につきアイスブルーを追加生産しました！★ 
【山野楽器×サマンサタバサ第 1弾 オリジナルフルートバッグ】 
◆価格:¥28,000+税 
◆カラー︓ice blue(アイスブルー) ※elegant beige(エレガントベージュ)は、販売を終了いたしました。 
◆素材︓本体＝ナイロン(ブリザテック ※撥水、防水)、裏地＝ポリエステル 

持ち手＝牛革、金属部分＝鉄/亜鉛合金 
◆生産国︓日本 
◆サイズ︓H 26.5cm×W 49cm×D 9cm 重さ︓660g 
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【株式会社 山野楽器 (YAMANO MUSIC CO.,LTD) 】 
銀座 4丁目に本社を構える、創業 127年を迎えた総合音楽専門店。ピアノやギター、管弦楽器などの楽器全般、 
楽譜や CD の小売のほか、テイラーギター、リッケンバッカー、コアロハウクレレなどの国内総代理店を務める。 
首都圏を中心に、全国 41店舗、49教室を運営。 
代表取締役社長︓山野 政彦 
本社: 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-5-6 
創立: 1892年 (明治 25年) 4月 21日 
設立: 1915年 (大正 4年) 3月 20日 
主な事業内容:楽器、楽譜、付属品、輸入楽器などの小売、および卸売 

音楽・映像ソフト(CD/DVD/ブルーレイなど)の小売 
音楽教室の運営 
音楽に関するイベント事業(ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストなど) 
Wisdom Guitarほか、企画開発商品の販売および卸売 

主な海外取り扱いブランド:Taylor Guitars、G&L、Rickenbacker、Hofner、 
KoAloha Ukulele、Levys Leathers 、Silverstein ほか 

ホームページ: https://www.yamano-music.co.jp/ 
Facebook: https://www.facebook.com/yamanomusic/ 
Twitter: https://twitter.com/yamanomusic 
Instagram: https://www.instagram.com/yamano_music/ 
YouTube: https://www.youtube.com/c/yamanomusic_official 
 
 
【株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(Samantha Thavasa Japan Limited)】 
旗艦ブランド「サマンサタバサ」を軸にバッグ・ジュエリー・ゴルフ・スイーツ等の製造販売。 
数々のブランドを展開し、国内約 272店舗、国外約 37店舗を展開。 
SPA型を導入し、独自のプロモーションスタイルを確立し、日本発世界ブランドへの 
挑戦を続けている。 
代表取締役会長兼社長︓藤田 雅章 
本社: 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-1 住友不動産麻布十番ビル 10階 
設立: 1994年（平成 6年）3月 10日 
主な事業内容︓バッグとジュエリーの企画・製造・販売 
ホームページ︓http://www.samantha.co.jp/ 
Facebook: https://www.facebook.com/samanthathavasa.jp/ 
Twitter: https://twitter.com/samantha_pr_st 
Instagram: https://www.instagram.com/samantha.thavasa.info/?hl=ja  
 
 
 
 

サマンサタバサ 
表参道 GATES  

ポップアップ デジタルストア 

山野楽器 銀座本店 

https://www.yamano-music.co.jp/
https://www.facebook.com/yamanomusic/
https://twitter.com/yamanomusic
https://www.instagram.com/yamano_music/
https://www.youtube.com/c/yamanomusic_official
http://www.samantha.co.jp/
https://www.facebook.com/samanthathavasa.jp/
https://twitter.com/samantha_pr_st
https://www.instagram.com/samantha.thavasa.info/?hl=ja

