






















本体価格（ケース、ケースカバー付）

種類 グレード 品番 価格（税抜） ページ

B♭クラリネット

カスタム

YCL-SE ArtistModel ¥800,000 4
YCL-CSG Ⅲ ¥630,000 5
YCL-SEVmaster ¥435,000 6
YCL-CSVmaster ¥435,000 7
YCL-853 Ⅱ V ¥370,000 8
YCL-852 Ⅱ V ¥370,000 9
YCL-853 Ⅱ ¥320,000 8
YCL-852 Ⅱ ¥320,000 9
YCL-851 Ⅱ ¥270,000 10

プロフェッショナル YCL-650 ¥215,000 10

スタンダード
YCL-450M ¥165,000 －
YCL-450 ¥155,000 11
YCL-255 ¥95,000 11

Aクラリネット カスタム

YCL-SE ArtistModel A ¥870,000 4
YCL-CSG Ⅲ A ¥690,000 5
YCL-SEVmasterA ¥495,000 6
YCL-CSVmasterA ¥495,000 7
YCL-843 Ⅱ V ¥415,000 8
YCL-842 Ⅱ V ¥415,000 9

ドイツクラリネット※ エーラー

YCL-857 Ⅱ ¥650,000 14
YCL-847 Ⅱ ¥700,000 14
YCL-657 ¥340,000 14
YCL-647 ¥370,000 14

E♭クラリネット
カスタム YCL-881 ¥450,000 12
プロフェッショナル YCL-681 Ⅱ ¥360,000 12

アルトクラリネット プロフェッショナル YCL-631 Ⅱ ¥600,000 12

バスクラリネット
プロフェッショナル

YCL-621 Ⅱ ¥730,000 13
YCL-622 Ⅱ ¥950,000 13

スタンダード YCL-221 Ⅱ ¥330,000 13

オプション  　P.15 掲載
（SE ArtistModel、CSGIII を除くB♭管、A 管のカスタムモデルに適用）

品名 加算金額（税抜）

E♭レバー ¥25,000
可動式指掛け ¥7,000

クラリネットカタログ 価格一覧

マウスピース  P.16 掲載

シリーズ 対応機種 品番 価格（税抜）

カスタムシリーズ B♭、Aクラリネット
４CM ¥9,500
５CM ¥9,500
６CM ¥9,500

スタンダードシリーズ

E♭クラリネット ４C ¥3,500
B♭、Aクラリネット ４C ¥3,500
アルトクラリネット ４C ¥6,000
バスクラリネット ４C ¥7,000

● 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。

※特別生産のため、納品までにお時間をいただきます。

※特別生産のため、納品までに4～5ヶ月をいただきます。



お手入れ用品  P.17 掲載

品名 価格（税抜）

キイオイル
ミディアム ￥940
ヘヴィー ￥940

ボアオイル　 ￥610
オイル用ノズル キイオイル用 ￥270

メタルクロス
M ￥940
L ￥1,380
スリム ￥720

シルバークロス
M ￥940
L ￥1,380
スリム ￥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

クリーニングスワブ
S ￥640
M ￥720
L ￥940

シルバーポリッシュ ￥840
メタルポリッシュ ￥770
シルバープロテクター ￥1,100
マウスピースクリーナー ￥950
コルクグリス ￥550
コルクグリススティック ￥550
コルクグリスジェル ￥650

サムレストクッションS

ブラック ￥650
ライトブルー ￥650
ライトピンク ￥650
グリーン ￥650
オレンジ ￥650

サムレストクッションM ブラック ￥650
サムレストクッションL ブラック ￥650
サポートクッション ￥630

品名 価格（税抜）

マウスピースパッチ

S（0.1mm) ￥830
S（0.2mm) ￥830
M（0.1mm) ￥830
M（0.2mm) ￥830
M（0.3mm) ￥830
M（0.5mm) ￥830
M（ソフト0.5mm） ￥830
M（ソフト0.8mm） ￥830

トーンホールクリーナー　　 ￥430
クリーニングペーパー ￥420
パウダーペーパー ￥530

ポリシングガーゼ
S ￥500
L ￥720

ウォーターシート ￥660

消臭剤　デオドラント
S ￥590
M ￥830

リードトリムペーパー ￥600

リードケースプラスティック製
（B♭・E♭クラリネット用）

ダークブルー ￥2,400
ピンク ￥2,400
ホワイト ￥2,400

お手入れセットクラリネット用
（E♭・B♭・アルト兼用）

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)
クリーニングスワブ（M）
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

● 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。
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