


華やかな音の世界へ、
その幕が上がる。

音楽を愛する人、そのすべての期待に応え、華やかな音の世界に誘う。

そんなホルンこそ、私たちヤマハの理想です。

飽くなき探 究心で 積み重ねた技術力が、

一本 一本のホルンに卓越した性能と安定した品質をもたらしました。

息を吹き込んだ瞬間から感じられる類まれな吹奏感。

身体に心地良い確かな響きが伝わり、操作に気を取られることなく、

ppからf fまで気品のある音色が空気を震わせる。

それはヤマハが贈る奏者が夢見た世界。

さあ、ホルンに魅せられたすべての人たちの幕がいま上がります。





ベル太さ 19701965 1975 19851980 2000 20101990 1995 2005 2015

YHR-869YHR-864

YHR-666/766

YHR-862 YHR-88/88II YHR-868

YHR-668

MLサイズ
（中太ベル）

MSサイズ
（細ベル）

LLサイズ
（太ベル）

YHR-867KRDYHR-85V

YHR-665/765

YHR-567

YHR-861 YHR-867

YHR-667 YHR-671

YHR-871YHR-87

YHR-863

Mサイズ
（中ベル）

YHR-866

YHR-868

YHR-661 YHR-662/663 YHR-664/764

音への強い矜持。音への熱き情熱。
ホルンに挑み続けてきたヤマハフルダブルホルンの歩み。
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ヨーロッパで主流の明るく力強い音色を持つYHR-864
発売。YHR-861等と同様にハンドワークにこだわった
モデル。後に発売されるトリプル・デスカントホルンシ
リーズにつながる。

1984年 ヤマハ初の細ベルカスタムホルン
YHR-864発売

ヤマハ（当時日本楽器製造）
と日本管楽器（ニッカン）とが
合併して最初のフルダブル
ホルンを開発。それまで長年
管楽器を生産してきたニッカ
ンの製造技術と、ヤマハの
最新音響設計技術が融合。

1968年 ヤマハ初のフルダブルホルン
YHR-661発売

朝顔等の多くの部品で一枚取り、手曲げ、ハンド
ハンマリングなどハンドワークにこだわったカスタ
ムホルンが世界中で非常に高い評価を受ける。

1978年 初代カスタム
YHR-861、862、863発売
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History

ホルン作りは簡単ではありません。開発時、壁にぶつかった経験も1度や２度ではありませんでした。

そんな厳しい道を歩み始めてから、およそ50年。ヤマハは飽くなき挑戦を続け、今日も厳しくホルンの品質を追い求めています。

決して満足をしないこの姿勢こそ、ホルンの進化に必要なただひとつの条件。

そのスピリットを、ヤマハは大切にしていきます。ヤマハを支持していただいている多くの奏者の方のために。
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楽器の響きを最大限に志向したモデル。ベルは
薄肉タイプ、ロータリーバルブにはホローロー
ターやデュアルプレーンバルブを採用。その後
YHR-867KRDへと進化。

1992年 ラボシンフォニーシリーズ
YHR-85V発売

太ベルでありながら音色の変化を付け易い仕様の
YHR- 668・868を発売。868は668をベースに多くのこ
だわりを追加、反応を速くするのと共に、より表現力を
増やしたモデル。

2002年 YHR-668・868（第2世代）発売



突き抜けるような輝かしい響きを奏でるカスタムホルンを作りたい。それは、ヤマハが長い間追い求めてきたひとつの夢。

いま、その夢がついに現実になりました。フォルテッシモでも埋もれることのない、ブリリアントな音色を生み出すベル。

やや強めの抵抗感とバランスの良い音程を重視した、新設計リードパイプ。

さらに、バルブなどの設計も徹底的に見つめ直し、フラッグシップにふさわしい圧倒的な表現力を実現しています。

フォルテッシモからピアニッシモまで、あらゆるダイナミックレンジにおいて聴く者の胸に突き刺さる艶やかな響きを生み出す。

構想から10年以上の月日を要したヤマハカスタムホルンの頂点が、奏者を新たな表現の世界へと導きます。

力強いffから、繊細で柔らかなppまで。
色彩感溢れる響きを世界に届ける。
ヤマハカスタムホルン、ついに音の新境地へ。

F/B♭ フルダブルホルン

YHR-869D
¥1,045,000（税別価格 ¥950,000）

ベル＝イエローブラス、
サイズMS、デタッチャブル
ボアサイズ＝12.1mm
仕上げ＝クリアラッカー
F/B♭←→ B♭/F 切換え可
バルブシステム＝ 4ロータリー
ウォーターキイ付
付属マウスピース＝34C
付属ケース＝HRC- 869D（ドイツ製）
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ヤマハホルン初のバックパックタイプの軽量セミハード
ケースです。ベル収納部と本体収納部の仕切り板に
落下防止マグネットを採用。さらに、ミュート等を収納
する小物ケースも付属しています。



F/B♭ フルダブルホルン

YHR-869GD
¥1,067,000（税別価格 ¥970,000）

ベル＝ゴールドブラス、
サイズMS、デタッチャブル
ボアサイズ＝12.1mm
仕上げ＝クリアラッカー
F/B♭←→ B♭/F 切換え可
バルブシステム＝4ロータリー
ウォーターキイ付
付属マウスピース＝34C
付属ケース＝HRC- 869D（ドイツ製）

新設計リードパイプ
やや強めの抵抗感、バランスの良い音程、
さらにレガートのし易さを重視することで、
表現力が格段に向上しています。

可動式小指掛け
手のサイズに合わせて、最適な位置でホル
ンを持つことができます。自然な姿勢で保
持することで、演奏に100％集中できる環
境を作りだします。

引手環
B♭管第２抜差管にロング引手環を搭載。奏
者の利便性を向上させているため、演奏に
集中することができます。

B♭管抜差管
主管とF管の抜差管に、B♭管の抜差管を加
えることで、よりデリケートな音程の調整
ができるようになりました。

MSサイズベル（細ベル）
朝顔胴部にカギ継ぎ加工を施した一枚取
り工法を採用。均一な板厚により、フォル
テッシモでも埋もれることなく、突き抜ける
ような輝きのある音を生み出します。

高硬度洋白材
抜 差管の中管 、外管に高 硬 度洋白材を
使 用することにより、音の減衰を防止し、
より速いレスポンスをもたらします。

メカニカルアクション
高精度のベアリング機構により、スムーズ
なタッチと反応の良いレバーアクションを
実現。イエローブラス製のバルブケーシング
軸受部にフォスファーブロンズを使用した
二体式で、耐久性がアップしています。

マウスピース 34C
YHR-869の性能を最大限に引き出す新
設計のマウスピース 34Cを付属していま
す。これまでのマウスピースに比較してリ
ム幅が薄く柔軟性があり、高音域も演奏し
易くなりました。さらに、カップからスロー
ト径のデザインを微調整 。音量感のある
響き、優れた遠鳴りを実現します。
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＜背面＞

Full Double Horn



明瞭な音色と深みのある響きを合わせ持つ
正統派ガイヤータイプ。
ホルニストに評価の高かったYHR-861の伝統と性能を継承したモデル。

試行錯誤を重ね、徹底的に見直して辿り着いたのがYHR-871。

オリジナルガイヤータイプの巻き形状を意 識しながら、さまざまな部品や材質まで徹底的に品質を追求したヤマハの自信作です。

明るい音色、倍音の多い豊かな響き。その両方を合わせ持ちながら、低音域から高音域に至るまで音むらのない

均質な吹奏感をもたらします。さらに、可動式第４レバー、可動式小指掛け、B♭管第２抜差管にロング引手環を採用。

奏者がストレスなく思いのままにホルンを操れるよう、随所に工夫を施しているモデルです。

ゴールドブラス製のYHR-871GDはより深く豊かな音色を生みだします。

ローター
第 4ローターにホロー（中空）ローター
を採用し、レスポンスを向上。明るい
音色をもたらします。

バルブキャップ
彫刻入りの真鍮製バルブキャップは、
明るい音色を生み出すだけでなく、高
級感を演出します。

抜差管中管
主管 /F 管抜差管や第1～3抜差管な
どのすべての中管にゴールドブラスを採
用し、深みのある響き、輝かしい音色を
実現。

可動式小指掛け
手のサイズに合わせて最適な位置に調
節できます。

F/B♭ フルダブルホルン

YHR-871D
¥946,000（税別価格 ¥860,000）

ベル＝イエローブラス、
サイズM、デタッチャブル
ボアサイズ＝12.1mm
仕上げ＝クリアラッカー
F/B♭←→ B♭/F 切換え可
第 4 レバーアジャスタブル方式
ウォーターキイ付
付属マウスピース＝32C4
付属ケース＝ HRC-85VD
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Full Double Horn

＜背 面＞

F/B♭ フルダブルホルン

YHR-871GD
¥968,000（税別価格 ¥880,000）

ベル＝ゴールドブラス、
サイズM、デタッチャブル
ボアサイズ＝12.1mm
仕上げ＝クリアラッカー
F/B♭←→ B♭/F 切換え可
第 4 レバーアジャスタブル方式
ウォーターキイ付
付属マウスピース＝32C4
付属ケース＝ HRC-85VD



明瞭な音色と深みのある響きは
上位機種譲りながら、
軽やかな吹奏感で吹き易く性能的にも優れたモデル。
YHR- 871Dの基本設計をそのまま受け継いだモデルです。

クリアで明瞭な音。低音域から高音域までスムーズに移行できる吹奏感。

それは、プロフェッショナルの腕と心を満たすのに十分な性能と言えます。

可動式第４レバー、B♭管第２抜差管にロング引手環を採用するなど、奏者一人ひとりのための心配りも忘れません。

さらに、バルブケーシングやレバー機構を徹底的に見つめ直すことで、高い耐久性を備えることに成功。

ヤマハの技術と情熱が、すべての奏者に質の高い音をお届けします。

YHR-871D/671D 共通の特徴

F/B♭ フルダブルホルン

YHR-671D
¥715,000（税別価格 ¥650,000）

ベル＝イエローブラス、サイズM、デタッチャブル
ボアサイズ＝12 .0mm　仕上げ＝クリアラッカー
F/B♭←→ B♭/F 切換え可
第4レバーアジャスタブル方式
ウォーターキイ付
付属マウスピース＝32C4
付属ケース＝HRC-70

バルブキャップ
耐久性に優れたニッケルメッキ仕上げの
真鍮製バルブキャップを採用しています。

リードパイプ
ゴールドブラス材のリードパイプを採用、
また新規設計により全音域で均質的な吹
奏感とレスポンスを向上させています。

主管抜差管/F管抜差管
ラウンドタイプを採用することで、スムー
ズな吹奏感を実現しています。

ベル
太めのリムワイヤーを施すことで、芯のあ
る深い音色を実現。

引手環
B♭管第２抜差管にロング引手環を搭載する
ことで、奏者の利便性を向上させています。
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Full Double Horn

F/B♭ フルダブルホルン

YHR-671GD
¥737,000（税別価格 ¥670,000）

ベル＝ゴールドブラス、サイズM、デタッチャブル
ボアサイズ＝12 .0mm　仕上げ＝クリアラッカー
F/B♭←→ B♭/F 切換え可
第4レバーアジャスタブル方式
ウォーターキイ付
付属マウスピース＝32C4
付属ケース＝HRC-70



マウスピースに応じて使い分けができる
着脱式マウスピースレシーバー。写真は
アメリカンシャンク用。もちろん、ヨー
ロピアンシャンク用も付属。

ゴールドブラス＆洋白のコンビが実現した、
豊麗なサウンド、抜群のレスポンス。
太ベルホルンの新たな地平を切り拓いたカスタムホルン。
太ベルホルンならではの、深みある豊麗なサウンドと、

太ベルタイプの常識を変える、抜群のレスポンスと音色変化のつけやすさ。

YHR-868GDは、息の入口から出口までを徹底的にリファインし、太ベルホルンの新たな地平を切り拓くカスタムホルンです。

管体と抜差管には音の輪郭が際立つ洋白を、ベルにはウォームなトーンを生み出すゴールドブラスを採用したコンビネーション設計。

最適なテーパーが選べる、脱着式マウスピースレシーバー。さらにバルブセクションにも音抜けを徹底的に追求した新仕様を投入。

これら究極のこだわりが、太ベル本来のキャラクターを生かしながら、

オールラウンドな演奏性をも合わせ持つ新世代の太ベルホルンとして結実しました。

ホローバルブにヘビーキャップを組み合
わせることで、軽やかな吹奏感と音の
広がりを生み出します。彫刻が印象的
なレバーはデザイン性とともに演奏性を
向上させています。

管体 / 抜差管に洋白、ベルにゴールド
ブラスのコンビネーション設計。

F/B♭ フルダブルホルン

YHR-868GD
¥935,000（税別価格 ¥850,000）

ベル＝ゴールドブラス、
サイズLL、デタッチャブル
管体および抜差管＝洋白
ボアサイズ＝12 .0mm（主管抜差・
F管抜差のみ11.9mm）
仕上げ＝クリアラッカー
F/B♭←→ B♭/F 切換え可
第 4 レバーアジャスタブル方式
ウォーターキイ付
付属マウスピース＝33C4
付属ケース＝ HRC-85VD

Full Double Horn

10



F/B♭ フルダブルホルン

YHR-668ND
¥737,000（税別価格 ¥670,000）

ベル＝洋白、サイズLL、デタッチャブル
ボアサイズ＝12.0mm（主管抜差・F管抜差のみ11.9mm）
仕上げ＝クリアラッカー
F/ B♭←→ B♭/F 切換え可
第 4 レバーアジャスタブル方式
ウォーターキイ付
付属マウスピース＝30D4
付属ケース＝HRC-70

F/B♭ フルダブルホルン

YHR-668D
¥693,000（税別価格 ¥630,000）

ベル＝イエローブラス、サイズLL、デタッチャブル
ボアサイズ＝12.0mm（主管抜差・F管抜差のみ11.9mm）
仕上げ＝クリアラッカー
F/B♭←→ B♭/F 切換え可
第 4レバーアジャスタブル方式
ウォーターキイ付
付属マウスピース＝30D4
付属ケース＝HRC-70    

エクストララージベルのリッチな響きを、
かつてない吹きやすさで実現。
深みのあるオーケストラサウンドを生み出す、
ヤマハ太ベルホルンの自信作。
新設計のリードパイプを採用し、管体に最適なテーパー（管の広がり方）を設定。

様々なシーンで多くのホルン奏者が求める、より豊かで力強い中低音域の響きを実現しました。

さらに、理想的な空気抵抗を求め、ボアサイズや管の曲げ形状を徹底的にリファイン。

ベル先端部の厚さもやや薄めに設計し、息を入れたその瞬間から管体が俊敏に反応。

難易度の高いピアニシモでの発音を容易にしたほか、スケールの大きさが求められるフォルティッシモの場面でも力強い響きを生み出します。

洋白製のYHR-668NDもラインナップ、YHR-668Dに比べて明瞭な音色で音の反応が早いのが特徴です。

Full Double Horn
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Full Double
Horn

ゴールドブラスの落ち着いた響き。
確実な操作感とレスポンス。
未来のアーティストに贈る、
ワンランク上のスタンダード。

高品位設計を随所に採用した、
ヤマハフルダブルホルンの
ベストセラーモデル。

ゴールドブラスが生む、暖かく落ち着いた響きを究めました。

独自の管体設計が可能にした、スムーズな吹奏感。正確な音程。

吹きやすさと、豊かな響きが、高次元でバランスしています。

さらにレバーアクションに、ロッドエンド・ベアリング方式を採用。

スムーズな操作感と優れた耐久性。

メンテナンスフリーで快適な演奏が楽しめます。

オリジナルデザインコンセプトの優美なフォルム。

どこまでも自然な息の流れが、伸びやかな吹奏感を実現しています。

管体設計・加工法はもちろん、各パーツの材質も吟味。

艶やかで明るい響き、

軽快なレスポンスも大きな魅力です。

さらにF/B♭切替えの第4レバーも

アジャスタブル方式を採用。

演奏者の手の大きさに合わせて

無理のない演奏が可能となりました。

F/B♭ フルダブルホルン

YHR-567GDB
¥533,500（税別価格 ¥485,000）

ベル＝ゴールドブラス、サイズM、デタッチャブル
ボアサイズ＝12.0mm
仕上げ＝クリアラッカー
F/B♭←→ B♭/F 切換え可
ウォーターキイ付
付属マウスピース＝32C4
付属ケース＝ HRC-57DBE

F/B♭ フルダブルホルン

YHR-567
¥434,500（税別価格 ¥395,000）

ベル＝イエローブラス、サイズM
ボアサイズ＝12.0mm
仕上げ＝クリアラッカー
F/B♭←→ B♭/ F 切換え可
第 4レバーアジャスタブル方式
ウォーターキイ付
付属マウスピース＝32C4
付属ケース＝ HRC-57

F/B♭ フルダブルホルン

YHR-567D
¥456,500（税別価格 ¥415,000）

ベル＝イエローブラス、
サイズM、デタッチャブル
付属ケース＝HRC-57D
※他の仕様は YHR-567と同一

より確実な操作性をもたらすロッドエンド・
ベアリング方式のレバーアクション。ベア
リング止めネジの接続位置を変えること
により、ストロークが２段階で調節可能。

リードパイプを長くとったヤマハオリジ
ナルの巻き形状。確かな音程に加え、
より豊かな響き、なめらかな吹奏感を実
現しています。

Full Double Horn
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Single Horn

伸びやかな音色、軽快な吹奏感。
メロディラインを美しく奏でる、
B♭シングルホルンのスタンダード。

自然で無理のない巻きによるスムーズな吹奏感。
ホルンの基本を見つめ直した、
Fシングルのスタンダード。

自然で豊かな響きをもたらす、ゆったりとした巻き形状。

高品位設計を受け継いだヤマハオリジナルのデザインです。

明るく晴れやかな響き。定評ある正確な音程。

第４抜差管はストップバルブとA管の２ウェイシステム。

Fナチュラル替管も別売オプションで用意。

１または１＋３の指使いの代わりにFナチュラル管を使うことで、

実音Cの音程が向上します。

さらにマウスピースレシーバーは

削り出し部品を採用しています。

F管ならではの深みのある豊かな響きを追求しました。

大きくゆるやかな巻きのオリジナルデザイン。

自然な息の流れが、鳴りむらのないスムーズな吹奏感を実現。

Fシングルの常識をはるかに超えたプレイアビリティを誇ります。

マウスピースレシーバーには削り出し部品を採用。

また、E♭替管も別売オプションで用意。

記譜E♭の場合でも通常の指使いのまま演奏できます。

B♭ シングルホルン

YHR-322Ⅱ
¥319,000（税別価格 ¥290,000）

ベル＝イエローブラス、サイズM
ボアサイズ＝12.0mm
仕上げ＝クリアラッカー
A/ ストップバルブ
付属マウスピース＝32C4
オプションパーツ＝
 Fナチュラル替管（別売）
付属ケース＝HRC-35

F シングルホルン

YHR-314Ⅱ
¥297,000（税別価格 ¥270,000）

ベル＝イエローブラス、サイズM
ボアサイズ＝12.0mm
仕上げ＝クリアラッカー
付属マウスピース＝32C4
オプションパーツ＝
 E♭替管（別売）
付属ケース＝HRC-35

F ナチュラル替管（別売）
¥27,500（税別価格 ¥25,000）

E♭替管（別売）
¥16,500（税別価格 ¥15,000）

主管抜差を替えることにより、記譜E♭場
合も通常の指使いのまま演奏できます。

Single Horn
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妥協を排して、3つの管のベストバランスがうまれた。
ソロに、バロックに、交響曲に。ヴィルトゥオーソにふさわしい、トリプルホルン。
トリプルホルンの課題は、３つの調子の管体すべてを、妥協することなく高い完成度で仕上げること。
ヤマハは、B♭/High F 切替にロングローター、さらにB♭/Low F切替にデュアルプレーンバルブを用いることで、
複雑になりがちなトリプルホルンの管体・機能を、
きわめて自然で美しい巻き形状の中に収めることに成功しました。
トリプルホルンの通念を破る持ちやすさと、自然な吹奏感。
B♭管とHigh F管のクリアな響きはもちろん、
F管本来の豊潤でパワフルな音すらもこの１台で表現可能。
オーケストラに、ソロに室内楽に、バロック音楽に。
あらゆる楽曲でオールマイティの演奏をめざすホルニストの夢は、
ここに現実となりました。

中央がロングロー
ター。High F 管
の第１、第３抜差
管に特 徴があり
ます。※写真は一
部オプションを含
みます。

Special Order（特注仕様）
 特注項目 適用モデル 税込価格

 材質   
ゴールドブラス YHR-891/892、YHR-881/882 ¥38,500

 　　 洋白 YHR-891/892、YHR-881/882 ¥38,500
  デタッチャブルベル YHR-891/892、YHR-881/882 ¥27,500
　　   MLベル YHR-891/892、YHR-881/882 ー　 
 クリアラッカー仕上げ　  YHR-891/892、YHR-881/882 ¥33,000

B♭管そのままの深みのある高音域。
High Fの表現力をこれまでになく高めたデスカントホルン。

F/B♭/High F トリプルホルン

YHR-892
※時価（お問合せください）

 A /ストップバルブ
（他はYHR-891と同仕様）
※受注生産につき、ご注文の時期によっては

お届けまで長期間お待ちいただく場合があり

ます。納期についてはご注文の際、取扱店を

通じてご確認ください。

B♭ /High F 
デスカントダブルホルン

YHR-882
※時価（お問合せください）

A /ストップバルブ、
Fナチュラル（他はYHR- 881と
同仕様）
＊写真はゴールドブラス、
デタッチャブルベル仕様（特注）
のYHR- 882GDです。
※受注生産につき、ご注文の時期によってはお届け

まで長期間お待ちいただく場合があります。納期につ

いてはご注文の際、取扱店を通じてご確認ください。

B♭ /High F 
デスカントダブルホルン

YHR-881
※時価（お問合せください）

ベル＝イエローブラス、サイズMS
ボアサイズ＝12.0mm
仕上げ＝アンラッカー
A /ストップバルブ
付属マウスピース＝30C4
付属ケース＝HRC-HF
※受注生産につき、ご注文の時期によってはお届けま

で長期間お待ちいただく場合があります。納期につ

いてはご注文の際、取扱店を通じてご確認ください。

F/B♭/High F トリプルホルン

YHR-891
※時価（お問合せください）

ベル＝イエローブラス、サイズMS
ボアサイズ＝12.0mm /12.3mm（Fサイド）
仕上げ＝アンラッカー
付属マウスピース＝30C4
付属ケース＝HRC-HF
※受注生産につき、ご注文の時期によってはお届け

まで長期間お待ちいただく場合があります。納期につ

いてはご注文の際、取扱店を通じてご確認ください。

ストップバルブ付
きの Y H R - 892。
ロングローターが
コンパクトでバラン
スの優れた管体レ
イアウトを実現。

Full Triple Horn

Descant Double Horn

デスカントホルン開発の最大のテーマは、High F管のサウンドの深みとスケールの大きさを、1本のローターで解決することでした。
ホルンならではの説得力のあるダークな音色を保って、大きく巻かれた豊かなサウンドのB♭管からの切換を感じさせない
高音域を求めてロングローターを開発しました。この結果、極端に管長の短いHigh F管でありながら、自然なカーブを描くことができ、
デスカントホルンが陥りがちな単調さや無表情とは無縁の、説得力あるダークな音色作りに成功しました。同時に、リードパイプが長くとれ、
常識を一新する音程の良さと、B♭管と違和感のない吹き応えも実現しています。
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妥協を排して、3つの管のベストバランスがうまれた。
ソロに、バロックに、交響曲に。ヴィルトゥオーソにふさわしい、トリプルホルン。

彼方まで通る気品ある響き。F管の比類ない音抜け。
常識を塗りかえたセミダブルホルンの新定番。
あらゆる角度から設計を錬磨し、セミダブル最良のバランスを実現しました。
快い吹奏感と明るい響きを生み出すホローバルブ・ローター。
真円状態で管路を構成する第4ローター、
小径ローターの採用でB♭/Fの切替時の音のつながりもスムーズです。

深みを湛えた響き。なめらかな吹奏感。
誇り高きソリストにこそ吹いてほしい、
B♭シングルの理想形。

高難易度パッセージに実力を発揮。
ソリスト待望の全音/半音上昇ホルン。

ホルンセクションの主旋律を高らかに歌い上げる、B♭シングルホルン。
かつてない響きの美しさを求めて、独自の管体設計を施しました。
ゆるやかで自然な巻き形状。ホローバルブローターなど、
さまざまなノウハウを傾注。どこまでも伸びやかに歌う
流麗な高音域。あくまでも滑らかな吹奏感を究めました。
あらゆるホルニストの憧れをかきたてる、
B♭シングルの頂点モデル。

YHR-822GDの基本設計をそのままに上昇バルブを取り付けたモデル。
第5レバーを操作することで、楽器全体の調子がCまたはBへと上昇。
吹奏感をほとんど変えずにC/B調の倍音が得られるため、
CやG/F♯の発音がきわめて容易になりました。
またデリケートなパッセージでの滑らかな音の移行を実現しています。

B♭ シングルホルン

YHR-822GD
※時価（お問合せください）

ベル＝ゴールドブラス、
サイズ L、デタッチャブル
ボアサイズ＝11.9mm
仕上げ＝アンラッカー
付属マウスピース＝30D4
付属部品＝主管用A替管
A /ストップバルブ
付属ケース＝HRC-832
※受注生産につき、ご注文の時期によってはお届け
まで長期間お待ちいただく場合があります。納期につ
いてはご注文の際、取扱店を通じてご確認ください。

B♭ シングル上昇ホルン

YHR-832GD
※時価（お問合せください）

ベル＝ゴールドブラス、
サイズ L、デタッチャブル
ボアサイズ＝11.9mm
仕上げ＝アンラッカー
付属マウスピース＝30D4
付属部品＝主管用A替管
付加システム＝上昇バルブ

（全音/半音上昇キイ付）、
A /ストップバルブ 
付属ケース＝HRC-832
※受注生産につき、ご注文の時期によってはお届け
まで長期間お待ちいただく場合があります。納期につ
いてはご注文の際、取扱店を通じてご確認ください。

主 管用A替 管を装着
した場合

上昇管。一般的な抜差管とは
逆に、レバーを押すことにより
補正管が閉じ、楽器の調子が
上がるシステムになっています。
YHR-832GD では、付ける上
昇管の長さによって全音上昇、
半音上昇を選べます。

B♭/ 全音上昇の場合
（ノーマル）

A/ 全音上昇の場合
（主管用 A 替管使用）

B♭/ 半音上昇の場合
（主管用 A 替管使用）

F/B♭ セミダブルホルン

YHR-841GD
※時価（お問合せください）

ベル＝ゴールドブラス、
サイズL、
デタッチャブル
ボアサイズ＝11.9mm
仕上げ＝アンラッカー
F/B♭←→ B♭/F切換え可
付属マウスピース＝30D4
付属ケース＝HRC-80

※受注生産につき、ご注文の時期によってはお届けまで長期間お待ちいただく
場合があります。納期についてはご注文の際、取扱店を通じてご確認ください。

Single Horn

Semi Double Horn
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あらゆる技術が息づくヤマハホルン。
すべては極上の音色のために。

ダブルシャンク

ホルンのマウスピースシャンクは、一般的にテーパー3/100の
ヨーロピアンシャンクと、5/100のアメリカンシャンクの2種類
があります。3/100というのは100ミリ進んで3ミリ直径が細
くなると言う意味です。ヤマハではこの両方に適合するリー
ドパイプを開発。どちらのテーパーでもある範囲にわたって
面接触するため、マウスピースがしっかりと固定され演奏に
集中できます。

入口側が5/100で、奥が3/100になったリードパイプ

リードパイプシャンクマウスピース

ダブルシャンクの模式図

材質

表面仕上げ

管楽器の音色は空気柱の振動のあり方（波形）によって大部分が決まります。さらに楽器の形状や管
の長さだけでなく、振動する管の材質によっても音色が微妙に異なります。

加工の済んだ金属管はヤスリやサンドペーパーで表面をなめらかにします。その後、研磨剤を塗ったバ
フ（布）を高速回転させて磨き、美しい金属光沢を出します。最後に、ラッカー塗装かメッキを施して仕
上げます。サビや汚れから管体を守るのが主な目的ですが、音色にも微妙な影響があります。
クリアラッカー
サビや汚れから守るほか、ソリッドな明るめの音でフォルテの音抜けが良いと感じられます。
アンラッカー
一般的に深い響きになると言われています。

《真鍮》銅と亜鉛の合金
真 鍮（ブラス）は、展延性（加工のしやすさ）や耐蝕性

が鉄などより優れ、外観も美しいため、古くから金管楽

器の管体材料に用いられてきました。そこから生まれ

る音が、金管楽器のイメージを形作ってきたのです。

銅と亜鉛との合金ですが、トランペット、トロンボーン、

ホルンなどでは、ベルに用いる種類（組成比による差）

によって、音色のバラエティを生み出しています。

イエローブラス・・・明るく、張りのある音色
ゴールドブラス・・・豊かで、幅のある音色

《洋白》銅と亜鉛、ニッケルの合金
銅・亜鉛にニッケルが加わった、白色で光沢のある

合金です。真鍮以上に耐蝕性に優れています。ほか

の素材と比べると明るい音色で、音の反応が早いとい

う特徴があります。一般的に洋白製のホルンはダー

クな音色と言われますが、これは管のテーパー形状に

よるものが大きいです。

イエローブラス ゴールドブラス

70% 15% 85%30%

銅 亜鉛

洋白

40% 60%

銅 ニッケル＆亜鉛
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Function

ローター

レバーアクション

ストップバルブ

デタッチャブルと一体式

ベルサイズ

ボアサイズ

ロータリーバルブに使用されるローターの構造によって吹奏感と動作性が変わります。
ソリッド・・・ホルンでは標準的なローターで、ムクの真鍮製。手ごたえのある吹奏感。
ホロー・・・ソリッドと同様、真鍮製だが内部が中空のローターで軽量。軽快な動作感、吹奏感。

ホルンのレバーアクションにはメカニカルアクションとストリングアクションがあります。ストリング
はロータリーとレバーを連動させる役目を果たしています。メカニカルアクションが確実でメ
リハリの利いた操作感なのに比べて、ストリングアクションは押し始め・戻り始めがなめら
かで、レバーの高さを無段階で調整できるメリットがあります。

ストップ奏法とは音色を変えるため、右手でベルを塞ぎ密閉状態にして吹くホルン独特
の奏法のことで、金属的な鋭い音が出ます。これをF管で吹くと半音高くなるため半音
低い運指で演奏しますが、B♭管で吹くと2/3〜3/4高くなってしまいます。それを2/3〜
3/4低くする補正バルブがストップバルブ＊です。使用により通常の運指で演奏すること
が可能となります。ストップバルブとして使用しない場合、途中にある調節管を取りはず
す事により第2抜差管と同じ半音下降バルブとなり、ホルンをA管として使用することが
可能になります。特に♯系の調の曲を演奏する際に運指を有利にすることができます。
＊ストップバルブ機構はゲシュトップキイと表記されることもあります

ホルンのベルにはデタッチャブル（ツーピース）と一 体式（ワンピース）があります。デ
タッチャブルとはベルを取り外すことができるシステムで、コンパクトになるために
持ち運びに便利で、ケースも小さくてすみます。一般的に深みのある音色と言われ、
ヤマハは品番の最後にDを表示しています。一体式は取り外しができないベルのこ
とで、一般的に明るい音色になると言われます。

ベルサイズとは、右の図のように演奏時に挿入した右手がベルに触れる部分のサイズをいいます。
細ベル（MS）YHR-869D、YHR-891など

明るく張りのある音色
中ベル（M）YHR-871D、YHR-671Dなど

主にヨーロッパを中心に発達。明るさを保ちつつ深みのある
音色で、音楽の幅も広い、オールラウンドなベルサイズ。
太ベル（L・LL）YHR-868GD、YHR-668Dなど

アメリカを中心に発達。豊かで柔らかく重厚な音色。
比較的小さな抵抗感で、大音量が得られる。

ボアと言うのは入口から出口までテーパー形状で広がっている管の中間部に存在する円筒部分の内径のことで、
ヤマハのホルンでは抜差管の中管内径をボアサイズとしています。このボアのサイズにより息の量が決められ、音
色が変わってきます。ボアサイズが小さいものほど必要な息の量が少ないためコントロールや発音が容易で吹き易
く、大きくなると息の量も必要となり、音色、音量ともに豊かで華やかなものとなります。

LLサイズ

Mサイズ

MSサイズ

取り外せます

ベルサイズは手を入れた時の
この部分の大きさで決めます。

※わかりやすく
するために
強調しています。

メカニカルアクション ストリングアクション
メカニカルアクション・・・確実でメリハリのある操作性。
ストリングアクション・・・押し始め、戻り始めがなめらかで、
　　　　　　　　　　  レバーの高さを無段階で調整できる。

※画像はYHR-322IIです

調節管
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カスタム プロ スタンダード カスタム（受注生産モデル）

ヤマハホルン仕様価格一覧表
種類

フルダブル

YHR-871D

F/B♭ F/B♭ B♭F/B♭/HighF B♭/HighFB♭ F

YHR-869D YHR-869GD YHR-868GD YHR-671DYHR-871GD YHR-671GD YHR-668D YHR-668ND YHR-567 YHR-567D YHR-567GDB YHR-322II YHR-314II YHR-891 YHR-892 YHR-881 YHR-882 YHR-841GD YHR-822GD YHR-832GD

セミダブル シングル シングル上昇管付きシングル

イエローブラス イエローブラス イエローブラス

クリアラッカー アンラッカー ※注2

イエローブラス イエローブラス イエローブラス イエローブラス ※注1洋白ゴールドブラス ゴールドブラス イエローブラスゴールドブラス ゴールドブラス

トリプル デスカントダブル

機種

調子

素材

可動式小指掛け

親指操作
レバー

固定式

可動式

ダブルシャンク

オプション（別売）

希望小売価格（税込）

付属部品

マウスピース

ケース

ウォーターキイ

仕上げ

ベル着脱 デタッチャブル

12.1ｍｍ 12.1ｍｍ

32C4

HRC-85VDHRC-869D HRC-869D HRC-85VD HRC-70 HRC-70 HRC-70 HRC-57 HRC-57D HRC-57DB HRC-35 HRC-35 HRC-HF HRC-HF HRC-HF HRC-HF HRC-80 HRC-832 HRC-832

※時価 ※時価 ※時価 ※時価 ※時価 ※時価 ※時価

33C4 32C432C4

HRC-85VD

¥946,000¥1,045,000 ¥1,067,000 ¥935,000 ¥968,000

HRC-70

¥715,000 ¥693,000 ¥737,000 ¥434,500 ¥456,500 ¥533,500 ¥319,000 ¥297,000¥737,000

32C4 30D4 30C4 30D430C4 30C4 30D430C4 30D430D4 32C4 32C4 32C4 32C4 32C434C 34C

12.0ｍｍ12.0ｍｍ 12.0ｍｍ12.0ｍｍ（Fサイド12.3mm）

デタッチャブル一体式 一体式 一体式 ※注3

ボアサイズ

ベルサイズ LL LLM MMS MS ※注4

ロータリー
ソリッド

ストリング ストリング ストリングストリング（第1～3レバー）：
メカニカル（F/B♭レバー）メカニカル メカニカル メカニカル（第1～3レバー）：ストリング（B♭/F、B♭/HighFレバー）※注5

ソリッド ソリッドホロー ホロー（B♭/F切替のみソリッド）

ゴールドブラス

11.9ｍｍ

デタッチャブル

L

ホローソリッド（第４のみホロー）

44 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 3 5 6 5 6 4 4 5

レバーアクション
ストップバルブ

（A管調節管付き）

着脱式マウスピース
レシーバー付属

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
B♭/High F

F/B♭
B♭/High F

B♭/High F ,
A/ ストップ

B♭/High F ,
Fナチュラル（ストリング）

A/ストップ A/ストップ A/ストップF/B♭ A/ストップ
全音/半音上昇（ストリング）

着脱式マウスピース
レシーバー付属

Ｆナチュラル替管 E♭替管

ハンドレスト/ローピッチ用
マウスピースレシーバー

ローピッチ用
マウスピースレシーバー 主管用A替管

（メカニカル） （メカニカル）（ストリング）（ストリング） （ストリング）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

注１：ゴールドブラス/洋白の選択可　注2：クリアラッカーの選択可　注3：デタッチャブルベルの選択可　注4：MLサイズベルの選択可　注5：全てストリングアクションの選択可※メカニカルアクションレバーを「メカニカル」、ストリングアクションレバーを「ストリング」と表記しています。

國田 朋宏　Tomohiro Kunita
台湾国家交響楽団（ Taiwan Philharmonic）
ヤマハのホルンは、オーケストラやアンサンブルに求められる豊かな
音色や、正確な音程を見事に作り出してくれました。今までも、そして
これからも一番信頼できるパートナーであると自信を持って言え
ます。

丸山 勉　Tsutomu Maruyama
日本フィルハーモニー交響楽団客演首席奏者、武蔵野音楽大学准教授
身体と一体になり歌うように吹くことを可能にするヤマハホルン。そ
こに音楽の創造性、吹く事への自由が生まれる。その旋律と響きの
空間に飛び立つ音楽の翼になりうる楽器が、この日本にある誇りと
安心。これをみなさんと共有できる喜びがここにあります。樋口 哲生　Tetsuo Higuchi

昭和音楽大学教授
私が愛用するYHR-891は、何といってもシステム的に素晴らしいと
思います、一見フルダブルホルンと変わらない外見で実はトリプルホ
ルンとなっています。複雑な構造の多いトリプルホルンのなかでこの
YHR-891は、特別にシンプルであり重量的にも軽く、音色も明るく、
演奏者の意図をそのまま表現する事が出来ます。さらなるバージョン
アップをはかってほしいものです。

井手 詩朗　Shiro Ide
元新日本フィルハーモニー交響楽団首席奏者
国立音楽大学教授、札幌大谷大学芸術学部音楽学科客員教授
私のホルン人生は常にヤマハとともにあったと言っても過言ではあり
ません。B♭シングルから始まり、初めてのソロリサイタルもヤマハで
演奏、その後も長きに亘ってヤマハを愛用してきました。2015年秋に
発売されたYHR-869は私のこれからの音楽人生を支える大切なパー
トナーとなりました。この楽器がこれから先、100年後にもヤマハの
フラッグシップモデルとして愛され続けることを願ってやみません。

萩原 顕彰　Kenshow Hagiwara
上野学園非常勤講師
学生時代に手に入れたYHR-841GDとYHR-88ⅡN、フランス作品に
重宝するYHR-832ND、空中戦にはYHR-881。ヤマハホルンと共に
育ち、現在は心強い相棒。新しいラインナップにも期待しています。

飯笹 浩二　Koji Iizasa
洗足学園音楽大学教授
ヤマハホルンは、吹奏感の良さに伴い音程が良い事が特徴である。そ
のため演奏する際には特別なプレッシャーを感じることなく演奏に集
中できる。またメカニックの点においては、速いパッセージの演奏に
十分対応可能である。これらの観点から総合的に優れた楽器である。

松﨑 裕　Hiroshi Matsuzaki
上野学園大学客員教授、元NHK交響楽団首席奏者
ソロ・室内楽・オーケストラ、あらゆるシチュエーションにおいて、
ヤマハホルンは私の要求に応えてくれます。

Artist Profiles & Comments

リチャード・ビッシル　Richard Bissill
英国ロイヤルオペラハウス管弦楽団首席、ギルドホール音楽学校教授
30年以上に亘ってヤマハホルンを使い続けています。しっかりとした
造りで、反応が早く対応力がある、そして私の音楽家としての人生を
助けてくれています。今まで一度も変えようと思ったことがありませ
ん、これからもそうです。

トーマス・ベーコン　Thomas Bacon
国際的ソリスト
自分が思うがままに、泣き叫び、静かにささやき、熱く叫び、激しく、
また穏やかにもなれる。それがヤマハホルン。ヤマハホルンであれば
全て容易に演奏できます。
Photo Credit Ross Reitzammer
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カスタム プロ スタンダード カスタム（受注生産モデル）

ヤマハホルン仕様価格一覧表
種類

フルダブル

YHR-871D

F/B♭ F/B♭ B♭F/B♭/HighF B♭/HighFB♭ F

YHR-869D YHR-869GD YHR-868GD YHR-671DYHR-871GD YHR-671GD YHR-668D YHR-668ND YHR-567 YHR-567D YHR-567GDB YHR-322II YHR-314II YHR-891 YHR-892 YHR-881 YHR-882 YHR-841GD YHR-822GD YHR-832GD

セミダブル シングル シングル上昇管付きシングル

イエローブラス イエローブラス イエローブラス

クリアラッカー アンラッカー ※注2

イエローブラス イエローブラス イエローブラス イエローブラス ※注1洋白ゴールドブラス ゴールドブラス イエローブラスゴールドブラス ゴールドブラス

トリプル デスカントダブル

機種

調子

素材

可動式小指掛け

親指操作
レバー

固定式

可動式

ダブルシャンク

オプション（別売）

希望小売価格（税込）

付属部品

マウスピース

ケース

ウォーターキイ

仕上げ

ベル着脱 デタッチャブル

12.1ｍｍ 12.1ｍｍ

32C4

HRC-85VDHRC-869D HRC-869D HRC-85VD HRC-70 HRC-70 HRC-70 HRC-57 HRC-57D HRC-57DB HRC-35 HRC-35 HRC-HF HRC-HF HRC-HF HRC-HF HRC-80 HRC-832 HRC-832

※時価 ※時価 ※時価 ※時価 ※時価 ※時価 ※時価

33C4 32C432C4

HRC-85VD

¥946,000¥1,045,000 ¥1,067,000 ¥935,000 ¥968,000

HRC-70

¥715,000 ¥693,000 ¥737,000 ¥434,500 ¥456,500 ¥533,500 ¥319,000 ¥297,000¥737,000

32C4 30D4 30C4 30D430C4 30C4 30D430C4 30D430D4 32C4 32C4 32C4 32C4 32C434C 34C

12.0ｍｍ12.0ｍｍ 12.0ｍｍ12.0ｍｍ（Fサイド12.3mm）

デタッチャブル一体式 一体式 一体式 ※注3

ボアサイズ

ベルサイズ LL LLM MMS MS ※注4

ロータリー
ソリッド

ストリング ストリング ストリングストリング（第1～3レバー）：
メカニカル（F/B♭レバー）メカニカル メカニカル メカニカル（第1～3レバー）：ストリング（B♭/F、B♭/HighFレバー）※注5

ソリッド ソリッドホロー ホロー（B♭/F切替のみソリッド）

ゴールドブラス

11.9ｍｍ

デタッチャブル

L

ホローソリッド（第４のみホロー）

44 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 3 5 6 5 6 4 4 5

レバーアクション
ストップバルブ

（A管調節管付き）

着脱式マウスピース
レシーバー付属

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

F/B♭
B♭/High F

F/B♭
B♭/High F

B♭/High F ,
A/ ストップ

B♭/High F ,
Fナチュラル（ストリング）

A/ストップ A/ストップ A/ストップF/B♭ A/ストップ
全音/半音上昇（ストリング）

着脱式マウスピース
レシーバー付属

Ｆナチュラル替管 E♭替管

ハンドレスト/ローピッチ用
マウスピースレシーバー

ローピッチ用
マウスピースレシーバー 主管用A替管

（メカニカル） （メカニカル）（ストリング）（ストリング） （ストリング）

F/B♭
（第４）

F/B♭
（第４）

注１：ゴールドブラス/洋白の選択可　注2：クリアラッカーの選択可　注3：デタッチャブルベルの選択可　注4：MLサイズベルの選択可　注5：全てストリングアクションの選択可※メカニカルアクションレバーを「メカニカル」、ストリングアクションレバーを「ストリング」と表記しています。

脇本 周治　Shuji Wakimoto
神奈川フィルハーモニー管弦楽団、アマデウスクインテット
国立音楽院非常勤講師
ヤマハホルンは吹奏感と音色が好きなので、1983年にドイツから帰
国以降ずっと持っていて、主にソロやアンサンブルで使っています。今
はYHR-868GDを主に使用していますが、ロータリーの反応がとても
良いので、早い動きでもストレスを感じません。

猶井 正幸　Masayuki Naoi
桐朋学園大学特任教授、水戸室内管弦楽団、サイトウキネンオーケストラ
私のヤマハのトリプルホルンは軽量タイプで、特に音程にむらが無
く、又心地よい抵抗感が気に入っています。ダブルホルンの様なシン
プルなかたちで持ちやすく様々な分野においてオールマイティーなホ
ルンです。

イェンス・プリュッカー　Jens Plücker
ハンブルク北ドイツ放送交響楽団首席奏者
新しいヤマハホルンYHR-869GDは素晴らしい音色、正確な音程、
すばやいレスポンスを備えています。オーケストラの中のどのパートで
も演奏しやすい楽器です。

ジェームス・サマーヴィル　James Sommerville
ボストン交響楽団首席奏者
プロ奏者としての活動を始めてからヤマハホルンを使い続けています。
コンチェルト、室内楽、大編成のオーケストラ、全て思うように演奏で
きる、柔軟性とピュアで美しいサウンドを兼ね備えた信頼できる楽器
です。

高橋 将純　Masazumi Takahashi
大阪フィルハーモニー交響楽団トップ奏者
ホルン奏者の夢がまたひとつ形になりました。YHR-869Dに息を通し
た瞬間に大きな可能性を感じました。この楽器でどんな音を出そう...ど
んな歌を歌おう...吹き手の表現の可能性もこの楽器によって広がり
ます。伝統を深く理解する精神と最先端のテクノロジーへの探究心
をもって奏者の要求に誠実に応え続けてきたヤマハの新たな成果
に、ホルンを演奏する者の一人として深く感謝申し上げます。

澤 敦　Atsushi Sawa
東邦音楽大学大学院准教授、上野の森ブラス
YHR-881Dを初めて吹いた時ビビッ！ときました。それは、私が出し
たいと思っていた音のイメージにピッタリだったからです。それ以来
ずっと私にとっては大切な「相棒」です。出会いから28年、もちろん
これからも一緒です。

森 博文　Hirofumi Mori
くらしき作陽大学准教授、元東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者
ヤマハは子供の頃の私にホルンを吹くことの楽しさを教えてくれまし
た。そして40年過ぎた今、楽しさだけでなく私の可能性を引き出して
くれる心強い大切なパートナーとなり私はオーケストラやアンサンブ
ルなど様々なシーンでヤマハと共にステージに向かいます。

島方 晴康　Haruyasu Shimakata
札幌交響楽団
YHR-871Dはより上を目指すヤマハクラフトマンの魂の傑作です。
音色が明るく、柔らかな響きは他の楽器との相性が抜群で奏者の
想像力を掻き立てます。日本人による日本のホルンの音を追求す
る為の武器となるでしょう。

上原 宏　Hiroshi Uehara
東京佼成ウインドオーケストラ、桐朋学園大学教授、昭和音楽大学講師
安定したイントネーション（音程）、ムラの無い吹奏感、どのようにも
コントロールできる音色感、フレージング、ダイナミクスがあり、楽器
が奏者の体の一部となり、自在な演奏をかなえてくれるところが最大
の魅力です。



お手入れセット〈ホルン用〉
￥5,060（税別価格 ￥4,600）

お手入れ用品＆小物

ローターオイル、レバーオイル、ロータースピンドルオイル、
オイル用ノズル（ローターオイル専用）、ポリシングクロス（M）、
クリーニングスワブ（HR2）、マウスピースブラシ（S）、
ウォーターシート、収 納袋

サイレントブラス™SB3X〈ホルン用〉
（パーソナルスタジオSTX-2＋ピックアップミュートPM3X）
¥28,600（税別価格 ¥26,000）

パーソナルスタジオ™
STX-2
￥13,200（税別価格 ¥12,000）

ピックアップミュート™PM3X〈ホルン用〉
￥18,700（税別価格 ¥17,000）

マウスピース
※ヤマハのホルン用マウスピースは通常アメリカンシャンク（テーパー5/100）です。

カップ形状
ダブルカップ
ダブルカップ
ダブルカップ

17.08
17.28
17.48

4.40
4.40
4.40

モデル
HR-30-GP
HR-31-GP
HR-32-GP

リム内径（mm）スロート径（mm）

HR-29B
HR-29C4
HR-29D4
HR-30B
HR-30C4
HR-30D4
HR-31B
HR-31D4

Vカップ
Uカップ

ダブルカップ
Vカップ
Uカップ

ダブルカップ
Vカップ

ダブルカップ

3.90
3.98
4.50
3.90
3.98
4.50
3.90
4.50

17.07
17.08
16.88
17.27
17.28
17.08
17.47
17.28

HR-32B
HR-32C4
HR-32D4
HR-33C4
HR-34B
HR-34C
HR-34C4
HR-35C4

Vカップ
Uカップ

ダブルカップ
Uカップ
Vカップ
Uカップ
Uカップ
Uカップ

3.90
3.98
4.50
3.98
3.90
4.09
3.98
3.98

17.67
17.48
17.48
17.68
18.07
17.81
17.88
18.08

リム内径（mm）スロート径（mm）カップ形状モデル リム内径（mm）スロート径（mm）カップ形状モデル

特別生産のため納期として4-5か月をいただきます。
*ヨーロピアンシャンク（テーパー3/100）となっておりますのでご注意下さい。

※記載価格はメーカー小売価格で税込価格を表示しています。

スタンダードシリーズ ￥6,380（税別価格 ￥5,800）

カスタムシリーズ（リムインナーゴールド）
 ￥14,850（税別価格 ￥13,500）

シグネチャーシリーズ＜特別生産＞

井手詩朗モデル

飯笹浩二モデル2

山岸博モデル

トーマス・ベーコン モデル
ジェームズ・サマービル モデル

HR-IDE
HR-IDE2
HR-KI2*

HR-Y-STAGE
HR-Y-STAGE2*

HR-TB
HR-JS

モデル
SHIRO IDE
SHIRO IDE 2
MODEL K.I 2
Y STAGE
Y STAGE 2
Thomas Bacon

JAMES SOMMERVILLE

刻印
Uカップ
Uカップ
Vカップ
Uカップ
Uカップ
Vカップ
Vカップ

カップ形状
17.43
17.81
17.26
17.92
17.56
17.99
16.93

リム内径（mm）
4.09
4.09
4.50
4.11
4.22
4.50
4.30

スロート（mm）
¥9,900
¥9,900
¥9,900
¥14,850
¥14,850
¥12,100
¥14,300

価格（税込）

お客様コミュニケーションセンター 管弦打楽器ご相談窓口
ナビダイヤル（全国共通）TEL.0570-013-808
※固定電話は、全国市内通話料金でご利用いただけます。通話料金は音声案内で確認できます。

上記番号でつながらない場合は 053-411-4744へおかけください。

営業時間:月～金10:00～17:00（土曜・日曜・祝日・センター指定休日を除く）

管弦打営業部
〒108-8568 東京都港区高輪2丁目17-11 

●規格および仕様は、改良の際予告なく変更する場合があります。
●印刷された商品の色調および商品写真上の刻印は、
　実際の商品とは異なる場合があります。

2022年9月作成 カタログコード-BHA2209

ラッカークロス （M）
シルバークロス （M）
 （L）
 （スリム） 
ポリシングクロス （S）
 （M）
 （L）
 （LL）
ポリシングクロスDX （M）
 （L）
シルバーポリッシュ
ラッカーポリッシュ
メタルポリッシュ

¥1,320
¥1,320
¥1,870
¥990
¥550
¥660
¥1,100
¥1,870
¥935
¥1,320
¥1,100
¥1,045
¥1,045

シルバープロテクター
ブラスソープ
クリーニングロッド （ピストン用）
 （S）
 （MS）
 （M）
フレキシブルクリーナー （S）
フレキシブルクリーナースーパー （S）
マウスピーススワブ （S）
マウスピースブラシ （S）
オイルグリスクリーナー
マウスピースクリーナー
スライドグリス

¥1,430
¥880
¥715
¥440
¥440
¥550
¥1,980
¥2,530
¥1,199
¥759
¥1,430
¥1,265
¥660

スライドグリススティック
スライドグリスウルトラハード
スライドグリスジェル
ポリシングガーゼ （S）
 （L）
レバーオイル
ロータースピンドルオイル
ローターオイル
オイル用ノズル （ローターオイル専用）
トーンホールクリーナー
クリーニングスワブ（CLSHR3）
ヤマハウォーターシート（7枚入）
ヤマハウォーターシート（50枚入）

¥660
¥660
¥770
¥660
¥990
¥1,045
¥1,045
¥1,210
¥517
¥473
¥1,562
¥880

￥4,950

YamahaとMembers（お客さま）を
Musicで結ぶ会員制サービス

ヤマハミュージックメンバーズは、音楽を楽しむ方の
ための会員制サービスです。音楽や楽器に関する最新
情報をお届けするほか、会員限定イベントの開催、コ
ンサートやライブの優待など魅力的な特典をご用意し
ています。 member.jp.yamaha.com

ヤマハ管楽器
安心アフターサポート

詳細はこちらから

ヤマハ管楽器では金製フルートを除き、鉛フリー（無鉛）はんだを使用しています。
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