


This is how we roll…

2015年、British Drum Companyは業界で数々の賞を受賞しているドラム職人の
Keith Keoughによって、多くのドラマーの為にインスピレーションをかきたてることができる
最高の品質を持つハンドメイドのドラムを作る、という理念のもとその産声をあげました。

Keithのドラム職人としての評判は、British Drum Companyのマネジメントチームの豊富な知見と
専門知識により、更に高まっています。チームには、UKで著名なコメディアンでドラマーとしても
知られているAl Murray, ５回のNo.1 アルバムを獲得したバンド Kasabianのドラマー Ian Matthews、 
著名バンド Verveのドラマー Pete Salisbury、トップレベルの軍隊用マーチングドラムスペシャリストの
Stu Warmington　そして、数多くのグローバルなバンドで活躍しているAlan Kitchingが
メンバーとして存在しています。

British Drum Companyでは、このチームが一丸となって、想像以上に音が良く、見た目も良いドラムを
世の中に提供していくことに努めています。British Drum Companyは、英国のドラムメーカーとして、
いままでのイギリスのドラムブランドが築き上げてきた遺産を引き継ぎ、デザイン、革新性並びに
そのハードウェアで卓越したものを目指し、他のどこにもない品質のハンドメイドの英国製ドラムを、
すべてのドラマーがインスパイヤされるようなルックス、サウンド、フィーリングで、
想像以上のレベルの製品を提供していきます。

British Drum Companyの世界へようこそ。
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Cold-Press Moulding

“コールドプレス成形”が、British Drum Companyのドラムサウンドのカギを握っています。 
長年にわたる木材の加工作業とドラムシェル製造の中で、プレスしてシェルを成形する際に熱を加え
ないことが安定したドラムシェルのカギでありドラムサウンドに良い影響を与える秘密であるとこれ
までの経験の蓄積により確信を得る事ができました。 

我々が使用する木材とシェルは、成形される前と成形された後の環境に自然と順応できるようになって
います。リズムマガジンのGeoff Nicholosのレビューでは、最高級のシェルと評価されています。
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Palladium Hardware

British Drum Companyのドラムは、我々が誇るエレガントな“パラディウム”ハードウェアが装備され
ています。ラグやクローフックをデザインする際に、アールデコ調の車のデザインや構造物からインス
ピレーションを受けたクラシックな外観に仕上げています。

ラグの種類としては、Legendシリーズのタムに採用されているスモール・シングル・ラグ、Legend
シリーズのバスドラムに採用されているラージ・シングル・ラグ、スネアとLoungeシリーズのタムように
採用されているショート・ダブル・ラグ、Loungeシリーズの深胴タムとバスドラムに採用されている
ロング・ダブル・ラグがあります。

同じ鋳造合金で作られたクローフックは、ラグのスタイリングを踏襲して、木製フープ保護のための
ショア60の硬度の成形ゴムのガスケットが装備されています。

アールデコ調のコンセプトは、パラディウムタムブラケットでも同様です。垂直に配置された固定器具で
独自にシェルを取り付けています。他のマウントのようにシェルを固めないため、デッドスポットなしで
シェルが360度共鳴するようになっています。

タムのブラケットには、内部シェブロン機構で、直径10.5mm及び12.5mmのL字アームをクランプす
るように設計されており、フロアタムの足がしっかりと固定され、一切回転しないようになっています。
セルフ・アライメントと外観を考慮してデザインされたメモリーロックにより、非常に洗練された外観と
場所を問わず安定したポジショニングをお約束します。
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legend series

The mighty sound of Birch!

Legendシリーズのドラムは、10プライで100％
北欧産のバーチを使い、クロス積層及びコールド
成形により厚みはわずか６mmのシェルからでき
ています。追加した2プライの強化リングと精密に
カットされた45度のベアリングエッジにより非常
に強く且つ薄いシェルを実現、その結果、瞬時の
アタックと深くコントロールされたサステインによ
り、低域のファンダメンタルな音を自然な鳴りで
再生します。

幅広いチューニング域により、緻密にハンドメイ
ドされたこのシリーズは究極なまでにあらゆる
ジャンルに対応します。チューンアップすること
で、より繊細な演奏に対応する非常にクリーン
で繊細な高域を鳴らしたり、逆方向にチューンダ
ウンすることで、深みがありパンチのあるバスド
ラムサウンドと唸るような低域で凄まじい迫力の
あるタムのサウンドを得る事が出来ます。

British DrumのLegendシリーズは、ステージそ
してスタジオと場所を問わず常に自宅にいるよう
なリラックスした感覚でどんな音楽ジャンルにも
対応して使って頂けます。

https://www.youtube.com/embed/OrF5Kwvg_Mw?rel=0&autoplay=1
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look amazing!  

sound amazing! 

 feel amazing!

legendseries

Satin Oil Finishes

Available in four standard Satin Oil finishes that have been hand rubbed to a beautiful 
natural lustre. The final touch of detail is in the Finish Matching™ reinforcement rings.

Carnaby Slate Buckingham Scarlett

Whitechapel Kensington Knight

Skye Blue Night Skye

Piccadilly White Winchester Grey

Exo-Tone™ Finishes

Due to our Cold Press Moulding™, this technique allows us put a laminate into the mould 
first when building the shell. Using this process ensures the shell is the correct size unlike 
other companies that wrap the shell afterwards.

Exo-Tone™ フィニッシュ　コールド成形により、最初にシェルを作る際ラミネートを金型に入れる
事が出来ます。他社が工程の後に、シェルをラップして形を整えるのに対して、この手法によりシェルを
そのままの形で仕上げていきます。

サテン・オイル・フィニッシュ　ハンドメイドにより仕上げた 4 つのスタンダードなサテンオイル仕上
げをご用意。細部の仕上げには Finish Matching™ 補強リングを使用。

legend series
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legendseries

Legend Club 18 - 18 12 14

Legend Club 20 - 20 12 14

Legend Club 22 - 22 12 16

Legend Club 24 - 24 13 16

Legend Fusion 20 - 20 10 12 14

Legend Fusion 22 - 22 10 12 16

Legend Rock 22 - 22 12 14 16

Available Single Drums

Rack Toms
6 x 6 / 8 x 7 / 10 x 7 /12 x 8 / 13 x 9 / 14 x 10
Floor Toms
14 x 14 / 16 x 16 / 18 x 18
Bass Drums
18 x 16 / 20 x 16 / 22 x 16 / 24 x 16 / 26 x 16

Gong Drums
18 x 8 / 20 x 8 / 22 x 8
Snare Drums
14 x 5.5 / 14 x 6.5

Available Shell Pack Configurations

Legend RockFusion 22 - 22 10 12 14 16

Legend Snare Drum

Available separately is a matching
snare drum in either 14 x 5.5 or 14 x 6.5

legend series

別売りオプション：14“ × 5.5”と14” × 6.5”を
ご用意しております。
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special edition

Legend Series, configured 
exactly the way you want it!

Legendのスペシャルエディション(SE)シリーズ
は、British DrumのLegendシリーズに基づいて
新たなコンセプトで開発されたドラムです。

業界でも評判のコールドプレス成形、北欧産の
バーチシェルを使った様々なオプションで自身の
ためのオリジナルセットを手に入れてください。

British Drum社の在庫状況をオープンにして単
板やエキゾチックな木材やブティックな仕上げを
選んでもらい、Legendシリーズの限定版オリジ
ナルキットを提供します。

オプションは非常に多く、組み合わせはほぼ無限に
あります。是非、想像力を解き放って自分だけの
オリジナルキットを想い描いてみてください。

Legend SEドラムは6 inchから26 inchまでどの
サイズでも用意が出来ます。
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special edition

legend special edition series
single drum availability

toms
6 x 6 • 6 x 8 • 8 x 6 • 8 x 8 • 10 x 7 • 10 x 8 • 12 x 7 • 12 x 8 

12 x 9 • 13 x 8 • 13 x 9 • 13 x 10 • 14 x 9 • 14 x 10 • 14 x 11

floor toms 14 x 14 • 16 x 14 • 16 x 16 • 18 x 14 • 18 x 16

bass drums
18 x 14 • 18 x 16 • 20 x 14 • 20 x 16 • 20 x 18 • 22 x 14 • 22 x 16

22 x 18 • 24 x 14 • 24 x 16 • 24 x 18 • 26 x 14 • 26 x 16

snare drums 14 x 5.5 • 14 x 6.5

Legend SE...

the drums you always 
dreamed about!

どんな注文も可能です。カスタムのサイズ、オー
ダーメイドの構成、どんなものを望んでもらっても
British Drum Legend SEシリーズは、あなたの
夢のキットとなることでしょう。

Legend SE シリーズは、要望があると思われる、
あらゆるサイズのキットに対応しています。
クラシックなクラブスタイルの３ピースからモンス
ターマルチタムのセットアップに至るまでLegend 
SEシリーズは、6 inchから26 inchまでお望みの
サイズでドラムセットを構築可能です。
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Legend SEシリーズの中でもひときわ
目を引くのがエレガントなピンストライ
プに身を包んだスタイリッシュなThe 
EXECUTIVEです。

The EXECUTIVEは、チューリップウッ
ドを手作業でカットし、サテンカラーで
コーティングされており、壮観な外観を
実現しています。

6”から26”までのサイズをお好みで選
びオリジナルのキットを作り出せます。 
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look amazing!  

sound amazing! 

 feel amazing!

“These are the finest drums I’ve ever played”

Matty Neale - Blinders serieslo
u

n
g

e
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Loungeシリーズは、９プライのマホガニーと
クロス重層されてコールドプレス成形でたった
5.5mmの厚みの北欧産バーチとのコンビネー
ションがポイントです。結果として、非常に強くて
薄いながらも暖かみがあり且つ深みのある幅広
いサウンドを生み出します。

Legendシリーズ同様に、精微にハンドメイド生
産されており、非常に多様性のあるサウンドも特
長です。マホガニーを加えて、更に30度のラウン
ドオーバーベアリングエッジが追加されてこの上
なくダークな温かみを生み出し最高のビンテージ
キットとなりうるドラムです。

Loungeシリーズは、Legendシリーズと同様の同
じチューニングのレンジがあり、どんな音楽のスタ
イルにも合わせて、チューンダウン時に非常に太
い低域を生み出し、チューンアップすると明るく
暖かみのあるサウンドを生み出します。

Lounge SERIES
  

 

 

look amazing!

sound amazing!

feel amazing!
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look amazing!  

sound amazing! 
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loungeseries

Satin Oil Finishes

Available in four standard Satin Oil finishes that have been hand rubbed to a beautiful 
natural lustre. The final touch of detail is in the Finish Matching™ reinforcement rings.

Iron Bridge Windermere PearlKensington Crown Wiltshire White

Exo-Tone™ Finishes

Due to our Cold Press Moulding™, this technique allows us put a laminate into the mould 
first when building the shell. Using this process ensures the shell is the correct size unlike 
other companies that wrap the shell afterwards.

Lounge SERIES

サテン・オイル・フィニッシュ　ハンドメイドにより仕上げた4つのスタンダードなサテンオイル仕上げ
をご用意。最後の細部の仕上げにはFinish Matching™ 補強リングを使用。

Exo-Tone™ フィニッシュ　コールド成形により、最初にシェルを作る際ラミネートを金型に入れる
事が出来ます。他社が工程の後に、シェルをラップして形を整えるのに対して、この手法によりシェルを
そのままの形で仕上げていきます。

https://www.youtube.com/embed/qwSJzISKE4U?rel=0&autoplay=1
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loungeseries

Lounge Club 18 - 18 12 14

Lounge Club 20 - 20 12 14

Lounge Club 22 - 22 12 16

Lounge Club 24 - 24 13 16

Lounge Fusion 20 - 20 10 12 14

Lounge Fusion 22 - 22 10 12 16

Lounge Rock 22 - 22 12 14 16

Available Single Drums

Rack Toms
10 x 7 / 12 x 8 / 13 x 9 / 14 x 10
Floor Toms
14 x 14 / 16 x 16 / 18 x 18

Bass Drums
18 x 16 / 20 x 16 / 22 x 16 / 24 x 16 / 26 x 16
Snare Drums
14 x 5.5 / 14 x 6.5

Available Shell Pack Configurations

Lounge RockFusion 22 - 22 10 12 14 16

Lounge Snare Drum

Available separately is a matching
snare drum in either 14 x 5.5 or 14 x 6.5
別売りオプション：14“ x 5.5”と14” x 6.5” を
ご用意しております。

Lounge SERIES



“このドラムのチューニングレンジは信じ
られないくらいにワイドだ。見た目に騙
されないように！”

Adisa Allen -
The Mouse Outfit

theim
p
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THE IMP 

サイズを大幅に超えたパンチを備えた IMP は
キラーバスドラムとパンチのあるタムがセットに
なった、プロフェッショナルレベルのポータブル
キットです。

内外部ともにBritish Drum社が誇るケンジントン
ナイトフィニッシュで仕上げ、Legend/Lounge
シリーズと同じコールドプレス成形を使って作ら
れています。そのサウンドは、美しいまでに暖か
くてふかみがあり、このクラスでは匹敵するもの
がないほど音抜けが優れています。IMPのシェル
サイズは、これよりも大きなキットに匹敵する音
量が出せるように調整されています。

IMP は、サイズを超えた多様性を備えています。



The Imp - 10 13 16
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THE IMP

The Imp Snare Drum

別売りオプションで12”×5.5“をご用意しております。
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snare drums
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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
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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
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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－
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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!
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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!
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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!
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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!
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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!



- 30 -

Set your toms free!

Tomspring™ は、タムをスネアスタンドにフレキシブル
に設置可能にする便利グッズです。デルリン製のコンパ
クトな製品はお使いのタムをフルでより長くサウンドを
鳴らせる状態で設置します。タムをケースに収納する場
合でもそのまま取り付けた状態で収納が可能です。

Tomspring™ は６ラグのトリプルフランジもしくは、ダ
イキャストフープを装備した12インチと13インチラック
のタムすべてに対応しています。

テンションロッドの下に
取り付けます

サウンドを大きくする場
合は、クレイドルを緩め
ます

スネアスタンドクレイド
ルに設置します

ある程度サウンドをコン
トロールする場合はクレ
イドルをきつめに締めま
す

BDA-TS

tomspring

1. 2. 

3.

Larger gap

4

Smaller gap

look amazing!

sound amazing!

feel amazing!
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kickfix

The new bass drum anchor system

演奏中にバスドラムが動き出してがっかりしてしまった
体験をお持ちの方は多いと思います。集中力がなくなり、
挙動が不必要なくらいに大きくなりかつ不安定な状態
で演奏することで、演奏自体も厳しくなってしまいます。

この新たなバスドラム用のアンカーシステムである
KickFixを使うことで、そういったトラブルから解放され
ます。このシンプルでありながら非常に使い勝手のよい
アクセサリーは、ほとんどのラグやカーペットに対応し
てバスドラムをしっかりと固定して、リラックスして演奏
に集中することができます。

コンパクトでありながらも頑 丈で可搬性に優れた
KickFixはマジックテープを使って、演奏中はしっかりと
バスドラムを固定しながらも、演奏が終わった後には簡
単にとりはずしてケースに収納できます。

KIckFix - its the way forward that stops you 
moving forward!

BDA-KF

look amazing!

sound amazing!

feel amazing!
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look amazing!  

sound amazing! 

 feel amazing!

joe’sbutler

Keep your workplace tidy!

Empty your pockets, and keep the area 
around your feet clear with Joe’s Butler. 
Attach this to your hi-hat or cymbal stand 
using a standard L-arm and you have a 
place to keep your keys, wallet, phone and 
drinks. There’s even a place for your drum 
key and a pen for those last minute changes 
to your set list. Created in conjunction with 
Joe Donovan of British rockers Blossoms, 
Joe’s Butler is the ideal companion for 
stage or studio.

BDA-JB-10

Keep your workplace tidy!

Joe’s Butlerを使ってポケットを空にして、足周りもクリ
アにしておきましょう。ハイハットかシンバルスタンドに
L-armスタンドを使って設置する事で、鍵、財布、スマホ
や飲み物まで収納させるスペースが出来上がります。も
ちろん、ドラムキーや本番直前にセットリスト変更し
た場合に修正する筆記用具も置いておけます。イギリ
スのロックバンド、BlossomsのドラマーであるJoe 
Donovanと共同開発されたJoe’s Butlerは、ステージ
でもスタジオでも大変重宝する存在となります。



company
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look amazing!

sound amazing!

feel amazing!
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The 2020 range of artisan crafted
percussion instruments and accessories

KEOパーカッションの世界へようこそ。
ミュージシャンをインスパイヤして傑出したパフォーマンスをもたらすため生み出された

英国職人によるハンドメイドの打楽器とアクセサリーの新しいブランドです。　
 

KEOパーカッションは、British Drumのもうひとつのブランドで、マスタードラムビルダーでもあるKeith Keoughの持つビジョンが具現化されたブランドともいえます。
業界でも高く評価を受けているマスタービルダーにより、KEOパーカッションは、ドラムとパーカッションの業界に大きな影響を与えた

非常に優れたクオリティーのハンドメイドのドラムと同じDNAを共有しているという点で、プレイヤーに安心感を与えています。
KEOパーカッションは、British Drum同様に革新をもたらし続けるための情熱と野望に満ちており、常に前進するブランドです。　

Keithの木材の音響特性に関する深い知識と、木材がもつ音楽との関連に対する独自の感覚は、
amazingなサウンドだけでなく、作り手のもつ伝統とノウハウがその製品の外観にも反映されています。
KEO製品は、クラフトマンシップと機能的な要素が美しいハイブリッドな形として仕上げられています。

KEO製品で使われてる木材の持つ感覚と触感は、ミュージシャンのパフォーマンスを一層かきたてることでしょう。
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Tambourines
形のよい外観のイメージがそのままサウンドとなっている

これらの驚異的な楽器であなた自身のグルーブを
生み出してください。

KEO-CYM-TAM

KEO-TAM KEO-SNR-TAM



Shakers
この素晴らしくて小さなシェイカーでリズムに

更なるアクセントを加えてみて下さい。
ソフト、ミディアム、ラウドと3種類あり、

どんな状況でもそれぞれの特性を生かすことができます。

- 38 -

KEO-SHK-L

KEO-SHK-M

KEO-SHK-S



Cajon
ポータブルな完成されたパーカッションです。

厳選されたトーンウッドとユニークなスネアのシステムを
採用して美しくハンドメイドされ、演奏ゾーンの分離を改善し、

感度が向上しています。

Luxury Cajon
非常に外観の美しいエキゾチックなトーンウッドと

ユニークなスネアをシステムに採用して
演奏ゾーンの分離と感度を向上させて、

さらに快適な演奏のために人間工学に基づいて
設計されたシートパネルで仕上げています。
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KEO-CAJ



Fumed Eucalyptus Eucalyptus Windsor Dark

Spalted Beech Etimoe Ziricote
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KEO-LUX-CAJ-FE KEO-LUX-CAJ-EUC KEO-LUX-CAJ-WD

KEO-LUX-CAJ-ZIKEO-LUX-CAJ-CFKEO-LUX-CAJ-SPB



Woodblock Guiro
ウッドブロック？　それともギロ？

この優れた楽器は、両方の良いとこ取りをしており、
パーカッションによる演奏表現を際限なくかきたてます。
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KEO-GUI-BLK



Jingle Stick
伝統的なハンドパーカッションとして最適ですが、
ドラムスティックの代わりにも使ってみてください。
今までにないインスピレーションを与えるこの楽器で

新たな創造性を見つける事ができるでしょう。

Flutter Stick
このユニークなハンドパーカッションを試してみてください。

トーンウッドを柔軟に重ね合わせたことで、
創造的なサウンドエフェクトと想像力が

豊かになるようなリズムを生み出すことが
可能になるでしょう。
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KEO-JIN-STI KEO-FLU-STI
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Practice Pads
練習こそが技術向上のカギを握っています。

ルーディメンツを練習するのであれば、
この素晴らしいパッドのどれかをお選び下さい。
ナチュラスなゴムのコーディングをした打面で、

最高のレスポンスで練習が可能です。

Large 12” Pad Medium 8” Pad Puck Pad
KEO-PAD-12 KEO-PAD-PUKKEO-PAD-8
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“O” Rings
北欧産のバーチからハンドメイドで生産された、この”O”リングは、
バスドラム用のレゾナントヘッドで、ポートホールに加えることで、

エッジへのダメージを防ぎより魅力的な外観に仕上げます。
Large, Medium, Smallの3サイズをご用意しています。

KEO-O-R-S
KEO-O-R-M
KEO-O-R-L
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Kick Beater
このスタイリッシュなバスドラム用のビーターは、

球形の木製ヘッドが特徴でドラムヘッドとの
コンタクトが最大限効率的に可能な設計になっています。
1/4インチのシャフトはほとんどのペダルで使用できます。

Sizzler
時として、シンバルによりブライトなサウンドが必要とされます。

そんな場合には、このSizzlerをお試し下さい。
重量感のあるチェーンをKEOシンバルフェルトにアタッチした

Sizzlerで、更に音抜けの良さを体感できます。

Cymbal Felts
このスタイリッシュなシンバル用フェルトを加えることで

自身のセットにKEOのテイストを加えてみては如何でしょうか？
1パック、4個入り。

KEO-BA-BE

KEO-CYM-SI

KEO-CYM-FLT-4
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Bass Drum Patch
バスドラムへのキックペダルのヒッティングの強さを

このスタイリッシュで効果的なビーターパッチを使うことで
コントロールが可能になります。

フェルト製のこのパッチは、KEOブランドの北欧産バーチに
取り付けられており、簡単に取り付けが可能です。

Snare Dampener
Take control of overtones and over-ring.

 倍音をコントロールしたり、鳴りすぎないようにするには
このSnare Dampenerがお勧めです。

スタイリッシュかつ実用的なKEOのスネアダンパーは、
素早く簡単にパーフェクトなスネアドラムのサウンドを再現できます。

内蔵されたマグネットによりスティール製フープに
しっかりと取り付ける事もできます。

マグネットが使えない場合でも
スティール製スプリングクリップにより取り付けが可能です。

KEO-SNR-DAM

KEO-B-PATCH
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iTAP

iTAP BASE

iTAP は、小ぶりでポータブルなアコースティックのプロ用パーカッションです。
どんなジャンルの音楽にもフィットし、

教育やセラピー効果も期待できる楽器として開発されました。

北欧バーチを100%使って表面が仕上げられたiTAPは、
レゾナントチェンバーにスネアワイヤシステムを採用し、

様々な音色での演奏が可能となっています。

手を使ったり、ロッドやブラッシュを使って演奏可能なiTAPは
場所を選ばずにパーカッション演奏をお楽しみ頂けます。

iTAP Baseは、スネアスタンドに設置することでドラムキットに斬新なサウンドを加える事が出来ます。
製品の中央にホールがあり、マイクをそこに設置することで、
iTAPのサウンドが理想的な形でマイキング可能となります。

KEOブランドのバッチをつけたiTAP Baseにより
多くのドラマーやパーカッションプレイヤーにとって付加価値の高い

新しいサウンドが手軽に入手できるようになります。
KEO-IT-Base

KEO-IT
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www.keopercussion.com

only from

アイアンメイデンのNicko McBrainとKEO Percussionで共同開発

・

内蔵フープでリアルでかつ実戦的なクロススティックとリムショットが可能。

・

自然なリバウンドとレスポンスを可能にするナチュラルゴムラバーを採用
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5mm天然ゴム製の
ラバー打面

16mmに設計された
HDF ベースプレート

5mmのスリップ防止用
裏面スポンジ

本人のサインが刻印された
ネームプレート

KEO-PAD-NM
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https://www.youtube.com/embed/EYKAtlAllsI?rel=0&autoplay=1
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PROFESSIONAL 
TOURING GRADE 

HARDWARE

PROFESSIONAL TOURING GRADE HARDWARE

Casinoの世界へようこそ
British Drumからプロのツアー仕様の

ハードウェアの登場です。

ドラマーの為のハードウェアをドラマーによって
イギリスでデザインされたCasinoは、
我 の々経験と持てる技術を惜しみなく

総動員して開発設計されました。

このCasinoを作り出した目的は、
過酷なツアーでも十分に耐える事ができる

信頼のおけるハードウェアを世の中に送り出す事でした。
Casinoのその美しい外観は、

British Drumの大きな特徴の一つでもある
パラディウム・アート・デコのスタイルを踏襲しています。

その革新的なダイスによるハードウェアの識別システムは、
すべてのBritish Drum製品にみられるような

機能的なクリエイティビティの一つでもあります。

Casino.
信頼性、美的外観、機能性のすべてを兼ね備えた

ハードウェアはBritish Drumsからだけのものです。 
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Casinoのダイス識別システムはBritish Drumだけがもつユニークな機能のひとつです。

ダイスの数字同士を同じ数字にしていることで、どのスタンドがどのパーツと一致しているのか、直ぐに認識可能です。
ツアードラマーやクルーが簡単にハードウェアのパーツを一致させることができて、

簡単に分解してセットアップしたり、ばらしたりすることができるようにデザインされています。
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• ダブルブレイス　ストレートプロファイル 
レッグ

• Casino ダイス認識システム
• 調整可能且つロック可能なスプリング      

テンション
• パラディウムスタイルのクラッチ
• パラディウムスタイルのフットプレート
• ツインチェイン・セントラルプルシステム
• 高低調整が可能なメモリーロック
• TotalGrip™ ラバーフィート

hi hat stand
CAS-HW-HH



• ダブルブレイス　ストレートプロファイル
レッグ

• Casino ダイス認識システム
• 高低調整が可能なメモリーロック
• ストレートシンバルスタンドが可能なよ

うにブームアームを収納可能
• TotalGrip™ ラバーフィート

cymbal boom stand
CAS-HW-BS
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• ダブルブレイス　ストレートプロファイル
レッグ

• Casino ダイス認識システム
• クイックリリース　スネアバスケット
• 高低調整が可能なメモリーロック
• TotalGrip™ ラバーフィート

SNARE stand
CAS-HW-SS

Lock Position

Transition Position

Release Position
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• タムの最適なポジショニングを約束する
ボールエンドLアームを2本装備

• ダブルブレイス ストレートプロファイル
レッグ

• Casino ダイス認識システム
• 高低調整が可能なメモリーロック
• 他のアクセサリーともフレキシブルに使

えるCasinoマルチクランプを採用
• TotalGrip™ ラバーフィート

double tom stand
CAS-HW-DTS

• タムの最適なポジショニングを約束する
ボールエンドLアームを装備

• ダブルブレイス ストレートプロファイル
レッグ

• Casino ダイス認識システム
• 高低調整が可能なメモリーロック
• 他のアクセサリーともフレキシブルに使え

るCasinoマルチクランプを採用
• TotalGrip™ ラバーフィート

single tom stand
CAS-HW-STS
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• ツインチェーン　カムドライブ
• パラディウムスタイルのツーピースフット

プレート
• ベルクロループを底に備えたソリッドな

ベースボード
• 現代的で無駄な装飾を省いたビーター
• ドラムキーを装備

DOUBLE PEDAL
CAS-HW-DP
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• ツインチェーン　カムドライブ
• パラディウムスタイルのツーピースフット

プレート
• ベルクロループを底に備えたソリッドな

ベースボード
• 現代的で無駄な装飾を省いたビーター
• ドラムキーを装備

single PEDAL
CAS-HW-SP
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• ツインセクションのマルチクランプ
• 25mmの高さを追加するのに最適
• パラディウムスタイル

multi-Clamp
CAS-HW-MCL

• タムの最適なポジショニングを約束する
ボールエンドのLアーム

• 取り付けをより確実にするためにローレッ
ト加工されたタム用支柱

• パラディウムスタイル

tom l arm
CAS-HW-TA
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• タムの最適なポジショニングを約束する
ボールエンドのLアーム × 2

• 取り付けをより確実にするためにローレッ
ト加工されたタム用支柱

• 高さ及びカーブの角度を調整可能
• メモリーロック搭載
• パラディウムスタイル

double tom holder
CAS-HW-DTH

• タムの最適なポジショニングを約束するボー
ルエンドのLアーム 

• 確実に設置するためにギザギザをつけている
タム用の支柱

• 高さ及びカーブの角度を調整可能
• メモリーロック搭載
• パラディウムスタイル

single tom holder
CAS-HW-STH
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