
depuis 1983

Colophane de qualité supérieure fabriquée au Japon

アルシェの松脂 Archet's Premium Rosin



R02:Soprano High quality rosins by “Archetier”弓メーカーこだわりの松脂

Our Rosinアルシェの松脂
弓と一体となって楽器のポテンシャルを最大
限に引き出し、優れた演奏感を提供する世界
品質の松脂です。弾き心地への徹底したこだ
わりと厳しい品質基準＝ジャパン・クオリティに
より、伝統的なフランス松脂を昇華させました。

Our rosin enhances the response and bring out its 

full potential of each instrument and bow. With our 

focus on playability, together with thorough Japanese 

quality standard, our distinctive rosins are created 

based on the traditional French rosin recipe.

Our History
松脂づくりを極めるために
1983年、弓メーカーとして設立された株式会社
アルシェは、創業当初より松脂の開発に着手。
パリの老舗弦楽器商E・フランセ氏より入手し
たフランス伝統の製法にもとづき、トップ・プレ
イヤーによる官能試験や粒子分析など科学的
手法よる評価を繰り返し、製品化に成功しま
した。以来20年以上に渡り、至高の演奏感
を求めて研究を続け、プレイヤーの多様
な好みに応えるラインナップを実現
しました。

Colophane de classe
mondiale par "Archetier"

“Pin gemmé”©Larrousiney/wikipedia

Right after the establishment in 1983 as a bow 

making company, Archet Co. began developing 

distinctive new rosin. Based on the French rosin recipe 

we have received from the renowned Parisian dealer, 

E. Français, the rosins were finally made into 

production. For the past 20 years, we have carried on 

trials with top players and such tests as particle 

analysis to continually improve the quality of 

our products. 

The traditional rosin tapping
伝統的な松脂の採取方法



R02:Soprano R03:Alto R04:Ténor

R01:Étude

R05:Basse

輝かしく美しい音と軽やかな弾き心地
Bright, brilliant sound. Light grip.

バランスの取れた音色と適度な
ひっかかりを実現した基本の松脂
Well-balanced sound and grip. 
Our basic rosin.

暖かく芯のある音と滑らかな
弾き心地
Warm, conveying sound.
Good grip.

艶やかな深みのある音としっかりと
した弾き心地
Deep, glossy and full. Good grip.

重厚な音色とキレのある発音を
併せ持つコントラバス専用松脂
Big sound and good grip.
Specialty rosin for double
bass.

For the quality sound, for your best performance.
イメージ通りの音色を、至高の弾き心地をあなたに。

Laissez-vous envoûter par
sa sonorité parfaite et son confort.

Quality Materials世界品質の松脂
高純度の原材料と徹底した品質管理で実現します。
We will deliver high quality rosins by using selected 
pure materials with thorough quality control.

Variety & Your Styleスタイルで選べるバリエーション
理想の音色と心地よい演奏感でイメージ通りの音楽をお届けします。
Ideal sound and ease of playing would help you achieve
the best performance.

Refined original wrapping
洗練されたオリジナル・ラッピング

使い勝手と普遍性を考え抜くことで誕生しました。
Our original wrapping came into production with 
our strong focuses in usability and universality.

4 commitments to Quality 4つのお約束

R03:Alto

4 engagements sur la qualité

Beautiful Tone & Powerful Projection
美しい音色と豊かな音量

相反する要素の最適条件を長年の研究で導き出しました。
With our years of tests and trials, our product embodies two 
contradicting ideas in sound production; the tone and the power.



www.archet.co.jp

R04:Ténor

R05:Basse

R01:Étude

Liste de prix 価格表
Price List

Étude, Soprano, Alto et Ténor

コントラバス用の松脂
は気温40℃以上で軟
化します。必ずケース
に入れキャップをして
保管してください
The bass rosin would 
be softened when it 
is left in 40°C/104°F. 
Keep it in the container 
with its cap on.

Basse

2015年9月1日現在
製品の価格及び仕様は、改良などのため予告なしに変更することがあります。

The lists are the prices as of September 1st 2015.
Prices and specifications can be modified without notice for the purpose of  improvement.   

R02 Soprano ￥4,000＋税
R03 Alto ￥4,000＋税
R04 Ténor ￥4,000＋税

コントラバス専用モデル  for contrabass only

R05Basse ￥3,500＋税

R01 Étude ￥2,000＋税
オールラウンドモデル  for all-round

価格 Price (JPY)グレード Grade ひっかかり Grip

1～4の順に畳む
Fold according 
to the numerical 
order. →

→1 2

3

4 
Étude

ホックを留める
Snap on the 
button.

Soprano, Alto et Ténor 

革ひもをボタンに
巻いて留める
Wrap the leather 
strap around the 
button to fasten.

ARCHET Co. JAPON
328-3, Nakashinden, Odawara, Kanagawa
250-0876 JAPAN
TEL.+81-465-48-8851 FAX.+81-465-48-1975
support@archet.co.jp
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