






























本体価格（ケース、ケースカバー付）

種類 品名 品番 システム 材質（頭部管 / 主管・足部管 / キイ）・仕上げ 価格（税抜）
C 足部管 H 足部管

ハンドメイド
ゴールド　
フルート

イデアル
管体14金製

YFL-917A カバードキイ、Ｅメカニズム付 14金製/14金製（管体）/銀製 ¥2,900,000 ¥3,080,000
YFL-977A オフセットリングキイ、Ｅメカニズム付 14金製/14金製（管体）/銀製 ¥2,940,000 ¥3,120,000
YFL-987A インラインリングキイ 14金製/14金製（管体）/銀製 ¥2,900,000 ¥3,080,000
YFL-997A インラインリングキイ、Ｅメカニズム付 14金製/14金製（管体）/銀製 ¥2,970,000 ¥3,150,000

イデアル
管体･座・
ポスト14金製

YFL-917B カバードキイ、Ｅメカニズム付 14金製/14金製（管体～ポスト）/銀製 ¥3,460,000 ¥3,680,000
YFL-977B オフセットリングキイ、Ｅメカニズム付 14金製/14金製（管体～ポスト）/銀製 ¥3,500,000 ¥3,720,000
YFL-987B インラインリングキイ 14金製/14金製（管体～ポスト）/銀製 ¥3,460,000 ¥3,680,000
YFL-997B インラインリングキイ、Ｅメカニズム付 14金製/14金製（管体～ポスト）/銀製 ¥3,530,000 ¥3,750,000

イデアル
14金製

YFL-917C カバードキイ、Ｅメカニズム付 14金製/14金製/14金製 ¥5,590,000 ¥5,890,000
YFL-977C オフセットリングキイ、Ｅメカニズム付 14金製/14金製/14金製 ¥5,690,000 ¥5,990,000
YFL-987C インラインリングキイ 14金製/14金製/14金製 ¥5,590,000 ¥5,890,000
YFL-997C インラインリングキイ、Ｅメカニズム付 14金製/14金製/14金製 ¥5,720,000 ¥6,020,000

イデアル
管体9金製

YFL-917A-9K カバードキイ、Ｅメカニズム付 9金製/9金製（管体）/銀製 ¥2,140,000 ¥2,280,000
YFL-977A-9K オフセットリングキイ、Ｅメカニズム付 9金製/9金製（管体）/銀製 ¥2,180,000 ¥2,320,000
YFL-987A-9K インラインリングキイ 9金製/9金製（管体）/銀製 ¥2,140,000 ¥2,280,000
YFL-997A-9K インラインリングキイ、Ｅメカニズム付 9金製/9金製（管体）/銀製 ¥2,210,000 ¥2,350,000

ハンドメイド
シルバー　
フルート

イデアル
銀製

YFL-817 カバードキイ、Ｅメカニズム付 銀製/銀製/銀製 ¥880,000 ¥960,000
YFL-877 オフセットリングキイ、Ｅメカニズム付 銀製/銀製/銀製 ¥920,000 ¥1,000,000
YFL-887 インラインリングキイ 銀製/銀製/銀製 ¥880,000 ¥960,000
YFL-897 インラインリングキイ、Ｅメカニズム付 銀製/銀製/銀製 ¥950,000 ¥1,030,000

ハンドメイド
コンセプトモデル　
フルート

メルヴェイユ
14金製

YFL-984A MV インラインリングキイ 14金製/14金製（管体）/銀製 ¥2,850,000 ¥3,030,000
YFL-984B MV インラインリングキイ 14金製/14金製（管体～ポスト）/銀製 ¥3,410,000 ¥3,630,000
YFL-984C MV インラインリングキイ 14金製/14金製/14金製 時価 時価

メルヴェイユ
銀製

YFL-874MV オフセットリングキイ、Eメカニズム付 銀製/銀製/銀製 ￥1,000,000 ￥1,100,000
YFL-884 MV インラインリングキイ 銀製/銀製/銀製 ¥960,000 ¥1,060,000
YFL-894 MV インラインリングキイ、Eメカニズム付 銀製/銀製/銀製 ¥1,030,000 ¥1,130,000

ビジュー
14金製

YFL-984A BJ インラインリングキイ 14金製/14金製（管体）/銀製 ¥2,750,000 ¥2,930,000
YFL-984B BJ インラインリングキイ 14金製/14金製（管体～ポスト）/銀製 ¥3,210,000 ¥3,430,000
YFL-984C BJ インラインリングキイ 14金製/14金製/14金製 時価 時価

ビジュー
銀製

YFL-884 BJ インラインリングキイ 銀製/銀製/銀製・銀メッキ ¥960,000 ¥1,060,000
YFL-894 BJ インラインリングキイ、Eメカニズム付 銀製/銀製/銀製・銀メッキ ¥1,000,000 ¥1,100,000

ハンドメイド木製　
フルート 木製

YFL-814W カバードキイ、Eメカニズム付 グラナディラ/グラナディラ/銀製 ¥1,100,000 ¥1,200,000
YFL-874W オフセットリングキイ、Eメカニズム付 グラナディラ/グラナディラ/銀製 ¥1,100,000 ¥1,200,000
YFL-894W インラインリングキイ、Eメカニズム付 グラナディラ/グラナディラ/銀製 ¥1,100,000 ¥1,200,000

プロフェッショナル　
フルート

フィネス
700シリーズ

YFL-717 カバードキイ、Eメカニズム付 銀製/銀製/銀製・銀メッキ ¥515,000 ¥575,000
YFL-777 オフセットリングキイ、Eメカニズム付 銀製/銀製/銀製・銀メッキ ¥555,000 ¥615,000
YFL-787 インラインリングキイ 銀製/銀製/銀製・銀メッキ ¥515,000 ¥575,000
YFL-797 インラインリングキイ・Eメカニズム付 銀製/銀製/銀製・銀メッキ ￥575,000 ￥635,000

フィネス
600シリーズ

YFL-617 カバードキイ、Eメカニズム付 銀製/銀製/洋銀・銀メッキ ¥355,000 ¥405,000
YFL-677 オフセットリングキイ、Eメカニズム付 銀製/銀製/洋銀・銀メッキ ¥380,000 ¥430,000
YFL-687 インラインリングキイ 銀製/銀製/洋銀・銀メッキ ¥355,000 ¥405,000
YFL-697 インラインリングキイ・Eメカニズム付 銀製/銀製/洋銀・銀メッキ ￥405,000 ￥455,000

フィネス
500シリーズ

YFL-517 カバードキイ、Eメカニズム付 銀製/白銅/洋銀・銀メッキ ¥240,000 ¥280,000
YFL-577 オフセットリングキイ、Eメカニズム付 銀製/白銅/洋銀・銀メッキ ¥265,000 ¥305,000
YFL-587 インラインリングキイ 銀製/白銅/洋銀・銀メッキ ¥240,000 ¥280,000
YFL-597 インラインリングキイ・Eメカニズム付 銀製/白銅/洋銀・銀メッキ ￥280,000 ￥320,000

スタンダード　
フルート

400シリーズ YFL-412 カバードキイ・Eメカニズム付 銀製/銀製/洋銀・銀メッキ ¥185,000

300シリーズ
YFL-312 カバードキイ・Eメカニズム付 銀製/白銅/洋銀・銀メッキ ¥135,000
YFL-372 オフセットリングキイ・Eメカニズム付 銀製/白銅/洋銀・銀メッキ ¥143,000
YFL-382 インラインリングキイ 銀製/白銅/洋銀・銀メッキ ¥135,000

200シリーズ
YFL-212 カバードキイ・Eメカニズム付 白銅/白銅/洋銀・銀メッキ ¥82,000
YFL-212LRS カバードキイ・Eメカニズム付 白銅/白銅/洋銀・銀メッキ ¥88,000
YFL-212U カバードキイ・Eメカニズム付 白銅/白銅/洋銀・銀メッキ ¥102,000

リコーダー・ファイフ YRF-21 ¥1,100

フルートカタログ 価格一覧

● 記載価格はメーカー希望小売価格で税抜金額を表示しています。

種類 品番 材質・仕上げ 価格（税抜）管体 キイ

アルトフルート
YFL-A421 ゴールドブラス/クリアラッカー仕上げ、リッププレート銀製 洋銀・銀メッキ ¥500,000
YFL-A421U ゴールドブラス/クリアラッカー仕上げ、リッププレート銀製 洋銀・銀メッキ ¥525,000

バスフルート YFL-B441 ゴールドブラス/クリアラッカー仕上げ、リッププレート銀製 洋銀・銀メッキ ¥750,000



本体価格（ケース付）

種類 品名 品番 システム 材質・仕上げ 価格（税抜）頭部管 主管 材料選別 キイ

ピッコロ

ハンドメイド
YPC-91

Eメカニズム付

グラナディラ グラナディラ 音響選別材 銀製・銀メッキ ¥650,000
YPC-92 銀製・銀メッキ グラナディラ 音響選別材 銀製・銀メッキ ¥680,000

ハンドクラフト
YPC-87 グラナディラ グラナディラ 選別材 銀製・銀メッキ ¥455,000
YPC-81 グラナディラ グラナディラ 選別材 洋銀・銀メッキ ¥255,000
YPC-82 銀製・銀メッキ グラナディラ 選別材 洋銀・銀メッキ ¥265,000

プロフェッショナル
YPC-62R グラナディラ グラナディラ 頭部管のみ選別材 洋銀・銀メッキ ¥190,000
YPC-62 グラナディラ グラナディラ ̶ 洋銀・銀メッキ ¥165,000

スタンダード YPC-32 白銅・銀メッキ ABS製 ̶ 洋銀・銀メッキ ¥98,000

お手入れ用品  P.25 掲載

品名 価格（税抜）

フルート用パッチ
リッププレート用 ￥590
リングキイ用 ￥350

サポートクッション ￥630

ポリシングガーゼ
S ￥500
L ￥720

ポリシングクロス

S ¥390
M ¥490
L ¥810
LL ¥1,390

ポリシングクロスDX
M ¥690
L ¥950

シルバークロス
M ￥940
L ￥1,380

ピッコロインナークロス ￥770
フルートインナークロス ￥1,050
フルートインナークロスロングタイプ ￥1,980
クリーニングペーパー ￥420
パウダーペーパー ￥530
トーンホールクリーナー ￥430
メタルポリッシュ ¥770
シルバーポリッシュ ￥840
キイオイル ライト：フルート/ピッコロ用 ￥940
ボアオイル 木製フルート/ピッコロ用 ￥610
ピッコロ用金属製クリーニングロッド ￥400
フルート用木製クリーニングロッド ￥1,100
フルート用クリーニングロッド ￥400
フルート用クリーニングロッド ロングタイプ ￥3,850
シルバープロテクター ¥1,100

お手入れセット 
（フルート・ピッコロ用）

キイオイル（ライト）
ポリシングクロス（S）
シルバークロス（M）
ポリシングガーゼ（L） 1枚入
クリーニングペーパー
パウダーペーパー
トーンホールクリーナー
ウォーターシート
収納袋

￥3,630

ハンドメイドフルート　オプション  P.22-23 掲載

項目 加算価格（税抜）

メカニカル　
オプション　

C#トリルキイ ¥80,000
G/Aトリルキイ ¥110,000
G#オープン ¥25,000

Eメカニズム
イデアル・メルヴェイユ ￥70,000
ビジュー ¥40,000

クラッチ式アンダーキイタイプEメカニズム ¥30,000
C#ローラー・D#ローラー 各 ¥20,000

項目 加算価格（税抜）

特注彫刻

ヘッドキャップ ¥30,000
胴輪 ¥50,000
リッププレート ¥60,000

キイ
C足部管 ¥170,000
H足部管 ¥180,000

項目 適用モデル 加算価格（税抜）

金メッキ
シルバーフルートモデル ¥250,000
ゴールドフルートAタイプ、Bタイプ ¥200,000

銀メッキ シルバーフルートモデル ￥10,000

項目 適用モデル 加算価格（税抜）

管体肉厚

シルバー
フルートモデル

ライト0.35mm なし
ヘビー0.43mm ¥20,000

14金ゴールド
フルートモデル

ヘビー0.35mm　14金C足部管モデル ¥150,000
ヘビー0.35mm　14金H足部管モデル ¥200,000

材質 加算価格（税抜）

銀製ヘッドキャップ ¥12,000
14金製ヘッドキャップ ¥120,000

金製リッププレート、ライザー
14金リッププレート、ライザー ¥220,000
14金リッププレート ¥140,000
14金ライザー ¥80,000

ピッコロ　オプション  P.21 掲載

対応品番 加算価格（税抜）

波形唄口 YPC-91 ¥52,000
G#メカニズム YPC-91/92 ¥57,000

頭部管  P.23 掲載

材質 価格（税抜）

金製
9金製 ¥500,000（TypeA は肉厚のため 20% 増）
14金製 ¥700,000（TypeA は肉厚のため 20% 増）
18金製 ¥850,000（TypeA は肉厚のため 20% 増）

銀製 ¥110,000
木製 グラナディラ製 ¥120,000

● 記載価格はメーカー希望小売価格で税抜金額を表示しています。

※YPC-87のみケースカバーが付属します。
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