




















































R-021

生鳴りの良いソリッド ・ スプル ースのトップと、
木目の美しいフレイム ・ マホガニー のボディ。
ルックスとサウンド、共に高級感のある
ギタ ー に仕上がっています。

トップ：ソリッド ・ スプル ース
バック：フレイム ・ マホガニー

サイド：フレイム ・ マホガニー

ネック：ナトー

ナット幅：43mm
チューニングペグ：ダイキャストゴールド
スケール：648mm
指板：エンジニアリングウッド
ピックアップ＆プリアンプ：Morris MP-4 
フィニッシュ：グロス
カラ ー：TS, NAT 

付属ケ ース：BMG-2

価格：¥66,000（税抜¥60,000)

/] 
Morris MP-4 Preamp: 
Volume, 3-band EQ, 
Phase, Chromatic Tuner 

R-011/R-OllLH

初心者でも扱いやすいクロマティック ・ チュー ナーを搭載した
MP-4プリアンプを、上位機種であるR-021同様に搭載。
生ギタ ー としての品質も十分に確保しているので、
自宅でもステージでも活躍してくれる万能モデルです。
レフトハンド仕様のR-01 lLHも用意。

トップ：スプル ース
バック：サペリ
サイド：サペリ
ネック：ナトー

ナット幅：43mm
チューニングペグ：ダイキャストクローム
スケール：648mm
指板：エンジニアリングウッド
ピックアップ＆プリアンプ：Morris MP-4 
フィニッシュ：グロス
カラ ー ：TS, NAT, SR(R-011 only), 

SBU(R-011 only), SBK(R-011 only), 

FBU(R-011 only) 

付属ケ ース：BMG-2
価格：¥44,000（税抜¥40,000)(R-011)

¥49,500（税抜¥45,000>(R-011LH)

TS 

G-021/G-021団

往年のフォ ーク世代にも人気の高い、モーリス伝統の
MGスタイルのボディー デザインに美しい木目の
フレイム ・ マホガニーを採用したモデル。
ストロークプレイ時のダイナミックなサウンドが特徴。
ピックアップ無しモデル(G-021)と
ピックアップ付きモデル(G-021E)を用意。

トップ：ソリッド ・ スプルース
バック：フレイム ・ マホガニー

サイド：フレイム ・ マホガニー

ネック：ナトー

ナット幅：43mm
チューニングペグ：ダイキャストクローム
スケール：648mm
指板：エンジニアリングウッド
ピックアップ＆プリアンプ：Morris MP-4(G-021E only) 

フィニッシュ：グロス
カラ ー：RBS, NAT, VYL, WR, SBK 

付厩ケース：BMG-2

価格：¥49,500（税抜¥45,ooo>(G-021) 
¥55,000［税抜¥so.ooo>(G-021 E) 
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カラー表記：WR（ワインレッド）、TS（タバコサンバースト）、SBK（シースルーブラック）、SR（シースルーレッド）、RBS（レッドブラウンサンバースト）
SBU（シースルーブルー）、NAT（ナチュラル）、FBU（ファインブルー バースト）、VYL（ヴィンテー ジイエロ ー）
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F-021

トップに高品位なソリッド•スプル ース、サイド＆バックに

マホガニー材を使用抱えやすいサイズのオリジナル•オーケストラ•

ボディに木材本来の音響性能を損なわない薄めの塗装を

施すことで嗚りの良さと落ち着いたルックスを獲得したモデル。

トップ：ソリッド ・ スプル ース

バック：マホガニー

サイド：マホガニー

フィンガ ーボー ド：エンジニアリングウッド

ネック：ナトー

ナット幅：43mm

チューニングペグ：ダイキャストブラック

スケール：632.5mm

ブリッジ：ローズウッド

フィニッシュ：マット

カラー： NAT, VS, CS, RBS, BLK 

付属ケース：BFG-2

価格：¥44,000（税抜¥40,000)

M-021

トップに高品位なソリッド ・ スプル ース、 サイド＆バック に

マホガニー材を使用。フルサイズのオリジナル ・ ドレッドノ ー ト ・

ボディ に木材本来の音響性能を損なわない薄めの塗装を

施すことで嗚りの良さと落ち着いたルック スを獲得したモデル。

トップ：ソリッド ・ スプル ース

バック：マホガニー

サイド：マホガニー

フィンガ ーボー ド：エンジニアリングウッド

ネック：ナトー

ナット幅：43mm

チューニングペグ：ダイキャストブラック

スケール：648mm

ブリッジ：ローズウッド

フィニッシュ：マット

カラー：NAT, VS, CS, BLK 

付属ケース：BMG-2

価格：¥44,000（税抜¥40,000)

lO％の消費税が含まれています。

F-011

スプル ース材とマホガニー材の組み合わせによる

オリジナル ・ オーケストラ ・ ボディ。

エントリーモデルながらモー リスならではの

モダンなデザインと嗚りの良さを追求したモデル。

トップ：スプル ース

バック：マホガニー

サイド：マホガニー

フィンガ ーボード：エンジニアリングウッド

ネック：ナトー

ナット幅：43mm
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チ ーニングペグ：ダイキャストクロ

ス ール：632.5mm

ブリッジ：ローズウッド

フィニッシュ：マット

カラー： NAT, HS 

付属ケース：BFG-2

価格： ¥33,000（税抜¥30,000)

M-011

スプル ース材とマホガニー材の組み合わせによる

オリジナル ・ ドレッドノ ー ト ・ ボディ。

エントリーモデル ながらモー リスならではの

モダンなデザインと嗚りの良さを追求したモデル。

トップ：スプル ース

バック：マホガニー

サイド：マホガニー

フィンガ ーボード：エンジニアリングウッド

ネック：ナトー

ナット幅：43mm

チューニングペグ：ダイキャストクローム

スケール：648mm

ブリッジ： ローズウッド

フィニッシュ：マット

カラー：NAT, HS 

付属ケース：BMG-2

価格：¥33,000（税抜¥30,000)
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F-022 F-020

研究を重ねたボディバランスと握りやすいネックで弾き易さを トップに高品位なスプルース単板、サイド＆バックには

追求したオリジナル•オーケストラ•ボディ。サイド＆バックの サペリ材を採用し、レスポンスの良いサウンドを実現。

ウォルナットの美しい木目とブ ライトなサウンドが特徴のモデル。 ネックの握りやすさとボディバランスが弾き易さを

様々なスタイルに対応出来るよう細部にまでこだわったモデル。 演出し、様々なジャンルに対応するモデル。

トップ：ソリッド ・ スプルース

バック：ウォルナット

サイド：ウォルナット

フィンガーボード：ウォルナット

ネック：ナトー

ナット幅：43mm

チュ ーニングペグ：ダイキャストクロ ーム

スケール：628mm

ブリッジ：ウォルナット

フィニッシュ：グロス

カラ ー：NAT, TS 

付属ケース：BFG-2

価格：¥47,300 （税抜¥43,000)

F-OlOLH

NAT 
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M-022 M-020 M-OlOLH

伝統的なボディスタイルを継承。サイド＆バックに

ウォルナットを採用し、豊かな音皇とブ ライトなサウンドが

特徴。様々な奏法に対応出来る品質にこだわった

木目の美しいオリジナル ・ ドレッドノ ート ・ ボディ。

トップ：ソリッド ・ スプルース

バック：ウォルナット

サイド：ウォルナット

フィンガーボード：ウォルナット

ネック：ナトー

ナット幅：43mm

チューニングペグ：ダイキャストクロ ーム

スケール：648mm

ブリッジ：ウォルナット

フィニッシュ：グロス

カラ ー：NAT, TS 

付属ケ ース：BMG-2

価格：¥47,300 （税抜¥43,000)

NAT 

トップ：ソリッド ・ スプルース

バック：サペリ

サイド：サペリ

フィンガーボード：ウォルナット

ネック：ナトー

ナット幅：43mm

チュ ーニングペグ：ダイキャストクロ ーム

スケール：628mm

ブリッジ：ウォルナット

フィニッシュ：グロス

カラ ー：NAT, TS, RBS, CS 

付属ケース：BFG-2

価格：¥38,500 （税抜¥35,000)

スプルースのトップにサペリのサイド＆バック、

弾きやすいサイズのオーケストラボディの

レフトハンド仕様。

トップ：スプルース

バック：サペリ

サイド：サペリ

フィンガーボード：ウォルナット

ネック：ナトー

ナット幅：43mm

チュ ーニングペグ：ダイキャストクローム

スケール：628mm

ブリッジ：ウォルナット

フィニッシュ：グロス

カラ ー：NAT, TS 

付属ケース：BFG-2

価格：¥38,500 （税抜¥35,000)
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高品位なソリッド ・ スプルースをトップに採用した

オリジナル ・ ドレッドノ ート ・ ボディ。サイド＆バックは

サペリ材を採用しレスポンスの良いサウンドが特徴で

どんなジャンルの音楽にも対応するスタンダードモデル。

トップ：ソリッド ・ スプルース

バック：サペリ

サイド：サペリ

フィンガーボード：ウォルナット

ネック：ナトー

ナット幅：43mm

チュ ーニングペグ：ダイキャストクロ ーム

スケール：648mm

ブリッジ：ウォルナット

フィニッシュ：グロス

カラ ー：NAT, TS, CS 

付属ケース：BMG-2

価格：¥38,500 （税抜¥35,000)

スプルースのトップにサペリのサイド＆バック、

標準的なドレッドノ ートボディの

レフトハンド仕様モデル。

トップ：スプルース

バック：サペリ

サイド：サペリ

フィンガーボード：ウォルナット

ネック：ナトー

ナット幅：43mm

チューニングペグ：ダイキャストクローム

スケール：648mm

ブリッジ：ウォルナット

フィニッシュ：グロス

カラ ー ：NAT, TS 

付属ケース：BMG-2

価格：¥38,500 （税抜¥35,000)

NAT 

カラー表記：NAT（ナチュラル）•TS（タバコサンバースト）•CS（チェリーサンバースト）•RBS（レッドブラウンサンバースト）・
VS（ヴァイオリンサンバースト）•HS（ハニーサンバースト）•BLK（ブラック）
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