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品 名 品 番 規 格 ・ 仕 様 税込価格（税抜価格）

※ ヤマハ クラリネット YCL-255 Ｂ♭ 管体＝ ABS 樹脂 キイ＝洋白鍛造ニッケルメッキ、可動式指掛け 104,500    （95,000）
※ ヤマハ クラリネット YCL-450 Ｂ♭ 管体＝グラナディラ キイ＝洋白鍛造銀メッキ、可動式指掛け 170,500（155,000）
※ ヤマハ クラリネット YCL-450M Ｂ♭ 管体＝グラナディラ（上管内面：ABS 樹脂インサート成型） キイ＝洋白鍛造銀メッキ、可動式指掛け 181,500（165,000）
※ ヤマハ クラリネット YCL-650 Ｂ♭ 管体＝グラナディラ キイ＝洋白鍛造銀メッキ、可動式指掛け 236,500（215,000）

ヤマハ  カスタムクラリネット  CX YCL-851Ⅱ Ｂ♭ 管体＝選別グラナディラ キイ＝洋白鍛造銀メッキ 297,000（270,000）
ヤマハ  カスタムクラリネット  SE YCL-853 Ⅱ Ｂ♭ 管体＝選別グラナディラ キイ＝洋白鍛造銀メッキ             352,000（320,000）
ヤマハ  カスタムクラリネット  CS-V YCL-852 ⅡⅤ Ｂ♭ 管体＝選別グラナディラ キイ＝洋白鍛造銀メッキ             407,000（370,000）
ヤマハ  カスタムクラリネット  SE-V YCL-853 ⅡⅤ Ｂ♭ 管体＝選別グラナディラ キイ＝洋白鍛造銀メッキ、ジョイントリング付き             407,000（370,000）
ヤマハ  カスタムクラリネット　CSV マスター YCL-CSVmaster Ｂ♭ 管体＝厳選グラナディラ キイ＝洋白鍛造銀メッキ 478,500（435,000）
ヤマハ  カスタムクラリネット　CSV マスター YCL-CSVmaster A A 管体＝厳選グラナディラ キイ＝洋白鍛造銀メッキ 544,500（495,000）
ヤマハ  カスタムクラリネット　SEV マスター YCL-SEVmaster Ｂ♭ 管体＝厳選グラナディラ キイ＝洋白鍛造銀メッキ、ジョイントリング付き             478,500（435,000）
ヤマハ  カスタムクラリネット　SEV マスター YCL-SEVmaster A A 管体＝厳選グラナディラ キイ＝洋白鍛造銀メッキ、ジョイントリング付き             544,500（495,000）
ヤマハ  カスタムクラリネット  CSVR YCL-CSVR Ｂ♭ 管体＝選別グラナディラ キイ洋白鍛造厚銀メッキ、可動式指掛け 539,000（490,000）
ヤマハ  カスタムクラリネット  CSVR YCL-CSVRA A 管体＝選別グラナディラ キイ洋白鍛造厚銀メッキ、可動式指掛け 605,000（550,000）
ヤマハ Ｅ♭クラリネット YCL-681Ⅱ E ♭ 管体＝グラナディラ キイ＝洋白銀メッキ 396,000（360,000）
ヤマハ アルトクラリネット YCL-631Ⅱ E ♭ 管体＝グラナディラ キイ＝洋白銀メッキ 660,000（600,000）
ヤマハ バスクラリネット YCL-221Ⅱ Ｂ♭ 管体＝ ABS 樹脂 キイ＝洋白ニッケルメッキ 363,000（330,000）
ヤマハ バスクラリネット YCL-621Ⅱ Ｂ♭ 管体＝グラナディラ キイ＝洋白銀メッキ 803,000（730,000）
ヤマハ バスクラリネット YCL-622 Ⅱ Ｂ♭ 管体＝グラナディラ　キイ＝洋白銀メッキ　Low D・C#・C キイ・Low D レバー 1,045,000（950,000）

品 名 品 番 規 格 ・ 仕 様 税込価格（税抜価格）

※ ヤマハ オーボエ YOB-431 C 管体＝グラナディラ キイ＝洋白銀メッキ、セミオートマチック 484,000（440,000）
ヤマハ オーボエ YOB-432 C 管体＝グラナディラ キイ＝洋白銀メッキ、フルオートマチック 528,000（480,000）

※ ヤマハ オーボエ YOB-431M C 管体＝グラナディラ（上管内面：ABS 樹脂インサート成型） キイ＝洋白銀メッキ、セミオートマチック 495,000（450,000）
ヤマハ オーボエ YOB-432M C 管体＝グラナディラ（上管内面：ABS 樹脂インサート成型） キイ＝洋白銀メッキ、フルオートマチック 539,000（490,000）
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YCL-255
価格：¥104,500

（税抜 ¥95,000）

■調子：B ♭

■システム：
17 キイ、6 リング・ベー
ム式、ストラップリン
グ付き、可動式指掛け
■管体：ABS 樹脂
■キイ：
洋白鍛造ニッケルメッ
キ／芯金・ネジ類／ス
テンレススチール／針
バネ・板バネ／ステン
レススチール／付属マ
ウスピース／ 4C

YCL-450
価格：¥170,500

（税抜 ¥155,000）

■管体：グラナディラ

YCL-450M
価格：¥181,500

（税抜 ¥165,000）

■管体：
グラナディラ（上管内
面：ABS 樹脂インサー
ト成型）
■調子：B ♭

■システム：
17 キイ、6 リング・ベー
ム式、ストラップリン
グ付き、可動式指掛け
■キイ：
洋白鍛造銀メッキ／芯
金・ネジ類／ステンレ
ススチール／針バネ・
板バネ／硬質鋼／付属
マウスピース／ 4C

YCL-650
価格：¥236,500

（税抜 ¥215,000）

■調子：B ♭

■システム：
17 キイ、6 リング・ベー
ム式、可動式指掛け
■管体：グラナディラ
■キイ：
洋白鍛造銀メッキ／芯
金・ネジ類／ステンレ
ススチール／針バネ・
板バネ／硬質鋼／付属
マウスピース／ 4C

YOB-431
価格：¥484,000

（税抜 ¥440,000）

■管体：グラナディラ

YOB-431M
価格：¥495,000

（税抜 ¥450,000）

■管体：
グラナディラ（上管内
面：ABS 樹脂インサー
ト成型）
■システム：
ヨーロピアンタイプ／コ
ンセルヴァトワール式／
セミオートマティック／
カバードキイ

クラリネット クラリネット クラリネット オーボエ
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