
♬オススメモデルの紹介

橋本眞介 先生

クラリネット

Clarinet
橋本先生 選定品

応援特価+選定料 ￥226,000(税抜)

暖かく丸みのある音色。ヤマハならでは
の音程の良さと抜けの均質さが魅力。

CSの基本設計でありながらトーンホールを
分割埋め込み式にすることにより、コストパ
フォーマンスを実現。

応援特価￥168,000(税抜)
●ヤマハ YCL-650 素直な吹奏感ながら適度な抵抗感が

あり、初心者から中級者まで満足の
一本。
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キイオイルミディアム　コルクグリススティック　ポリシングクロスＳ　ウォーターシート(1枚入)　パウダーペーパー
クリーニングペーパー　トーンホールクリーナー(3本入)　クリーニングスワブＭ　収納袋

ヤマハ お手入れセット
クラリネット

毎日使うよ！

楽器修理屋さんからひとこと

管内の水分はもちろんですがトーンホールにたまった水分も良く取り除きましょう。クラリネット
の中にたまった水分はタンポを痛めるだけでなく、木製の管体が水分を含みすぎると割れの原因
にもなります。割れは修理をすれば見た目もきれいに直りますし、音程や音色への影響もほとん
ど気にならないと思いますが、修理には時間がかかってしまいます。

●ヤマハ YCL-853Ⅱ（SE）
応援特価+選定料 ￥266,000(税抜)

アーティスト選定品
クラリネット吹きなら、
一度は手にしたい一本
です。

●ヤマハ YCL-851Ⅱ（CX）

いしい こうめい先生

いしい先生 選定品

応援特価+選定料 ￥396,000(税抜)
●クランポン R13

ジャンル　　　　　　 メーカー・商品名
クリーニングペーパー　ヤマハ

　　　　　　　　　　ギャラックス

クリーニングスワブ　    ヤマハ(Ｍ)

　　　　　　　　　  ケルブル

ガーゼ　　 　　　　 ヤマハ ポリシングガーゼ(Ｓ)　

クラリネット お手入れ用品
税抜定価

¥420

¥300

¥720

¥1,400

¥500

ジャンル　 メーカー・商品名
コルク　ヤマハ
グリス　トロンバ

クロス　ヤマハ　ポリシングクロス(S)

　　　　ヤマハ　ポリシングクロス(M)

　　　　トレシー ハイソフト(M)

　　　　トレシー ハイソフト(L)

税抜定価

¥550

¥800

¥390

¥490

¥800

¥1,800

応援特価で販売します

セット価格 ￥3,630（税抜） 

B♭クラリネット

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）

ビュッフェ
クランポン

YCL-450  ¥155,000 
YCL-650  ¥215,000 
YCL-851Ⅱ（CX）  ¥270,000 
YCL-852Ⅱ（CS）   ¥320,000 
YCL-853Ⅱ（SE）  ¥320,000 
YCL-852ⅡV（CSV）   ¥370,000 
YCL-853ⅡV（SEV）   ¥370,000 
CSVmaster ¥435,000 
SEVmaster  ¥435,000 

¥124,000
¥172,000
¥216,000
¥256,000
¥256,000
¥296,000
¥296,000
¥348,000
¥348,000

E‐12F                          ¥195,000
E-13                           ¥325,000
C-13                           ¥405,000
R-13                           ¥470,000
RC                              ¥518,000
Festival                      ¥795,000

¥156,000
¥260,000
¥324,000
¥386,000
¥414,000
¥636,000

ビュッフェ
クランポン

Prestige(lowE♭) ￥1,280,000
Prestige(lowC) 　　　¥1,660,000
TOSCA 　　　　　　　 ¥1,900,000

￥1,024,000
￥1,328,000
￥1,520,000

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YCL-221Ⅱ ￥330,000
YCL-621Ⅱ ￥730,000
YCL-622Ⅱ(特別生産) ￥950,000

￥264,000
￥584,000
￥760,000

バスクラリネット

E♭クラリネット

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YCL-681Ⅱ ¥360,000
YCL-881  ¥450,000

ビュッフェ
クランポン

E-11 ¥355,000
RC  ¥760,000
Prestige  ￥1,000,000

¥284,000
¥608,000
¥800,000

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）

¥288,000
¥360,000
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ジャンル メーカー・商品名
マウス ヤマハ　４Ｃ
ピース バンドーレン ５ＲＶ ５RVL B40  B40L 等
リガチャー ヤマハ　 銀メッキ
 ハリソン　銀メッキ
 ハリソン　金メッキ
 ハリソン　ピンクゴールドメッキ
 ハリソン　フォルテ　金メッキ
 ボナード　ニッケルメッキ（正締・逆締）
 ボナード　金メッキ（正締・逆締）
 ボナード　ピンクゴールドメッキ（正締・逆締）
 バンドーレン M/Oリガチャー ブラック/ピューター
 バンドーレン M/Oリガチャー 銀メッキ

　　　　　　 

バンドーレン M/Oリガチャー 金メッキ

　　　　　　 

ウッドストーン　金メッキ
 ヤマハ　プラスチック
 ヤマハ　銀メッキ
　　　　 ギャラックス
 ロンディーノ

税抜定価

¥3,500

¥11,800

¥3,000

¥7,300

¥8,500

¥14,000

¥9,800

¥4,200

¥8,000

¥8,900

¥5,700

¥6,900

¥10,900

¥17,500

¥320

¥2,100

¥500

¥800

B♭クラリネット 小物
ジャンル メーカー・商品名
リード バンドーレン　各種
 ダダリオ(リコ)　各種
 レジェール　シグネチャー
 レジェール　ヨーロピアンシグネチャー
リードケース ヤマハ　プラスチック（12枚用）
 ギャラックス(6枚用)※木製、パールカラーあり
 ヴィヴァーチェ(５枚用)
スタンド ハーキュレス(ベル収納型）
 Ｋ＆Ｍ (4本足)
 Ｋ＆Ｍ (5本足・ベル収納型)
ケース・ Ｃ.C.シャイニーケース　各色
ケースカバー Ｃ.C.シャイニーケース　ミニ　各色
 クランポン　コンパクトケース(ナイロン)　
 クランポン　コンパクトケース(エナメル)
 ギャラックス　ケースカバー(８ＣＬ)
サポート ヤマハ　マウスピースパッチ（各サイズ）
グッズ　 ノナカ　マウスピースクッション（各サイズ）　
 ヤマハ　サムレストクッション(各サイズ)
 プリマ　モイスレガート
 インターセプトテクノロジー　変色防止布

税抜定価

￥3,000～

￥2,500～

¥4,000

¥4,500

¥2,400

¥2,600～

¥2,400

¥3,300

¥3,000

¥3,300

¥19,000

¥22,000

¥13,000

¥16,000

¥6,800

¥550

¥500

¥650

￥1,300～

￥1,300

マウス
ピース
キャップ

応援特価で販売します

推奨
マウスピース
セット

マウスピース/バンドーレン 5RVライヤー
キャップ/ギャラックス
リガチャー/ハリソン 金メッキ
マウスピースパッチ ￥21,350(税抜)

先生があなたのため
に楽器を選ぶ選定会
を実施！
詳しくは裏表紙を
ご覧ください。

CHECK!!
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