
snare drums



look amazing!  

sound amazing! 

 feel amazing!

merlinsnare

Precision and power of 20-ply

If ever there was a wood-shell snare that 
truly does it all, it’s the Merlin. 
    
The Merlin’s 20-ply shell consists of 
alternating vertical and horizontal veneers
of two sonically superior hardwoods –
maple for focused warmth, and birch for 
direct brightness. The shell is then expertly 
finished with a black tulip outer veneer 
inlaid with a tasty double pinstripe of maple. 
 
The Merlin’s response spans the sonic
spectrum from warm and resonant, to 
focused cutting projection and everything
in between. Simply tune it into your comfort 
zone, or higher for even more crispness and 
cut, or down for a funkier, drier sound. The 
response accuracy of this super-dynamic 
design is stunningly good, and the critics 
agree with the Merlin picking up a Music 
Industry Association award and a 5-star 
review in Rhythm magazine. 
 
Features:
Remo USA heads
2.3 mm Triple flange hoops
20ply, 10.5mm thick Maple and Birch shell
45 degree bearing edges
Palladium Lugs
Gold Logo badge
Palladium Strainer
Brass Snare Wires

MER-13-55-SN      MER-13-65-SN  
MER-14-55-SN      MER-14-65-SN

MERLINSNARE

Precision and power of 20-ply

マーリンの20プライシェルは、サウンド的に秀でている2
種類の堅木、すなわち暖かみのある音色にフォーカスした
メイプルとダイレクトでブライトサウンドに適したバーチを、
各 、々垂直と水平に互い違いに重ねて構成されています。そ
して、シェルはブラックチューリップで外板を巧みに仕上げ
ており、メイプルの美しいダブルピンストライプがちりばめ
られています。 

マーリンのレスポンスは暖かみがあり共鳴するサウンドか
らぬけが良く締まったサウンドまでのすべての音の要素を
カバーしています。また、14“×6.5”、14”×5.5”のオプションが
あり、それぞれ独自の特徴的なサウンドがあり、幅広い音
色を演奏できます。

マーリンは、演奏をはじめるとその多様な音楽性を体感で
きます。レスポンスは、ヘッドのテンションをどれだけ上げて
も妥協のないものになっています。リッチで暖かみのあるレ
ゾナンスにチューニングして、ドライでファンキーなサウンド
を作りだしたり、テンションを強めて、明るくクリアなアタッ
クサウンドを作りだすこともできます。マーリンは、ドラマー
にとって演奏のあらゆる細かなニュアンスを感じさせてくれ
るスネアです。

Features:
14” × 5.5”、14” × 6.5” 
REMO社製 USA ヘッド
2.3mm トリプルフランジフープ
20プライ、10.5mm　メイプル＆バーチ　
45度ベアリングエッジ
パラディウムラグ
ゴールドロゴバッジ
パラディウムストレイナー
ブラススネアワイヤー



look amazing!  

sound amazing! 

 feel amazing!

bluebirdsnare

Blue is the new black

A classic chrome-over-brass snare drum. 
The Bluebird shell is 14” x 6” deep with double-
beads to focus the sound, which, combined 
with our Palladium hardware, creates subtle 
nuances boosting the synergy between the 
shell, heads and snare wires, resulting in a 
musical rather than a metallic sound.
 
The Bluebird delivers superb response 
sensitivity across the whole batter head 
meaning you can play well defined rimshots, 
while side-sticking will be tight and cutting. 
This broad response sensitivity also means 
accurate brush work takes on a fuller and 
richer dimension - digging in delivers more 
punch - rolls are articulated and cut clearly 
- and accents can be seriously ripping. 
 
The Bluebird is designed to cut through in 
any situation. Even raging guitars can’t bury 
this drum. And it’s not a matter of having 
to play harder to be heard; this chrome 
beauty cuts through the chaos with ease.

Features:
14 x 6
Remo USA Skins
2.3 mm Triple flange hoops
1.2mm double beaded brass shell
Palladium Lugs
Blue Logo badge
Palladium Strainer
Brass Snare Wires. 

look amazing!

sound amazing!

feel amazing!

BB-14-60-SN

BLUEBIRD SNARE

Blue is the new black

ブラススネアにクラシッククロームを融合したブルーバー
ドシェルは、14”×6” のダブルヘッドで構成されており、
メタリックなサウンドよりは、むしろ、音楽的なサウン
ドを生み出す事を目的に、パラディウムハードウェアで、
シェル、ヘッド、スネアワイヤのシナジー効果を高め
つつ繊細なニュアンスを作りだし、サウンドそのものに
フォーカスされたスネアとなっています。

ブルーバードは、打面全体にわたって非常にすぐれたレ
スポンスセンシティビティーを備えています、すなわち、
サイドスティックがタイトでしっかりと音が抜けてくる状
態での正確なリムショットをプレイ可能というわけです。
この幅広いレスポンスセンシティビティーは、正確なブ
ラッシュ奏法で非常に豊かな音の輪郭を作りだし、より
パンチのあるサウンドも生み出し、ロールも明瞭で音抜
けもよく、非常にメリハリのついたアクセントを実現して
います。

ブルーバードは、どんな状況でも非常に音抜けの良いサ
ウンドが実現できるように開発されました。どんなに激
しいギターのリフが鳴っていても、このスネアのサウンド
が埋もれる事はありません。それは、抜ける音を出すた
めにより激しく演奏しなければならないという事ではな
く、このクロムの芸術的なスネアはいとも簡単に大音量
で且つ抜けの良いサウンドを生み出す事ができます。

Features:
14“ × 6”
REMO社製 USA ヘッド
2.3mm トリプルフランジフープ
1.2mm ダブルヘッド　ブラスシェル
パラディウムラグ
ブルーロゴバッジ
パラディウムストレイナー
ブラススネアワイヤー



look amazing!  

sound amazing! 

 feel amazing!

big softysnare

Deep, soft and chewy...

Producing the deepest of soft tones, The Big 
Softy is the warmest snare in our collection.
 
Critically acclaimed and revered by 
professionals as a studio snare as well as 
onstage, whether in a club or arena, this 
big-sounding 14” x 6.5” is a potent reminder 
of just how accurately our design concepts 
target specific sonic responses as well as 
providing the flexibility to tune up or down 
a notch to boost the highs or accentuate 
the lows.
 
While its 6.5” depth and cherry inner and
outer veneers accentuate the warmth of 
its response, the key ingredient is its kiln-
dried Ochroma core. This surprisingly light
hardwood has a micro-pore grain structure 
that filters out higher frequencies, so bigger, 
warmer and funkier sounds are achieved 
without detuning. You can now crank up 
your batter head to a responsive rebound 
and still play huge, funky backbeats. 
 
Features:
14 x 6.5 
Remo USA Skins
2.3 mm Triple flange hoops
9ply, Ochroma and cherry shell
Palladium Lugs
Big softy Logo badge
Palladium Mk1 Strainer
Brass Snare Wires

BS-14-65-SN

BIG SOFTYSNARE

Deep, soft and chewy...

柔らかく深みのあるスネアサウンド、それが我々のコレ
クションで最も暖かみのあるスネアであるビッグソフ
ティです。多くのプロユーザーからスタジオ用途でもス
テージ用途でも非常に高い評価を受けており、比較的
小規模なクラブから大規模アリーナまで強大なサウン
ドを生み出すこの14”×6.5”のスネアは、我々のデザイン
コンセプトによりどれだけ正確に特定の音響レスポンス
をターゲットにするかだけではなく、柔軟なチューニン
グにより、高域を強調したり、低域を強調したりするこ
とができる柔軟性も兼ね備えたスネアに仕上がってい
ます。

6.5”の深さとチェリーインナー、単板のアウターがその
暖かみのあるレスポンスを強調しつつ、ポイントとなっ
ているのは、窯で乾燥させたバルサ材です。この驚くほ
ど軽い広葉樹は、微細孔粒構造になっており、高めの
周波数帯をフィルタリングして取り除いています。その
ため、より大きく暖かみがあり、ファンキーなサウンド
をディチューニングすることなく得る事が出来ます。

反応感度を上げるように打面をチューニングすれば、迫
力のあるファンキーなバックビートを楽しめます。

Features:
14” × 6.5”
REMO社製　USAヘッド
2.3mm　トリプルフランジフープ
ラウンドオーバー・ベアリングエッジ
9プライ バルサ、チェリーシェル
パラディウムラグ
ビッグソフティロゴバッジ
パラディウムMK1ストレイナー
ブラススネアワイヤ－



MAV-14-55-SN     MAV-14-65-SN

MAVERICK SNARE

This is the one everyone has been asking for!

マバリックは、British Drumsとして初めてメイプルを
使ったスネアドラムです。非常に多くのニーズに応えて、
世界中のドラマーにとっても万能なスネアを作り出しまし
た。信頼のおける、とことん使い倒しても大丈夫な馬車
馬のようなスネアを作ることを念頭に開発したマバリッ
クは決して期待を裏切りません。

英国にてハンドメイドされた、マバリックは、14”×5.5”
及び14”×6.5”のオプションがあります。10プライの北
米産メイプルを使用したシェルで、ユーカリをアウター
に使っています。マバリックは30度のラウンドオーバー
ベアリングエッジを備えており、コールドプレス成形を
使った比類のないシェル構造と音域の広さ持っていま
す。スタイリッシュなパラディウムハードウェアと繊細な
造形で、クラシックなドラムのスタイルを現代によみがえ
らせています。マバリックのメイプルシェルは、スムーズ
で暖かみのある若干ブライトによったサウンドを引き出
せることができます。

レスポンスも非常に優れておりどんな音楽ジャンルでも
非常に抜けの良いサウンドで演奏できます。

マバリックは更に演奏のレベルを上げるべくして開発さ
れました。非常に広範囲の音域をもち、ありとあらゆる
局面で使えるスネアドラムです。

Features:
14” × 5.5”、14“ × 6.5”
REMO社製　USA ヘッド
2.3mm トリプルフランジフープ
30度　ラウンドオーバーベアリングエッジ
10プライ　メイプルシェル、ユーカリアウター単板
パラディウムラグ
BDC ロゴバッジ
パラディウムストレーナー
ブラススネアワイヤー

look amazing!

sound amazing!

feel amazing!



AV-14-55-SN     AV-14-65-SN

AVIATOR SNARE

The Aviator has landed! 

ブリティッシュドラムカンパニーが最初に開発したアル
ミニウム製のスネアがアビエイターです。クラシックな
航空機の機体で使われている優雅なスタイルと光り輝
くメタル製側面をもったデザインコンセプトで、あたか
も上空高く成層圏で演奏しているかのような高揚感を
覚えるようなスネアドラムを開発しました。

このスタイリッシュで優雅なデザインのスネアは、幅広
いダイナミックレンジをカバーしながら、感度の良いレ
スポンスを持ちドライなサウンドが特長です。

アビエイターは、上品でしっとりしたゴーストノートから、
唸りを上げるような迫力のあるバックビートまでを確
実に再現できるようにすべてのドラマーを解き放ちます。
また、どんなタイプの演奏スタイルにも問題なく、ドライ
でクリーンなフルレンジのサウンドを演奏できます。

シームレスな1.2mmのアルミニウムシェルで作られたア
ビエイターは、その洗練されたアルマイト加工で仕上げ
たサーフェイスとスタイリッシュなパラディウムハード
ウェアで美しく仕上がっています。クールでありながら
も、華美な装飾のないアビエイターは、微妙に反転した
センターのビーズが印象的なシェル中央のシャドーライ
ンがこの製品の外観を特徴づけています。加えて、暖か
みのあるチェリーの単板を象徴的なブリティッシュドラ
ムロゴに統合することで、デリケートにその外観を引き
立てています。アビエイターは、あらゆる点において、ク
ラシックな美しさを備えたスネアドラムです。

Features:

14” × 5.5”、 14” × 6.5”
REMO社製　USA ヘッド
2.3mm トリプルフランジフープ
1.2mm シームレスアルミニウムシェル
パラディウムラグ
チェリーロゴバッジ
パラディウムストレーナー
ブラススネアワイヤー

look amazing!

sound amazing!

feel amazing!



ARC-14-60-SN

THE ARCHER SNARE

British Drumからの壮大で豪華なスネアがアーチャー
です。

アーチャーは、早いアタックでリッチな暖かいサウンドを
生み出す希少価値の高い堅木でもあるヨーロッパイチイ
からハンドメイドで作られた特別なスネアドラムです。 

伝統的にイチイは中世イギリスでロングボウに好まれ
て使われていました。アーチャーは、耐久性があり柔軟
かつ堅牢な強度のおかげで最高のパワーと信頼性を
誇ります。イギリス国内でハンドメイドされているアー
チャーは、14”×6”の10プライでコールドプレス成形によ
り製作され非常にすぐれた構造デザインとサウンドが
融合したシェルに30度のラウンドオーバーベアリング
が装備されています。アーチャーはヴィンテージスタイ
ルのミニクロー、ゴールドメッキのテンションロッド、美
しい英国の遺産でもあるグリーンシカモアがはめ込ま
れたゴールデンバッジ等、様々な目を引くような外観の
特徴をもっており、非常に印象的な仕上げになっていま
す。アーチャーは表現力が豊なトーンで幅広いレンジの
演奏が可能で、メイプルのように暖いサウンドから、ブ
ライトなサウンドまで生み出します。スタイリッシュな
柔軟性を兼ね備えたアーチャーは、幅広い音楽ジャンル
でお使いいただけます。

Features:
14” × 6”
REMO社製　USA ヘッド
5mm ロールドスティールフープ
30度　ラウンドオーバーベアリング
10プライ　ヨーロッパイチイ　
パラディウムラグ
ビンテージミニクロー　
グリーンシカモア　ロゴバッジ
パラディウム　ストレーナー
ブラススネアワイヤー

look amazing!

sound amazing!

feel amazing!



ICA-14-65-SN

icarus SNARE

ニコ　マクブレインからの要求は非常に高く、まずは、
British Drumsのチームと非常に緊密な連携を深めて
プロジェクトに参加したところから始まりました。

ニコの常に最高を求める妥協のないアプローチのおか
げでイカルスが誕生しました。ニコの想いを実現した
ウッドシェルスネアのイカルスは、British Drumのユ
ニークなコールドプレス成形をつかって、ハンドメイド
されており、14”×6.5”の10プライシェルでブラックオー
クから製作されて壮観なブラックフィッシュテールオー
クの単板で仕上がり、オークでありながら、ハンドハ
マードシェルであるかのような非常に印象的な外観に
なっています。

イカルスのナチュラルでディープ且つウォームでありなが
ら、テンションを高めでブライトなプレゼンスが得られ
るサウンドは多くのドラマーに称賛されています。音量
が大きなロックやメタルでも力強く音抜けするようにデ
ザインされているイカルスは、どの音楽ジャンルにも対
応できるようにオーク材特有の音質が活かされるよう
なソフトで静かな演奏にも十分に反応します。

Features:
14” × 6.5”
10プライ　バーチシェル
ブラックフィッシュテールオーク単板
45° ベアリングエッジ
42本 ストランドスネアワイヤー
REMO社製　USAヘッド
2.3mmトリプルフランジフープ
パラディウムラグ
Icarusロゴバッジ

Nicko McBrain signature snare drum
look amazing!

sound amazing!

feel amazing!



TAL-14-65-SN

talisman SNARE

タリスマンは、ニコ　マクブレイン自身が今まで待ち望
んでいたスティール製のスネアドラムであり、彼自らがこ
のシグネチャードラムのデザインと開発に深く関わって
おり、これまでの経験と情熱が非常に重要なファクター
としてこの製品に凝縮されています。

イギリス国内でハンドメイドされているタリスマンは
シームレスなブリティッシュスティールから作られてい
ます。 14”×6.5”のシェルのアウター全面に特徴的な波
打ったようなデザインを施し、熟練のドラム職人がその
技をタリスマンの一つ一つに魂をこめて作り上げていま
す。クールでありながらも過度な装飾のないタリスマン
は、大音量でエネルギッシュな演奏をされた時、その真
価を一層発揮します。世界でも有数の最も優れたメタル
ドラマーによりデザインされたタリスマンは、多くのドラ
マーにとって無視できない存在となっています。

“今までずっと、このタリスマンを演奏することを待ち望
んでいたんだ。今や、君達もこの美しい楽器をすぐに手
にして演奏することができるようになったんだ。”

Features:
14” × 6.5”
シームレススパン 2mm　
ブリティッシュスティールシェル
ラウンドオーバーベアリングエッジ
42本 ストランドスネアワイヤー（スナッピー）
REMO社製　USA ヘッド
2.3mm トリプルフランジフープ　
パラディウムラグ
パラディウムストレイナー
Talismanロゴバッジ

Nicko McBrain signature snare drum
look amazing!

sound amazing!

feel amazing!




