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音のエチケット　

ご使用の前に　

美しい音もときには周囲の迷惑になります。ご近所との日頃のお付きあいとともに、ご迷惑にならないよう気配りしましょう。

取扱説明書に記載されている安全へのこころがけの注意事項をよくお読みください。

ヤマハ管楽器ホームページ　 https://jp.yamaha.com/winds/

member.jp.yamaha.com
音楽ファンのための
「ヤマハミュージックメンバーズ」会員募集中！ 

YamahaとMembers（お客さま）を
Musicで結ぶ会員制サービス

● 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。　

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。

ヤマハ管楽器
安心アフターサポート

詳細はこちらから
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ただひたすらに、ひたむきに、自らが理想とする音と響きを追い求めること。

ヤマハの楽器づくりに対するロマンと愛情が生み出したのが、カスタムの名を持つ管楽器。

世界トップクラスのアーティストたちがイメージする音を叶えるために対話を重ね、長年の経験に培われた技と最新のテクノロジーを駆使し、できる限りを尽くす。

この姿勢こそ、多くのアーティストたちに信頼され続けてきた理由であり、手に触れた時に感じる幸せな予感も、カムタムであることの何よりの証である。

息を吹き込んだ瞬間、身体の一部となり、磨き抜かれたサウンドを空間に解き放つだろう。
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62の歴史
ユージン・ルソー氏を開発協力者に迎え、6年の研究
開発の結果、1978年5月に初代発売。音程、アンブ
シュア、吹奏感のバランスを重視したコンセプトは
維持しつつも、機能面での進化を継続。
世界中のプレーヤーから40年以上愛し続けられてい
るサックス界のレジェンド（伝説）的モデルです。

4 5

Models
(875EX・875・82Z・82)
すべてのカスタムモデルには真鍮の一枚の板をハンマーでたたきなが

ら形作られる「一枚取りベル」を採用。音の立ち上がりがよく、色彩豊か

な音色が特長です。また、各楽器の求める音色に最適なボアサイズの

ネックを標準装備、管体にはカスタムモデル専用の真鍮材を使用、

豊かな響きと色彩感に満ちた表現力に貢献します。

YAS-875EX YTS-82Z

Yamaha Saxophone Lineup

Professional Models
(62)

世代を超え受け継ぐ伝統の血筋

Standard Models
(480・475・380・280)

奏でる歓びにめぐりあう

82Zの
テーパーイメージ

875EX（875）の
テーパーイメージ

カスタムモデルで培われた技術を取り入れ、少しずつ改良を重ねることで62の特長を継承しながらも、操作性や
デザインを向上させてきました。62から上位の機種には、複数の支柱（鍵柱）をプレートに一体化させた「一体
座」を採用、管体への接地面を多くすることで、適度な抵抗感と芯のある深い音色を実現。
また、板バネに硬質鋼を使用、スムーズかつしなやかなキイアクションを実現します。

心地良く、自分らしく演奏できる一本を。

正確な音程、手になじみやすいキイレイアウトによるスムーズな

操作性と、600に及ぶパーツの一体感｡

プロフェッショナルモデルで培ったノウハウと、最新のテクノロ

ジー、そして熟練のクラフトマンによる匠の技から生み出された

スタンダードモデルは、メンテナンス性も優れています。

長くつき合える、大切な一本との関係がここからはじまります。

875EX（875）は管体内径をヤマハオリジナルの
なだらかなテーパー形状にすることで、程よい
抵抗感と最低音から最高音まで安定した鳴りを実
現、クラシック奏者に好まれるしっとりとした
上質で重厚な音色を楽しめるモデルです。

多彩な表現性を持つ82Zは、幅広い音楽
ジャンルに対応し、プレーヤーがイメージ
した音を表現できるモデルです。
ヤマハで唯一メタルレゾネーターを標準装
備（アルト・テナーのみ）、抜群のレスポン
スと明るくクリアな音色を楽しむことがで
きます。
また、特別生産による特殊仕上げのバリ
エーションや、High F♯キイなしのオプショ
ンも可能で、プレーヤーの好みに合わせた
カスタマイズが豊富です。(P18参照）

82Z P10~11掲載875EX P6~7掲載

P14~15・17掲載P12~13・17掲載

「はじめてさん」の疑問や不安を解決！
管楽器のスタートを応援するサイトです。
https://jp.yamaha.com/products/
contents/winds/start/index.html
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B♭ Tenor Saxophone
YTS-875EX
￥660,000（税抜価格￥600,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：TE1
・マウスピース：4CM
・ケース：TSC-875EX

B♭ Tenor Saxophone
YTS-875EXS 〈特別生産〉

￥737,000（税抜価格￥670,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：TE1S
・マウスピース：4CM
・ケース：TSC-875EX

E♭ Alto Saxophone
YAS-875EX
￥627,000（税抜価格￥570,000)
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：AG1
・マウスピース：4CM
・ケース：ASC-800E

上質で威厳あふれる豊かなサウンド。
ストレスを感じさせないスムーズで優れたキイワークと低音の発音性。
進化したフラッグシップモデルCustom EXは奏者の思いを表現できる楽器です。

Custom EXの伝統が更なる高みへ。

■ ケース
ASC-800E（アルト用）
軽量で耐久性にも優れたEX専用ケース。ショルダーストラップ、
バックパックストラップも装備、3WAYで使用していただけます。
TSC-875EX（テナー用）／SSC-875EX（ソプラノ用）
軽量で耐久性にも優れた、高級感あふれるEX専用ケース。便利
なショルダーストラップ付き。

YSS-875EX  
（ストレートネックSG2装着）

YSS-875EXHG  
（ストレートネックSG2装着）

SSC-875EX

カーブドネック
SG2R

カーブドネック
SG2R

ASC-800E

B♭ Soprano Saxophone
YSS-875EX
￥594,000（税抜価格￥540,000）
・ゴールドラッカー仕上げ

YSS-875EXS 〈特別生産〉

￥638,000（税抜価格￥580,000）
・銀メッキ仕上げ

・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：デタッチャブル（ストレート：SG2、カーブド：SG2R）
・マウスピース：4CM
・ケース：SSC-875EX

B♭ Soprano Saxophone
YSS-875EXHG
￥616,000（税抜価格￥560,000）
・ゴールドラッカー仕上げ

YSS-875EXHGS 〈特別生産〉

￥660,000（税抜価格￥600,000）
・銀メッキ仕上げ

・調子：B ♭
・付属キイ：High G、High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：デタッチャブル（ストレート：SG2、カーブド：SG2R）
・マウスピース：4CM
・ケース：SSC-875EX

カスタムEXシリーズ 特殊仕上げモデル

金メッキ仕上げ

■ High Gキイ
YSS-875EXにHigh Gキイを装
備し、EXの機能的なメカニズム
はそのままに、標準最高音より
半音高いHigh Gを容易かつ安
定して演奏することが可能にな
りました。また管体の肉厚を僅
かに薄くする事で全体の鳴りの
バランスを整えています。

■ 可動式フロントFキイ
〈YAS-875EX、YAS-875〉
フロントFキイを可動式にする
ことでキイの開きを調整でき、
奏者の様々な好みに対応が可
能です。また奏者にストレスを
感じさせないキイの形状、レイ
アウトで、スムーズで確実な演
奏が可能です。

■ U字管
〈YAS-875EX、YAS-875〉
加工法の変更によって低音の
発音性が向上、安定した吹奏感
と抵抗感を実感して頂けます。

■ 一枚取りベル
〈EX、875、82Z共通〉
一枚のイチョウ型の金属板を
接合し、一本ずつ職人がベル
を成形する伝統的な工法で、
音の立ち上がりがよく色彩豊
かな音色が奏者に応えます。

銀メッキ仕上げ

E♭ Alto Saxophone
YAS-875EXS 〈特別生産〉

￥682,000（税抜価格￥620,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：AG1S
・マウスピース：4CM
・ケース：ASC-800E

TSC-875EX

■ マウスピース
〈カスタムシリーズアルト共通〉
一から設計を見なおすことでくわえや
すくなり、アンブシュアコントロールや
音の遠達性が向上、柔らかく美しい音
色はカスタムモデルの魅力を引き出し
ます。

特別生産で承っています。
詳細は18ページを
ご参照ください。

アーティストが語る
YAS-875EX
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YAS-875EXS 〈特別生産〉

￥682,000（税抜価格￥620,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：AG1S
・マウスピース：4CM
・ケース：ASC-800E

TSC-875EX

■ マウスピース
〈カスタムシリーズアルト共通〉
一から設計を見なおすことでくわえや
すくなり、アンブシュアコントロールや
音の遠達性が向上、柔らかく美しい音
色はカスタムモデルの魅力を引き出し
ます。

特別生産で承っています。
詳細は18ページを
ご参照ください。
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程良い抵抗感と心地よい吹奏感を持つ875。
重厚で豊かな音色は最低音から最高音まで安定した音程が魅力です。
ストレスを感じさせないキイワークで、奏者の思いを自由に表現できる楽器です。

875  威厳あふれる豊かな音色。

B♭ Tenor Saxophone
YTS-875
￥660,000（税抜価格￥600,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：TV1
・マウスピース：4CM
・ケース：TSC-875EX

B♭ Tenor Saxophone
YTS-875S 〈特別生産〉

￥737,000（税抜価格￥670,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：TV1S
・マウスピース：4CM
・ケース：TSC-875EX

E♭ Alto Saxophone
YAS-875
￥627,000（税抜価格￥570,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：AG1
・マウスピース：4CM
・ケース：ASC-800EC

E♭ Alto Saxophone
YAS-875S 〈特別生産〉

￥682,000（税抜価格￥620,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：AG1S
・マウスピース：4CM
・ケース：ASC-800EC

ヤマハの楽器作り

人と音楽の未来にやさしく
ヤマハ管楽器

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。製造業での鉛フリー化は2006年7月施行のRoHS*

指令の前後から多く見られましたが、対象外の管楽器で無鉛はんだ

を取り入れたのはヤマハが世界初です。無鉛はんだ採用にあたって

は、音質変化への対応、技術的な精度や作業の改善等、新たな

スキルが必要とされましたが、6年以上の研究を重ねた結果、今まで

以上の音質やクオリティを持つ管楽器を製造することができました。

もちろん国内外のヤマハグループの管楽器メンテナンスの現場

でも、無鉛はんだを使用しています。ヤマハはこれからも、音や音楽、

人や自然の未来を見つめながら、管楽器作りに取り組んでまいり

ます。

*「RoHS」： Restriction of Hazardous Substances（危険物質に関する制限）の頭文字。
 電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合（EU）による指令。

■ 二番管
〈YAS-875EX、YAS-875〉
音孔の位置やサイズを見直す
ことで中音域の音程が改善し
ました。

■ オクターブキイ
〈バリトンを除く全機種共通〉
オクターブキイのメカニズム
に、独自のボールジョイントを
採用し、滑らかな動きと抜群
の耐久性を実現しました。

■ 管体素材
〈カスタムシリーズ共通〉
より豊かな響きと、色彩感に満
ちた表現を実現するためにカ
スタムシリーズ専用の素材を
使用しています。

■ U字管補強板
〈YAS-875、YTS-875、YTS-875EX〉
U字管上部に補強板を取り付
けています。低音域の奥行き
のある響きやコントロールの
しやすさを実現しました。

■ 3点ベル支柱
〈YAS-875、YTS-875〉
パワフルな鳴りのための３点
支柱。フォルテシモでも確かな
響きを約束します。

カスタム875シリーズ 特殊仕上げモデル

金メッキ仕上げ銀メッキ仕上げ

■ ケース
ASC-800EC（アルト用）
軽量で耐久性にも優れた専用ケース。ショルダーストラップ、バッ
クパックストラップも装備、3WAYで使用していただけます。
TSC-875EX（テナー用）
軽量で耐久性にも優れた、高級感あふれる専用ケース。便利な
ショルダーストラップ付き。

ASC-800EC TSC-875EX

特別生産で承っています。
詳細は18ページを
ご参照ください。
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程良い抵抗感と心地よい吹奏感を持つ875。
重厚で豊かな音色は最低音から最高音まで安定した音程が魅力です。
ストレスを感じさせないキイワークで、奏者の思いを自由に表現できる楽器です。

875  威厳あふれる豊かな音色。

B♭ Tenor Saxophone
YTS-875
￥660,000（税抜価格￥600,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：TV1
・マウスピース：4CM
・ケース：TSC-875EX

B♭ Tenor Saxophone
YTS-875S 〈特別生産〉

￥737,000（税抜価格￥670,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：TV1S
・マウスピース：4CM
・ケース：TSC-875EX

E♭ Alto Saxophone
YAS-875
￥627,000（税抜価格￥570,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：AG1
・マウスピース：4CM
・ケース：ASC-800EC

E♭ Alto Saxophone
YAS-875S 〈特別生産〉

￥682,000（税抜価格￥620,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：AG1S
・マウスピース：4CM
・ケース：ASC-800EC

ヤマハの楽器作り

人と音楽の未来にやさしく
ヤマハ管楽器

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。製造業での鉛フリー化は2006年7月施行のRoHS*

指令の前後から多く見られましたが、対象外の管楽器で無鉛はんだ

を取り入れたのはヤマハが世界初です。無鉛はんだ採用にあたって

は、音質変化への対応、技術的な精度や作業の改善等、新たな

スキルが必要とされましたが、6年以上の研究を重ねた結果、今まで

以上の音質やクオリティを持つ管楽器を製造することができました。

もちろん国内外のヤマハグループの管楽器メンテナンスの現場

でも、無鉛はんだを使用しています。ヤマハはこれからも、音や音楽、

人や自然の未来を見つめながら、管楽器作りに取り組んでまいり

ます。

*「RoHS」： Restriction of Hazardous Substances（危険物質に関する制限）の頭文字。
 電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合（EU）による指令。

■ 二番管
〈YAS-875EX、YAS-875〉
音孔の位置やサイズを見直す
ことで中音域の音程が改善し
ました。

■ オクターブキイ
〈バリトンを除く全機種共通〉
オクターブキイのメカニズム
に、独自のボールジョイントを
採用し、滑らかな動きと抜群
の耐久性を実現しました。

■ 管体素材
〈カスタムシリーズ共通〉
より豊かな響きと、色彩感に満
ちた表現を実現するためにカ
スタムシリーズ専用の素材を
使用しています。

■ U字管補強板
〈YAS-875、YTS-875、YTS-875EX〉
U字管上部に補強板を取り付
けています。低音域の奥行き
のある響きやコントロールの
しやすさを実現しました。

■ 3点ベル支柱
〈YAS-875、YTS-875〉
パワフルな鳴りのための３点
支柱。フォルテシモでも確かな
響きを約束します。

カスタム875シリーズ 特殊仕上げモデル

金メッキ仕上げ銀メッキ仕上げ

■ ケース
ASC-800EC（アルト用）
軽量で耐久性にも優れた専用ケース。ショルダーストラップ、バッ
クパックストラップも装備、3WAYで使用していただけます。
TSC-875EX（テナー用）
軽量で耐久性にも優れた、高級感あふれる専用ケース。便利な
ショルダーストラップ付き。

ASC-800EC TSC-875EX

特別生産で承っています。
詳細は18ページを
ご参照ください。
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様々なジャンルの音楽表現に対応し、プレイヤーが思い通りに音を創造できるカスタムサクソフォン82Z。
全音域でムラのない安定感。多彩な音色と心地よい吹奏感。
欲求と感性のままに、心から音を楽しむことができるモデルです。

■ ネック
〈YAS-82Z、YTS-82Z〉
自由度が高く表現の幅が広い
V1ネックを標準装備。
抜群の吹奏感でダイナミクス
レンジが広く、息がしっかり入
るため余すところなく楽器を
鳴らすことができます。

全ての感情をサウンドにこめられること。
82Zにはそれがある。

SSC-820

TSC-820

ASC-820

B♭ Tenor Saxophone
YTS-82Z
￥561,000（税抜価格￥510,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：TV1
・マウスピース：4CM
・ケース：TSC-820

B♭ Tenor Saxophone
YTS-82ZS 〈特別生産〉

￥638,000（税抜価格￥580,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：TV1S
・マウスピース：4CM
・ケース：TSC-820

E ♭ Alto Saxophone
YAS-82Z
￥495,000（税抜価格￥450,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：AV1
・マウスピース：4CM
・ケース：ASC-820

B♭ Soprano Saxophone
YSS-82Z
￥495,000（税抜価格￥450,000）
・ゴールドラッカー仕上げ

YSS-82ZS 〈特別生産〉

￥539,000（税抜価格￥490,000）
・銀メッキ仕上げ

・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：本体一体式ストレートネック
・マウスピース：4CM
・ケース：SSC-820

B♭ Soprano Saxophone
YSS-82ZR
￥506,000（税抜価格￥460,000）
・ゴールドラッカー仕上げ

YSS-82ZRS 〈特別生産〉

￥550,000（税抜価格￥500,000）
・銀メッキ仕上げ

・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：本体一体式カーブドネック
・マウスピース：4CM
・ケース：SSC-820

E♭ Alto Saxophone
YAS-82ZS 〈特別生産〉

￥550,000（税抜価格￥500,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：AV1S
・マウスピース：4CM
・ケース：ASC-820

■ メタルレゾネーターパッド
〈YAS-82Z、YTS-82Z〉
抜群のレスポンスでダイナミクスレンジが広がります。
高音域から低音域までの発音性がよくなり、早いパッ
セージも難なくこなせます。

※プラスチックレゾネーターパッドへの交換が可能です。（特別生産で承ってい
ます。ご注文をお受けしてから納品まで４～５ヵ月間のお時間をいただきます。）

■ 可動式フロントFキイ
〈YAS/YTS-82Z、YTS-875EX/875〉
フロントFキイを可動式にする
ことでキイの開きを調整でき、
奏者の様々な好みに対応が可
能です。

■ ストラップリング
〈82Zシリーズ共通〉
様々なフックサイズに対応可
能な、特大サイズのネックスト
ラップリングを採用しました。

■ ワンピースネック
〈YSS-82Z、YSS-82ZR〉
ネックとボディとの接合部が無
い完全なワンピースとすること
で、スムーズでフリーな吹奏感
を実現しました。

■ ケース
超軽量で耐久性にも優れた、高級感あふれる82Z専用
ケース。便利なショルダーストラップ付き。

AV1

TV1

カスタムZシリーズ 特殊仕上げモデル
特別生産で承っています。詳細は18ページをご参照ください。

ブラックラッカー仕上げ アンラッカー仕上げ

YAS-82Z/YTS-82Z High F ♯キイなしモデル

特別生産で承っています。
詳細は18ページを
ご参照ください。

High F ♯キイ付き High F ♯キイなし

YSS-82Z YSS-82ZR

金メッキ仕上げ銀メッキ仕上げアーティストが語る
YAS-82Z
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様々なジャンルの音楽表現に対応し、プレイヤーが思い通りに音を創造できるカスタムサクソフォン82Z。
全音域でムラのない安定感。多彩な音色と心地よい吹奏感。
欲求と感性のままに、心から音を楽しむことができるモデルです。

■ ネック
〈YAS-82Z、YTS-82Z〉
自由度が高く表現の幅が広い
V1ネックを標準装備。
抜群の吹奏感でダイナミクス
レンジが広く、息がしっかり入
るため余すところなく楽器を
鳴らすことができます。

全ての感情をサウンドにこめられること。
82Zにはそれがある。

SSC-820

TSC-820

ASC-820

B♭ Tenor Saxophone
YTS-82Z
￥561,000（税抜価格￥510,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：TV1
・マウスピース：4CM
・ケース：TSC-820

B♭ Tenor Saxophone
YTS-82ZS 〈特別生産〉

￥638,000（税抜価格￥580,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：TV1S
・マウスピース：4CM
・ケース：TSC-820

E ♭ Alto Saxophone
YAS-82Z
￥495,000（税抜価格￥450,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：AV1
・マウスピース：4CM
・ケース：ASC-820

B♭ Soprano Saxophone
YSS-82Z
￥495,000（税抜価格￥450,000）
・ゴールドラッカー仕上げ

YSS-82ZS 〈特別生産〉

￥539,000（税抜価格￥490,000）
・銀メッキ仕上げ

・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：本体一体式ストレートネック
・マウスピース：4CM
・ケース：SSC-820

B♭ Soprano Saxophone
YSS-82ZR
￥506,000（税抜価格￥460,000）
・ゴールドラッカー仕上げ

YSS-82ZRS 〈特別生産〉

￥550,000（税抜価格￥500,000）
・銀メッキ仕上げ

・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：本体一体式カーブドネック
・マウスピース：4CM
・ケース：SSC-820

E♭ Alto Saxophone
YAS-82ZS 〈特別生産〉

￥550,000（税抜価格￥500,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：1 枚取り
・ネック：AV1S
・マウスピース：4CM
・ケース：ASC-820

■ メタルレゾネーターパッド
〈YAS-82Z、YTS-82Z〉
抜群のレスポンスでダイナミクスレンジが広がります。
高音域から低音域までの発音性がよくなり、早いパッ
セージも難なくこなせます。

※プラスチックレゾネーターパッドへの交換が可能です。（特別生産で承ってい
ます。ご注文をお受けしてから納品まで４～５ヵ月間のお時間をいただきます。）

■ 可動式フロントFキイ
〈YAS/YTS-82Z、YTS-875EX/875〉
フロントFキイを可動式にする
ことでキイの開きを調整でき、
奏者の様々な好みに対応が可
能です。

■ ストラップリング
〈82Zシリーズ共通〉
様々なフックサイズに対応可
能な、特大サイズのネックスト
ラップリングを採用しました。

■ ワンピースネック
〈YSS-82Z、YSS-82ZR〉
ネックとボディとの接合部が無
い完全なワンピースとすること
で、スムーズでフリーな吹奏感
を実現しました。

■ ケース
超軽量で耐久性にも優れた、高級感あふれる82Z専用
ケース。便利なショルダーストラップ付き。

AV1

TV1

カスタムZシリーズ 特殊仕上げモデル
特別生産で承っています。詳細は18ページをご参照ください。

ブラックラッカー仕上げ アンラッカー仕上げ

YAS-82Z/YTS-82Z High F ♯キイなしモデル

特別生産で承っています。
詳細は18ページを
ご参照ください。

High F ♯キイ付き High F ♯キイなし

YSS-82Z YSS-82ZR

金メッキ仕上げ銀メッキ仕上げ
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世界中の様々なシーンで多くのプレイヤーに愛され、活躍してきた62。
カスタムで培われた技術を継承し、心地よい吹奏感と美しい響きを纏ったモデルは、
更なる高みを目指し続けます。

62   世代を超え受継ぐ伝統の血筋。

B♭ Tenor Saxophone
YTS-62
￥429,000（税抜価格￥390,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：TS-62 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：TSC-600EII

B♭ Tenor Saxophone
YTS-62S
￥506,000（税抜価格￥460,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：TS-62S 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：TSC-600EII

E♭ Alto Saxophone
YAS-62
￥374,000（税抜価格￥340,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：AS-62 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：ASC-600EII

E♭ Alto Saxophone
YAS-62S
￥429,000（税抜価格￥390,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：AS-62S 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：ASC-600EII

■ ネック
〈YAS-62、YTS-62〉
素早いレスポンスでコント
ロールしやすく、心地よい吹奏
感と抵抗感を持つ62専用ネッ
クを搭載。

■ 低音キイ新機構
〈YAS/YTS-82Z、62、スタンダード共通〉
Low B-C ♯キイの連絡を新規
設計、低音部から高音部まで
の全音域でムラのないスムー
ズな吹奏感と音色を実現しま
した。

■ 硬質ニードルスプリング
〈カスタムシリーズ、62〉
バネ性に富んだ硬質鋼を使用
しスムーズかつしなやかなキ
イアクションを実現していま
す。プレイヤーをより音楽表現
に集中させてくれます。

ヤマハの楽器作り

伝統的な技と
先端テクノロジーの融合

楽器を持った瞬間に感じる一体感。余分な

ことにとらわれず音楽に集中させるため

に、600におよぶパーツが一つの楽器とな

り、奏者に応えます。プレイヤーとデザイナ

ーとの対話によって考え抜かれた管体形状

やキイアクションが職人の手によってかた

ちとなり、一本一本施された彫刻がより存

在感を高めます。開放的で広がりのある音

色、快適な吹奏感、正確な音程。ヤマハサ

クソフォンは、多くの職人による伝統的な

技と先端テクノロジーを活かしたデザイン

の融合により到達したパフォーマンスの高

さが人気の秘密です。

AS-62用

TS-62用

■ ネックレシーバー　
〈YAS-62、YTS-62〉
重量感のあるレシーバー採用で、ネッ
クと管体の一体感が増し、より豊かな
響きを実現しました。（写真はYTS-62）

■ 一体座
〈カスタムシリーズ、62〉
複数の支柱をプレートに一体化させる
ことにより、演奏時における適度な抵抗
感と芯のある深い音色をもたらします。

■ 手彫り彫刻
〈カスタムシリーズ、62〉
卓越した技を持つ匠により施
される手彫り彫刻は、美しく細
かな紋様で高級感と存在感を
引き立たせます。
※デザインは各モデルにより
異なります。（写真はYAS-62）

■ ケース
ASC-600EII（アルト用）／TSC-600EII（テナー用）
軽量で耐久性にも優れた専用ケース。ショルダーストラップ、
バックパックストラップも装備、3WAYで使用していただ
けます。

ASC-600EII TSC-600EII

アーティストが語る
YAS-62
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世界中の様々なシーンで多くのプレイヤーに愛され、活躍してきた62。
カスタムで培われた技術を継承し、心地よい吹奏感と美しい響きを纏ったモデルは、
更なる高みを目指し続けます。

62   世代を超え受継ぐ伝統の血筋。

B♭ Tenor Saxophone
YTS-62
￥429,000（税抜価格￥390,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：TS-62 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：TSC-600EII

B♭ Tenor Saxophone
YTS-62S
￥506,000（税抜価格￥460,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：TS-62S 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：TSC-600EII
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YAS-62
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・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
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・ネック：AS-62 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：ASC-600EII
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YAS-62S
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・銀メッキ仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：AS-62S 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：ASC-600EII

■ ネック
〈YAS-62、YTS-62〉
素早いレスポンスでコント
ロールしやすく、心地よい吹奏
感と抵抗感を持つ62専用ネッ
クを搭載。

■ 低音キイ新機構
〈YAS/YTS-82Z、62、スタンダード共通〉
Low B-C ♯キイの連絡を新規
設計、低音部から高音部まで
の全音域でムラのないスムー
ズな吹奏感と音色を実現しま
した。

■ 硬質ニードルスプリング
〈カスタムシリーズ、62〉
バネ性に富んだ硬質鋼を使用
しスムーズかつしなやかなキ
イアクションを実現していま
す。プレイヤーをより音楽表現
に集中させてくれます。

ヤマハの楽器作り

伝統的な技と
先端テクノロジーの融合

楽器を持った瞬間に感じる一体感。余分な

ことにとらわれず音楽に集中させるため

に、600におよぶパーツが一つの楽器とな

り、奏者に応えます。プレイヤーとデザイナ

ーとの対話によって考え抜かれた管体形状

やキイアクションが職人の手によってかた

ちとなり、一本一本施された彫刻がより存

在感を高めます。開放的で広がりのある音

色、快適な吹奏感、正確な音程。ヤマハサ

クソフォンは、多くの職人による伝統的な

技と先端テクノロジーを活かしたデザイン

の融合により到達したパフォーマンスの高

さが人気の秘密です。

AS-62用

TS-62用

■ ネックレシーバー　
〈YAS-62、YTS-62〉
重量感のあるレシーバー採用で、ネッ
クと管体の一体感が増し、より豊かな
響きを実現しました。（写真はYTS-62）

■ 一体座
〈カスタムシリーズ、62〉
複数の支柱をプレートに一体化させる
ことにより、演奏時における適度な抵抗
感と芯のある深い音色をもたらします。

■ 手彫り彫刻
〈カスタムシリーズ、62〉
卓越した技を持つ匠により施
される手彫り彫刻は、美しく細
かな紋様で高級感と存在感を
引き立たせます。
※デザインは各モデルにより
異なります。（写真はYAS-62）

■ ケース
ASC-600EII（アルト用）／TSC-600EII（テナー用）
軽量で耐久性にも優れた専用ケース。ショルダーストラップ、
バックパックストラップも装備、3WAYで使用していただ
けます。

ASC-600EII TSC-600EII

サクソフォン製造工程紹介
webサイト楽器解体全書＞できるまでより
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480&475  より自分らしく、より深く愉しむ。
音の大切なポイント、ネック部分の音の“鳴り”を向上。演奏者の感性を引き出すヤマハ最上位機種、カスタムシリーズのネックへと
交換も可能。上達する歓びをダイレクトに実感できるモデルです。YAS/YTS-480はベル部分に配した手彫りの彫刻も魅力です。 

Standard Series 380 美しく、滑らかな演奏を手に入れる。
上級モデル譲りの外観と滑らかな吹奏感、抜群の操作性がここに。

280 奏でる歓びにめぐりあう。
サクソフォンをはじめる人にとって、大切な基本を重視しました。安定した音程と操作性で、はじめての挑戦をしっかりサポートします。

SSC-475II

ASC-400EII

TSC-400EII

E♭ Alto Saxophone
YAS-480
￥253,000（税抜価格￥230,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：AS-480 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：ASC-400EII

B♭ Tenor Saxophone
YTS-480
￥291,500（税抜価格￥265,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：TS-480 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：TSC-400EII

E♭ Alto Saxophone
YAS-380
￥203,500（税抜価格 ¥185,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：AS-380/280 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：ASC-200EII

E♭ Alto Saxophone
YAS-280
￥154,000（税抜価格￥140,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：AS-380/280 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：ASC-200EII

B♭ Tenor Saxophone
YTS-380
￥225,500（税抜価格￥205,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：TS-380 用ネック
・マウスピース：4C
・ケース：TSC-200EII

B♭ Soprano Saxophone
YSS-475
￥275,000（税抜価格￥250,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：B ♭
・付属キイ：High F ♯、フロントF
・ベル：2 枚取り
・ネック：本体一体式ストレートネック
・マウスピース：4C
・ケース：SSC-475II

ASC-200EII TSC-200EII

■ ケース
〈480、475シリーズ 〉
手さげ、肩掛け、リュック
スタイルの3通りの持ち
方が可能なセミハード
ケース。A4サイズの楽譜
も収納可能な便利な大
型ポケット付き。

■ 手彫り彫刻
〈YAS-480、YTS-480〉
上級モデルと同様の手彫り彫
刻を採用。高級感あふれる外
観です。

■ 上位機種ネックに付替可能
〈YAS-480、YTS-480〉
別売のカスタムネックや62モ
デルのネックも使用可能。プレ
イヤーの個性を引き出します。

■ ケース
〈380、280シリーズ共通〉
手さげ、リュックスタイル
の2通りの持ち方が可能
なセミハードケース。

■ キイガード
〈480、380シリーズ共通〉
調節可能なネジ式ストッパー
を持ったキイガードを採用す
ることにより、上級モデル譲り
の外観を兼ね備えています。
（調節には専門技術が必要で
す。）

■ シーソーキイ
〈480、475、380シリーズ共通〉
左側シーソーキイ（B ♭）に搭載され
たメカニズムにより、滑らかな吹奏
感と高い演奏性が得られます。

■ 可動式指掛け
〈ヤマハサクソフォン共通〉
上下位置や角度の調整可能な指掛
けで、長時間の演奏でも指に負担
がかからず快適です。

「はじめてさん」の疑問や不安を解決！
管楽器のスタートを応援するサイトです。
https://jp.yamaha.com/products/
contents/winds/start/index.html
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音色にこだわりを求める奏者向けの最上位カスタムYBS-82。
低音の太い音色に加え、中高音域で伸びのある煌びやかな音色を実現しソリスティックな表現を可能にしています。
62と480は、カスタムの設計思想を取り入れ、新しいキイレイアウトやベル形状を採用。
低音域での音程が取りやすく、コンパクトでレスポンスの良い吹奏感を持ちながら
62は重厚な音色、480は、軽量な作りとHigh F#キイをなくすことで長時間持っていても疲れにくく、演奏し易い楽器になりました。

Baritone 重厚な低音から軽やかで甘い音色のメロディまで。

E♭ Baritone Saxophone
YBS-82
￥1,320,000
（税抜価格￥1,200,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯
・ベル：一枚取り
・ネック：BC1
・マウスピース：5CM
・ケース：BSC-62III
・ペグ棒付属

E♭ Baritone Saxophone
YBS-82S 〈特別生産〉

￥1,430,000
（抜価格￥1,300,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯
・ベル：一枚取り
・ネック：BC1S
・マウスピース：5CM
・ケース：BSC-62III
・ペグ棒付属

E♭ Baritone Saxophone
YBS-62
￥935,000
（税抜価格￥850,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯
・ベル：二枚取り
・ネック：62 ネック
・マウスピース：5C
・ケース：BSC-62III

E♭ Baritone Saxophone
YBS-480
￥660,000
（税抜価格￥600,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・ベル：二枚取り
・ネック：62 ネック
・マウスピース：5C
・ケース：BSC-41III

■ キイレイアウト
〈全バリトンモデル共通〉
フロントFキイやオクター
ブキイなどのレイアウト
を刷新し軽量化したこと
で、コンパクトに構えるこ
とができ、操作性が向上
しました。

■ ケース
堅牢製にすぐれた専用ハードケース。BSC-62IIIはキャス
ター付き、側面の把手を持って移動させることが可能です。

■ ベル形状
〈全バリトンモデル共通〉
従来モデルよりも全長が
短くなり、音孔のレイアウ
トも刷新、低音域から高
音域まで均一で豊かな
音色をお楽しみいただ
けます。

※重量の重い楽器は十分注意して運搬を行ってください。またケースの把手が壊れた状態や不安定な状態で運搬するのは危険ですので行わないでください。

BSC-41IIIBSC-62III

YBS-82/62 特殊仕上げモデル YBS-82 High F ♯キイなしモデル

特別生産で承っています。
詳細は18ページを
ご参照ください。

特別生産で承っています。
詳細は18ページを
ご参照ください。

High F ♯キイ High F ♯キイあり High F ♯キイなし銀メッキ仕上げ

■ ネック
〈YBS-82〉
新設計のC1ネックを標準装
備。レスポンスの良さが特長
で、歯切れよく、芯のある音を
自由に操ることができます。

■ 管体素材
〈YBS-82〉
より豊かな響きと、色彩感に満
ちた表現を実現するためにカ
スタムシリーズ専用の素材を
使用しています。

■ 一枚取りベル
〈YBS-82〉
一枚のイチョウ型の金属板を
接合し、一本ずつ職人がベル
を成形する伝統的な工法で、
音の立ち上がりがよく色彩豊
かな音色が奏者に応えます。

■ バリトンサクソフォン用ペグ
SAX-PEG BS
￥14,300（税抜価格￥13,000）
本商品は、現行品のYBS-62/
480に装着する事が出来ます。
詳しくは管弦打楽器ご相談窓口
ナビダイヤル 0570-013-808 
にお問い合わせください。

アーティストが語る
YBS-82
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音色にこだわりを求める奏者向けの最上位カスタムYBS-82。
低音の太い音色に加え、中高音域で伸びのある煌びやかな音色を実現しソリスティックな表現を可能にしています。
62と480は、カスタムの設計思想を取り入れ、新しいキイレイアウトやベル形状を採用。
低音域での音程が取りやすく、コンパクトでレスポンスの良い吹奏感を持ちながら
62は重厚な音色、480は、軽量な作りとHigh F#キイをなくすことで長時間持っていても疲れにくく、演奏し易い楽器になりました。

Baritone 重厚な低音から軽やかで甘い音色のメロディまで。

E♭ Baritone Saxophone
YBS-82
￥1,320,000
（税抜価格￥1,200,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯
・ベル：一枚取り
・ネック：BC1
・マウスピース：5CM
・ケース：BSC-62III
・ペグ棒付属

E♭ Baritone Saxophone
YBS-82S 〈特別生産〉

￥1,430,000
（抜価格￥1,300,000）
・銀メッキ仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯
・ベル：一枚取り
・ネック：BC1S
・マウスピース：5CM
・ケース：BSC-62III
・ペグ棒付属

E♭ Baritone Saxophone
YBS-62
￥935,000
（税抜価格￥850,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・付属キイ：High F ♯
・ベル：二枚取り
・ネック：62 ネック
・マウスピース：5C
・ケース：BSC-62III

E♭ Baritone Saxophone
YBS-480
￥660,000
（税抜価格￥600,000）
・ゴールドラッカー仕上げ
・調子：E ♭
・ベル：二枚取り
・ネック：62 ネック
・マウスピース：5C
・ケース：BSC-41III

■ キイレイアウト
〈全バリトンモデル共通〉
フロントFキイやオクター
ブキイなどのレイアウト
を刷新し軽量化したこと
で、コンパクトに構えるこ
とができ、操作性が向上
しました。

■ ケース
堅牢製にすぐれた専用ハードケース。BSC-62IIIはキャス
ター付き、側面の把手を持って移動させることが可能です。

■ ベル形状
〈全バリトンモデル共通〉
従来モデルよりも全長が
短くなり、音孔のレイアウ
トも刷新、低音域から高
音域まで均一で豊かな
音色をお楽しみいただ
けます。

※重量の重い楽器は十分注意して運搬を行ってください。またケースの把手が壊れた状態や不安定な状態で運搬するのは危険ですので行わないでください。

BSC-41IIIBSC-62III

YBS-82/62 特殊仕上げモデル YBS-82 High F ♯キイなしモデル

特別生産で承っています。
詳細は18ページを
ご参照ください。

特別生産で承っています。
詳細は18ページを
ご参照ください。

High F ♯キイ High F ♯キイあり High F ♯キイなし銀メッキ仕上げ

■ ネック
〈YBS-82〉
新設計のC1ネックを標準装
備。レスポンスの良さが特長
で、歯切れよく、芯のある音を
自由に操ることができます。

■ 管体素材
〈YBS-82〉
より豊かな響きと、色彩感に満
ちた表現を実現するためにカ
スタムシリーズ専用の素材を
使用しています。

■ 一枚取りベル
〈YBS-82〉
一枚のイチョウ型の金属板を
接合し、一本ずつ職人がベル
を成形する伝統的な工法で、
音の立ち上がりがよく色彩豊
かな音色が奏者に応えます。

■ バリトンサクソフォン用ペグ
SAX-PEG BS
￥14,300（税抜価格￥13,000）
本商品は、現行品のYBS-62/
480に装着する事が出来ます。
詳しくは管弦打楽器ご相談窓口
ナビダイヤル 0570-013-808 
にお問い合わせください。



AV1AG AC1B TV1AC1 TC1S TE1AG BC1UL BV1GP

モデル

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムソプラノサクソフォン

カスタムバリトンサクソフォン

プロフェッショナルバリトンサクソフォン

機種

YAS-875EXS
YAS-875S
YAS-82ZS
YTS-875EXS
YTS-875S
YTS-82ZS
YSS-875EXS
YSS-875EXHGS
YSS-82ZS
YSS-82ZRS
YBS-82S
YBS-62S

モデル

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムソプラノサクソフォン

機種

YAS-82ZB
YTS-82ZB
YSS-82ZB
YSS-82ZRB

ブラックラッカー仕上げモデル  〈特別生産〉
明るい音色とシャープなサウンド。吹き応えがあり、ダイナミクスレンジが広く感じられ
ます。良く鳴る楽器で、パワフルなサウンドを求める奏者に好適です。本体はブラックラッ
カー、キイはゴールドラッカー仕上げになります。

モデル

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムソプラノサクソフォン

機種

YAS-875EXG
YAS-875G
YAS-82ZG
YTS-875EXG
YTS-875G
YTS-82ZG
YSS-875EXG
YSS-875EXHGG
YSS-82ZG
YSS-82ZRG

金メッキ仕上げモデル  〈特別生産〉
カスタムの響きをゴールドがさらに深化させ、芯のある力強さと重厚な響きが得られます。
奏者の期待に応えてくれる豊かな表現力や抵抗感ある吹き応えがステージを支えます。

モデル

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムソプラノサクソフォン

機種

YAS-82ZUL
YTS-82ZUL
YSS-82ZUL
YSS-82ZRUL

ケース

ASC-820UL

TSC-820UL

SSC-820

SSC-820

アンラッカー仕上げモデル 〈特別生産〉
ラッカーがかかっていないため、演奏時に管体の振動が奏者に伝わりやすく、そば鳴り
が良いのが特長です。特に奏者には心地良い音色を持ち、また、時間とともにアンティー
クな味わいを増す外観も魅力です。

モデル

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムバリトンサクソフォン

機種

YAS-82ZWOF
YTS-82ZWOF
YAS-82ZULWOF
YTS-82ZULWOF
YBS-82WOF

ケース

ASC-820

TSC-820

ASC-820UL

TSC-820UL

BSC-62III

High F ♯キイなしモデル  〈特別生産〉

音孔の数が少ない分、楽器が自然に鳴るような豊かな音色。

芯のある、フォーカスされた音色を響かせます。

金メッキ仕上げ 銀メッキ仕上げ ブラックラッカー仕上げ アンラッカー仕上げ

※アンラッカー仕上げの写真は経年変化後の一例です。
本商品は工場出荷時にはラッカー仕上げと同じく
一見表面には光沢がありますが
何も表面処理をしておりませんので、　　 
経年変化により表面が変化していきます。 
ご使用、他の環境やメンテナンス方法によって
経年変化の風合いは異なります。 

アンラッカー仕上げモデル
（アルト、テナーサクソフォン）には、
専用のフライトケースが付属します。

Options

High F ♯キイあり

アルト／テナー

High F ♯キイなし High F ♯キイ

銀メッキ仕上げモデル  〈特別生産〉
重量感を持ちながら、柔らかく落ち着いた響きに導く銀メッキ。
ほどよい抵抗感のある吹き心地で、しっとりとした独特の世界を響かせます。

Custom Series Neck, Metal Thumb Hook & Thumb Rest

ソプラノサクソフォン（対象機種：YSS-875EX/875EXHG）
● M1 タイプ ：オーソドックスなモデルで、低音域から高音域まで、音をまとめやすく、明るめの響きが特長です。

● Ｆ1 タイプ ：個性的なモデルで、奏者の要求に応じて率直に反応し、伸びの有る豊かさが特長です。

● Ｇ2（R）タイプ ：奏者が求める芯のある音を実現、レスポンスのよさも特長です。

ネックの種類
品番 / メーカー希望小売価格（税込）

アンラッカー

—

—

—

—

—

—

M1タイプ

F1タイプ

G2タイプ

ストレート

カーブド

ストレート

カーブド

ストレート

カーブド

メタルサムフック& サムレスト
イエローブラス（真鍮）製のサムフック＆サムレストのカスタムパーツセットです。本パーツ装着により心地よい吹奏感と反応を実現し、
同時に遠達性のある響きが得られます。現行品のヤマハサクソフォンであればソプラノからバリトンまでどのモデルでも装着可能です。 

＊本商品は現行品および一部の旧モデルに互換性があります。詳しくは管弦打楽器ご相談窓口ナビダイヤル 0570-013-808 にお問い合わせください。 
＊本商品はお客様による交換取付けはできません。取付けの際には購入店へご相談をお願いいたします。

カスタムシリーズ・ネック
幅広い音楽表現に応える、カスタムシリーズ・ネック。仕上げも各種ご用意。交換することでさまざまな響きのバリエーションが楽しめます。

＊ご注文をお受けしてから納品まで 4～5 カ月間のお時間をいただきます。なお、工場稼動の都合により多少変動する場合があります。

ネックの種類

G1タイプ

V1タイプ

E1タイプ

C1タイプ

アルト用

アルト用

テナー用

バリトン用

アルト用

テナー用

バリトン用

アルト用

テナー用

バリトン用

スターリングシルバー製

品番 / メーカー小売価格（税込）

イエローブラス製
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High F ♯キイあり High F ♯キイなし

バリトン

SG2 SG2R

特殊仕上げモデル  〈特別生産〉

＊特別生産モデルについては、ご注文をお受けしてから納品まで 4～5 カ月間のお時間をいただきます。なお、工場稼動の都合により多少変動する場合があります。

オプショナルメカニズムモデル
＊特別生産モデルについては、ご注文をお受けしてから納品まで 4～5 カ月間のお時間をいただきます。なお、工場稼動の都合により多少変動する場合があります。

アルト、テナーサクソフォン（対象機種：YAS/YTS-875/875EX/82Z/62*/480）
バリトンサクソフォン（対象機種：全機種）
＊YAS/YTS-62 については現行品および一部の旧モデルに互換性があります。詳しくは管弦打楽器ご相談窓口ナビダイヤル 0570-013-808 にお問い合わせください。

● G1 タイプ ：密度がある響き、適度の抵抗感をもちながらも息が入りやすく、特に高音域でのコントロールのしやすさが特長です。

● V1 タイプ ：息がしっかり入り余すところなく楽器を鳴らすことができます。抜群の吹奏感でクリアで豊かな響きが得られます。ダイナミクスレンジの広さが特長です。

● E1 タイプ ：コントロールしやすく、心地よい抵抗感とレスポンスの早さが特長です。

● C1 タイプ ：タイトな吹奏感が吹き心地をより良いものにします。コントロールしやすく安定した音程感と立ち上がりの早さが特長です。

● スターリングシルバー製ネック　：ダイナミクスレンジが広く、パワフルな音量が魅力です。

メーカー希望小売価格（税込）

￥1,397,000
￥1,397,000
￥1,265,000
￥1,650,000
￥1,650,000
￥1,551,000
￥1,232,000
￥1,254,000
￥1,133,000
￥1,144,000

メーカー希望小売価格（税込）

￥682,000
￥682,000
￥550,000
￥737,000
￥737,000
￥638,000
￥638,000
￥660,000
￥539,000
￥550,000
￥1,430,000
￥1,045,000

メーカー希望小売価格（税込）

￥550,000
￥638,000
￥539,000
￥550,000

メーカー希望小売価格（税込）

￥550,000
￥638,000
￥539,000
￥550,000

メーカー希望小売価格（税込）

￥517,000
￥588,500
￥572,000
￥665,500
￥1,353,000

ゴールドラッカー

￥38,500

￥38,500

￥38,500

￥38,500

￥38,500

￥38,500

SM1

SM1R

SF1

SF1R

SG2

SG2R

ゴールドラッカー仕上げ

￥44,000

￥44,000

￥49,500

￥37,400

￥44,000

￥49,500

￥37,400

￥44,000

￥49,500

￥37,400

AG1

AV1

TV1

BV1

AE1

TE1

BE1

AC1

TC1

BC1

銀メッキ仕上げ

￥50,600

￥50,600

￥58,300

￥42,900

￥50,600

￥58,300

￥42,900

￥50,600

￥58,300

￥42,900

AG1S

AV1S

TV1S

BV1S

AE1S

TE1S

BE1S

AC1S

TC1S

BC1S

金メッキ仕上げ

￥82,500

￥82,500

￥99,000

￥75,900

￥82,500

￥99,000

￥75,900

￥82,500

￥99,000

￥75,900

AG1GP

AV1GP

TV1GP

BV1GP

AE1GP

TE1GP

BE1GP

AC1GP

TC1GP

BC1GP

ブラックラッカー仕上げ

￥50,600

￥50,600

￥58,300

￥50,600

￥58,300

￥50,600

￥58,300

AG1B

AV1B

TV1B

̶

AE1B

TE1B

̶

AC1B

TC1B

̶

アンラッカー仕上げ

￥50,600

￥50,600

￥58,300

￥42,900

￥50,600

￥58,300

￥42,900

￥50,600

￥58,300

￥42,900

AG1UL

AV1UL

TV1UL

BV1UL

AE1UL

TE1UL

BE1UL

AC1UL

TC1UL

BC1UL

クリアラッカー仕上げ

￥88,000

￥88,000

￥115,500

￥81,400

￥88,000

￥115,500

￥81,400

￥88,000

￥115,500

￥81,400

AG1AG

AV1AG

TV1AG

BV1AG

AE1AG

TE1AG

BE1AG

AC1AG

TC1AG

BC1AG

銀メッキ

￥42,900

￥42,900

￥42,900

￥42,900

￥42,900

￥42,900

SM1S

SM1RS

SF1S

SF1RS

SG2S

SG2RS

金メッキ

￥66,000

￥66,000

￥66,000

￥66,000

￥66,000

￥66,000

SM1GP

SM1RGP

SF1GP

SF1RGP

SG2GP

SG2RGP

品番

SAX-MT-SET

メーカー希望小売価格（税込）

￥11,000

品名

メタルサムフック&サムレスト

材質

真鍮

仕上げ

ゴールドラッカー



AV1AG AC1B TV1AC1 TC1S TE1AG BC1UL BV1GP

モデル

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムソプラノサクソフォン

カスタムバリトンサクソフォン

プロフェッショナルバリトンサクソフォン

機種

YAS-875EXS
YAS-875S
YAS-82ZS
YTS-875EXS
YTS-875S
YTS-82ZS
YSS-875EXS
YSS-875EXHGS
YSS-82ZS
YSS-82ZRS
YBS-82S
YBS-62S

モデル

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムソプラノサクソフォン

機種

YAS-82ZB
YTS-82ZB
YSS-82ZB
YSS-82ZRB

ブラックラッカー仕上げモデル  〈特別生産〉
明るい音色とシャープなサウンド。吹き応えがあり、ダイナミクスレンジが広く感じられ
ます。良く鳴る楽器で、パワフルなサウンドを求める奏者に好適です。本体はブラックラッ
カー、キイはゴールドラッカー仕上げになります。

モデル

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムソプラノサクソフォン

機種

YAS-875EXG
YAS-875G
YAS-82ZG
YTS-875EXG
YTS-875G
YTS-82ZG
YSS-875EXG
YSS-875EXHGG
YSS-82ZG
YSS-82ZRG

金メッキ仕上げモデル  〈特別生産〉
カスタムの響きをゴールドがさらに深化させ、芯のある力強さと重厚な響きが得られます。
奏者の期待に応えてくれる豊かな表現力や抵抗感ある吹き応えがステージを支えます。

モデル

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムソプラノサクソフォン

機種

YAS-82ZUL
YTS-82ZUL
YSS-82ZUL
YSS-82ZRUL

ケース

ASC-820UL

TSC-820UL

SSC-820

SSC-820

アンラッカー仕上げモデル 〈特別生産〉
ラッカーがかかっていないため、演奏時に管体の振動が奏者に伝わりやすく、そば鳴り
が良いのが特長です。特に奏者には心地良い音色を持ち、また、時間とともにアンティー
クな味わいを増す外観も魅力です。

モデル

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムアルトサクソフォン

カスタムテナーサクソフォン

カスタムバリトンサクソフォン

機種

YAS-82ZWOF
YTS-82ZWOF
YAS-82ZULWOF
YTS-82ZULWOF
YBS-82WOF

ケース

ASC-820

TSC-820

ASC-820UL

TSC-820UL

BSC-62III

High F ♯キイなしモデル  〈特別生産〉

音孔の数が少ない分、楽器が自然に鳴るような豊かな音色。

芯のある、フォーカスされた音色を響かせます。

金メッキ仕上げ 銀メッキ仕上げ ブラックラッカー仕上げ アンラッカー仕上げ

※アンラッカー仕上げの写真は経年変化後の一例です。
本商品は工場出荷時にはラッカー仕上げと同じく
一見表面には光沢がありますが
何も表面処理をしておりませんので、　　 
経年変化により表面が変化していきます。 
ご使用、他の環境やメンテナンス方法によって
経年変化の風合いは異なります。 

アンラッカー仕上げモデル
（アルト、テナーサクソフォン）には、
専用のフライトケースが付属します。

Options

High F ♯キイあり

アルト／テナー

High F ♯キイなし High F ♯キイ

銀メッキ仕上げモデル  〈特別生産〉
重量感を持ちながら、柔らかく落ち着いた響きに導く銀メッキ。
ほどよい抵抗感のある吹き心地で、しっとりとした独特の世界を響かせます。

Custom Series Neck, Metal Thumb Hook & Thumb Rest

ソプラノサクソフォン（対象機種：YSS-875EX/875EXHG）
● M1 タイプ ：オーソドックスなモデルで、低音域から高音域まで、音をまとめやすく、明るめの響きが特長です。

● Ｆ1 タイプ ：個性的なモデルで、奏者の要求に応じて率直に反応し、伸びの有る豊かさが特長です。

● Ｇ2（R）タイプ ：奏者が求める芯のある音を実現、レスポンスのよさも特長です。

ネックの種類
品番 / メーカー希望小売価格（税込）

アンラッカー

—

—

—

—

—

—

M1タイプ

F1タイプ

G2タイプ

ストレート

カーブド

ストレート

カーブド

ストレート

カーブド

メタルサムフック& サムレスト
イエローブラス（真鍮）製のサムフック＆サムレストのカスタムパーツセットです。本パーツ装着により心地よい吹奏感と反応を実現し、
同時に遠達性のある響きが得られます。現行品のヤマハサクソフォンであればソプラノからバリトンまでどのモデルでも装着可能です。 

＊本商品は現行品および一部の旧モデルに互換性があります。詳しくは管弦打楽器ご相談窓口ナビダイヤル 0570-013-808 にお問い合わせください。 
＊本商品はお客様による交換取付けはできません。取付けの際には購入店へご相談をお願いいたします。

カスタムシリーズ・ネック
幅広い音楽表現に応える、カスタムシリーズ・ネック。仕上げも各種ご用意。交換することでさまざまな響きのバリエーションが楽しめます。

＊ご注文をお受けしてから納品まで 4～5 カ月間のお時間をいただきます。なお、工場稼動の都合により多少変動する場合があります。

ネックの種類

G1タイプ

V1タイプ

E1タイプ

C1タイプ

アルト用

アルト用

テナー用

バリトン用

アルト用

テナー用

バリトン用

アルト用

テナー用

バリトン用

スターリングシルバー製

品番 / メーカー小売価格（税込）

イエローブラス製

18 19

High F ♯キイあり High F ♯キイなし

バリトン

SG2 SG2R

特殊仕上げモデル  〈特別生産〉

＊特別生産モデルについては、ご注文をお受けしてから納品まで 4～5 カ月間のお時間をいただきます。なお、工場稼動の都合により多少変動する場合があります。

オプショナルメカニズムモデル
＊特別生産モデルについては、ご注文をお受けしてから納品まで 4～5 カ月間のお時間をいただきます。なお、工場稼動の都合により多少変動する場合があります。

アルト、テナーサクソフォン（対象機種：YAS/YTS-875/875EX/82Z/62*/480）
バリトンサクソフォン（対象機種：全機種）
＊YAS/YTS-62 については現行品および一部の旧モデルに互換性があります。詳しくは管弦打楽器ご相談窓口ナビダイヤル 0570-013-808 にお問い合わせください。

● G1 タイプ ：密度がある響き、適度の抵抗感をもちながらも息が入りやすく、特に高音域でのコントロールのしやすさが特長です。

● V1 タイプ ：息がしっかり入り余すところなく楽器を鳴らすことができます。抜群の吹奏感でクリアで豊かな響きが得られます。ダイナミクスレンジの広さが特長です。

● E1 タイプ ：コントロールしやすく、心地よい抵抗感とレスポンスの早さが特長です。

● C1 タイプ ：タイトな吹奏感が吹き心地をより良いものにします。コントロールしやすく安定した音程感と立ち上がりの早さが特長です。

● スターリングシルバー製ネック　：ダイナミクスレンジが広く、パワフルな音量が魅力です。

メーカー希望小売価格（税込）

￥1,397,000
￥1,397,000
￥1,265,000
￥1,650,000
￥1,650,000
￥1,551,000
￥1,232,000
￥1,254,000
￥1,133,000
￥1,144,000

メーカー希望小売価格（税込）

￥682,000
￥682,000
￥550,000
￥737,000
￥737,000
￥638,000
￥638,000
￥660,000
￥539,000
￥550,000
￥1,430,000
￥1,045,000

メーカー希望小売価格（税込）

￥550,000
￥638,000
￥539,000
￥550,000

メーカー希望小売価格（税込）

￥550,000
￥638,000
￥539,000
￥550,000

メーカー希望小売価格（税込）

￥517,000
￥588,500
￥572,000
￥665,500
￥1,353,000

ゴールドラッカー

￥38,500

￥38,500

￥38,500

￥38,500

￥38,500

￥38,500

SM1

SM1R

SF1

SF1R

SG2

SG2R

ゴールドラッカー仕上げ

￥44,000

￥44,000

￥49,500

￥37,400

￥44,000

￥49,500

￥37,400

￥44,000

￥49,500

￥37,400

AG1

AV1

TV1

BV1

AE1

TE1

BE1

AC1

TC1

BC1

銀メッキ仕上げ

￥50,600

￥50,600

￥58,300

￥42,900

￥50,600

￥58,300

￥42,900

￥50,600

￥58,300

￥42,900

AG1S

AV1S

TV1S

BV1S

AE1S

TE1S

BE1S

AC1S

TC1S

BC1S

金メッキ仕上げ

￥82,500

￥82,500

￥99,000

￥75,900

￥82,500

￥99,000

￥75,900

￥82,500

￥99,000

￥75,900

AG1GP

AV1GP

TV1GP

BV1GP

AE1GP

TE1GP

BE1GP

AC1GP

TC1GP

BC1GP

ブラックラッカー仕上げ

￥50,600

￥50,600

￥58,300

￥50,600

￥58,300

￥50,600

￥58,300

AG1B

AV1B

TV1B

̶

AE1B

TE1B

̶

AC1B

TC1B

̶

アンラッカー仕上げ

￥50,600

￥50,600

￥58,300

￥42,900

￥50,600

￥58,300

￥42,900

￥50,600

￥58,300

￥42,900

AG1UL

AV1UL

TV1UL

BV1UL

AE1UL

TE1UL

BE1UL

AC1UL

TC1UL

BC1UL

クリアラッカー仕上げ

￥88,000

￥88,000

￥115,500

￥81,400

￥88,000

￥115,500

￥81,400

￥88,000

￥115,500

￥81,400

AG1AG

AV1AG

TV1AG

BV1AG

AE1AG

TE1AG

BE1AG

AC1AG

TC1AG

BC1AG

銀メッキ

￥42,900

￥42,900

￥42,900

￥42,900

￥42,900

￥42,900

SM1S

SM1RS

SF1S

SF1RS

SG2S

SG2RS

金メッキ

￥66,000

￥66,000

￥66,000

￥66,000

￥66,000

￥66,000

SM1GP

SM1RGP

SF1GP

SF1RGP

SG2GP

SG2RGP

品番

SAX-MT-SET

メーカー希望小売価格（税込）

￥11,000

品名

メタルサムフック&サムレスト

材質

真鍮

仕上げ

ゴールドラッカー



サクソフォン仕様・価格一覧マウスピース
ご自分に合ったティップオープニングとフェイシングのマウスピースをお選びください。

Mouthpieces & Accessories Specifications

❶  ティップオープニング

❷  フェイシング

20 21

スタンダードシリーズ

バリトン テナー アルト ソプラノ

カスタムシリーズ

バリトン テナー アルト ソプラノ

カスタムシリーズ・マウスピース
柔軟な表現力と豊かな響きで、クラシックからジャズまであらゆるジャンルで活躍する
カスタムマウスピース。アルト用はティップオープニング、フェイシングを変更。
くわえやすく、アンブシェアコントロールがしやすい形状で、音の遠達性もよく、
柔らかく美しい音色をお楽しみいただけます。

スタンダードシリーズ・マウスピース
音に透明感を与え、リードの振動をあますことなく伝えるフェノール樹脂を採用。息
の流れがスムーズで、軽快なレスポンスを持っています。吹きやすく初心者向けです。

❶ ティップオープニング
リードとマウスピース先端のひらき。狭いと安定性が良くクリアな音になり、
広いと抵抗が増しますが音量が豊かになります。

❷ フェイシング
リードが振動する部分の長さ。長いとレガートが掛けやすく太い音になり、
短いと音切れの良い明快な音になります。

お手入れ用品＆アクセサリー ※記載価格はメーカー希望小売価格で税込金額を表示しています。

・ キイオイル（ヘヴィー） ￥1,210
・ オイル用ノズル（キイオイル用） ￥352
・ ラッカークロス（M）￥1,320
・ シルバークロス（M）¥1,320/（L）￥1,870/（スリム）￥990
・ ポリシングクロス（S)¥550/（M）¥660/（L）¥1,100/（LL）¥1,870
・ ポリシングクロスDX（M）¥935/（L）¥1,320
・ シルバーポリッシュ ￥1,100
・ ラッカーポリッシュ ￥1,045
・ メタルポリッシュ ￥1,045
・ シルバープロテクター ￥1,430
・ ブラスソープ ￥880
・ マウスピースクリーナー ￥1,265
・ トーンホールクリーナー ￥473
・ コルクグリス/コルクグリススティック 各￥660

・ コルクグリスジェル ￥770
・ マウスピースパッチ
（S：0.1～0.2mm）、（M：0.1～0.5mm）、（Mソフト：0.5mm、0.8mm） 各￥1,078
・ サクソフォンネックブラシ ￥1,210
・ クリーニングスワブ（S）￥880/（SAX）￥2,200/（SS）￥2,310
・ モンスタースワブ（SS）￥2,640/（AS）¥2,750/（TS）￥3,080/（BS）¥4,510
・ クリーニングペーパー ￥506
・ パウダーペーパー ￥616
・ ポリシングガーゼ （S)￥660/(L)￥990
・ ウォーターシート￥880
・ ストラップ（DX2）￥5,500
・ リードケース プラスチック製（ソプラノ/アルト用）
（ダークブルー/ピンク/ホワイト） 各￥2,970

お手入れセット（アルト/テナーサクソフォン用） ￥4,950
・ キイオイル（ヘヴィー）
・ ポリシングクロス（M）
・ クリーニングスワブ（S・SAX）
・ 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

ソプラノサクソフォン（B ♭）、バリトンサクソフォン（E ♭）

アルトサクソフォン（E ♭）、テナーサクソフォン（B ♭）

モデル グレード 品番 ❶ティップオープニング ❷フェイシング 特長 メーカー希望小売価格（税込）

ソプラノサクソフォン
カスタム

3CM 1.20mm 19mm 輝かしくシャープな音色を持ち、スムーズに息が通り、鳴らしやすいのが特長です。 ￥13,200

4CM 1.25mm 19mm 適度な抵抗感と明るい響きを持ち、ソロはもちろん、アンサンブルや吹奏楽にもおすすめです。 ￥13,200

5CM 1.30mm 19mm 深みと輪郭がはっきりした明るい音色を持ち、心地よい吹奏感が特長です。 ￥13,200

6CM 1.35mm 19mm 柔らかな落ち着きのある音色を持ち、必要な抵抗を持った吹奏感が特長です。 ￥13,200

7CM 1.40mm 19mm
リードの小ささを感じさせない吹奏感と抵抗感を持ち、ふくよかな音色が特長です。
アルトとの持ち替えもスムーズです。

￥13,200

スタンダード 4C 1.20mm 19mm 吹奏感のよさとソプラノサクソフォンらしい音色を持ち、初心者の方にもおすすめです。 ¥5,500

アルトサクソフォン
カスタム

3CM 1.40mm 22mm まとまりよく繊細な音色を持ち、現代クラシック音楽などに向いてます。 ￥14,300

4CM 1.50mm 22mm 標準的な落ち着いた音色を持ち、クラシックや吹奏楽に最適です。 ￥14,300

5CM 1.60mm 22mm
どの音域でもバランス良く鳴らせ、ほどよいパワーを持ち、繊細なニュアンスも表現しやすいモデルです。
クラシックはもちろん、ジャズやポップスなどジャンルを問わないオールラウンダーです。

￥14,300

6CM 1.70mm 22mm 比較的明るい音色を持ち、ダイナミクスもコントロールしやすいのが特長です。 ￥14,300

7CM 1.80mm 22mm
ホール全体を響かせる音量や、ジャズやポップスなどで太い音色を求めている人に最適です。
音が割れにくく、充分な抵抗感があるのが特長です。

￥14,300

スタンダード 4C 1.60mm 23mm バランスがよく、吹奏楽はもちろん、ジャズやポップスを始めたい初心者の方にもおすすめです。 ￥6,050

テナーサクソフォン

カスタム

3CM 1.60mm 24mm 吹奏感が軽く繊細な音色を持ち、細かなニュアンスを作ることができます。 ￥16,500

4CM 1.70mm 24mm
心地よい吹奏感と落ち着きのある音色で、全ての音域でバランスよく鳴らせます。
クラシックはもちろん、ジャズやポップスにもおすすめです。

￥16,500

5CM 1.80mm 24mm バランスのよい抵抗感を持ち、コントロール性に優れています。やや落ち着いた柔らかな音色が特長です。 ￥16,500

6CM 1.90mm 24mm 明るい音色と鳴りのよさが特長です。リードの響きをダイレクトに伝えることができます。 ￥16,500

7CM 2.00mm 24mm
充分な抵抗感と太く重厚感のある響きが特長です。
ホール全体に響かせる音量や、ジャズやポップスなどで太い音色を求めている人に最適です。

￥16,500

スタンダード 4C 1.70mm 24mm
適度な抵抗感もあり、バランスのよいモデルです。
吹奏楽はもちろん、ジャズやポップスを始めたい初心者の方にもおすすめです。

￥6,600

バリトンサクソフォン

カスタム ５CM 2.10mm 30mm
スリムな形状で発音もしやすく、コントロール性に優れ、クリアな音色で奏者の想う色彩豊かな音楽表現を
可能にします。リガチャー、マウスピースキャップはテナーサクソフォン用をお使いください。

￥26,400

スタンダード 5C 2.10mm 28mm
非常に吹きやすく、全音域で音ムラがなく、バリトンらしい音色を持っています。
標準的な開きで、あらゆるジャンルで使え、持ち替えもスムーズです。

￥8,800

品名 品番 硬さ（＊） 価格（税込）  

NEW　
アルトサクソフォン用（1 枚）

 ASR（＊） 21/2 (25)

3 (30)

31/2 (35)

￥1,980

NEW　
テナーサクソフォン用（1 枚） 

 TSR（＊） ￥2,200

番手 特長

2½ アンブシュアが鍛えられていなくても吹ける軽い吹奏感

3 2½と３½ の間のバランスでアタックの反応が速い

3½ 適度な抵抗感があり、葦により近い音色

シンセティックリード

アルトサクソフォン用

 NEW

テナーサクソフォン用

 NEW

自然なアンブシュアで楽器演奏に集中できるように吹きやすさ、音の出しやすさを第一に考え、開発されたシ
ンセティック（樹脂）リードです。クセのないクリーンな音色を持ち 2½、３、3½ をラインアップしています。
高い耐久性を備え、マウスピースクリーナー等での洗浄、消毒が可能で安心・安全に使用することができます。



サクソフォン仕様・価格一覧マウスピース
ご自分に合ったティップオープニングとフェイシングのマウスピースをお選びください。

Mouthpieces & Accessories Specifications

❶  ティップオープニング

❷  フェイシング

20 21

スタンダードシリーズ

バリトン テナー アルト ソプラノ

カスタムシリーズ

バリトン テナー アルト ソプラノ

カスタムシリーズ・マウスピース
柔軟な表現力と豊かな響きで、クラシックからジャズまであらゆるジャンルで活躍する
カスタムマウスピース。アルト用はティップオープニング、フェイシングを変更。
くわえやすく、アンブシェアコントロールがしやすい形状で、音の遠達性もよく、
柔らかく美しい音色をお楽しみいただけます。

スタンダードシリーズ・マウスピース
音に透明感を与え、リードの振動をあますことなく伝えるフェノール樹脂を採用。息
の流れがスムーズで、軽快なレスポンスを持っています。吹きやすく初心者向けです。

❶ ティップオープニング
リードとマウスピース先端のひらき。狭いと安定性が良くクリアな音になり、
広いと抵抗が増しますが音量が豊かになります。

❷ フェイシング
リードが振動する部分の長さ。長いとレガートが掛けやすく太い音になり、
短いと音切れの良い明快な音になります。

お手入れ用品＆アクセサリー ※記載価格はメーカー希望小売価格で税込金額を表示しています。

・ キイオイル（ヘヴィー） ￥1,210
・ オイル用ノズル（キイオイル用） ￥352
・ ラッカークロス（M）￥1,320
・ シルバークロス（M）¥1,320/（L）￥1,870/（スリム）￥990
・ ポリシングクロス（S)¥550/（M）¥660/（L）¥1,100/（LL）¥1,870
・ ポリシングクロスDX（M）¥935/（L）¥1,320
・ シルバーポリッシュ ￥1,100
・ ラッカーポリッシュ ￥1,045
・ メタルポリッシュ ￥1,045
・ シルバープロテクター ￥1,430
・ ブラスソープ ￥880
・ マウスピースクリーナー ￥1,265
・ トーンホールクリーナー ￥473
・ コルクグリス/コルクグリススティック 各￥660

・ コルクグリスジェル ￥770
・ マウスピースパッチ
（S：0.1～0.2mm）、（M：0.1～0.5mm）、（Mソフト：0.5mm、0.8mm） 各￥1,078
・ サクソフォンネックブラシ ￥1,210
・ クリーニングスワブ（S）￥880/（SAX）￥2,200/（SS）￥2,310
・ モンスタースワブ（SS）￥2,640/（AS）¥2,750/（TS）￥3,080/（BS）¥4,510
・ クリーニングペーパー ￥506
・ パウダーペーパー ￥616
・ ポリシングガーゼ （S)￥660/(L)￥990
・ ウォーターシート￥880
・ ストラップ（DX2）￥5,500
・ リードケース プラスチック製（ソプラノ/アルト用）
（ダークブルー/ピンク/ホワイト） 各￥2,970

お手入れセット（アルト/テナーサクソフォン用） ￥4,950
・ キイオイル（ヘヴィー）
・ ポリシングクロス（M）
・ クリーニングスワブ（S・SAX）
・ 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

ソプラノサクソフォン（B ♭）、バリトンサクソフォン（E ♭）

アルトサクソフォン（E ♭）、テナーサクソフォン（B ♭）
モデル

アルト YAS-875EX YAS-875 YAS-82Z YAS-62 YAS-480 YAS-380 YAS-280

テナー YTS-875EX YTS-875 YTS-82Z YTS-62 YTS-480 YTS-380 —

ベル加工 一枚取り 二枚取り

仕上げ ゴールドラッカー

一体座 ● ● ● ● — — —

ベル支柱 二点式 三点式 二点式

補強版（U 字管内側）
アルト — ● — — — — —

テナー ● ● — — — — —

オクターブキイボールジョイント 洋白製 真鍮製

左側シーソーキイ ● ● ● ● ● ● —

Front F キイ 可動式 固定式 固定式（指貝）

High F♯ キイ ● ● ● ● ● ● ●

Low C♯ 開き止めメカ ● ● ● ● ● ● ●

パッド プラスチックレゾネーター メタルレゾネーター プラスチックレゾネーター

針バネ 硬質ニードルスプリング ステンレススプリング

指貝 白蝶貝 ポリエステル

可動式指掛け ● ● ● ● ● ● ●

彫刻 手彫り —

ネック
アルト AG1 AG1 AV1 62 用 480 用 380/280 用 380/280 用

テナー TE1 TV1 TV1 62 用 480 用 380 用 —

オプションネック対応 ● ● ● ● ● — —

マウスピース 4CM 4CM 4CM 4C 4C 4C 4C

ケース
アルト ASC-800E ASC-800EC ASC-820 ASC-600EII ASC-400EII ASC-200EII ASC-200EII

テナー TSC-875EX TSC-875EX TSC-820 TSC-600EII TSC-400EII TSC-200EII —

メーカー希望小売価格（税込）
アルト ￥627,000 ￥495,000 ￥374,000 ￥253,000 ￥203,500 ￥154,000

テナー ￥660,000 ￥561,000 ￥429,000 ￥291,500 ￥225,500 —

モデル
ソプラノ バリトン

YSS-875EX YSS-875EXHG YSS-82Z YSS-82ZR YSS-475 YBS-82 YBS-62 YBS-480

ベル加工 一枚取り 二枚取り 一枚取り 二枚取り

仕上げ ゴールドラッカー ゴールドラッカー

一体座 ● ● ● ● — ● ● —

オクターブキイボールジョイント 洋白製 —

左側シーソーキイ ● ● ● ● ● ● ● ●

Front F キイ 可動式 固定式 可動式

High F♯ キイ ● ● ● ● ● ● ● —

Low C♯ 開き止めメカ ● ● ● ● ● ● ● ●

パッド プラスチックレゾネーター プラスチックレゾネーター

針バネ 硬質ニードルスプリング ステンレススプリング 硬質ニードルスプリング

指貝 白蝶貝 ポリエステル 白蝶貝 ポリエステル

可動式指掛け ● ● ● ● ● ● ● ●

彫刻 手彫り 機械彫り 手彫り —

ネック SG2/SG2R SG2/SG2R 一体式（ストレート） 一体式（カーブド） 一体式（ストレート） BC1 62 用 62 用

オプションネック対応 ● ● — — — ● ● ●

マウスピース 4CM 4CM 4CM 4CM 4C 5CM 5C 5C

ケース SSC-875EX SSC-875EX SSC-820 SSC-820 SSC-475II BSC-62III BSC-62III BSC-41III

メーカー希望小売価格（税込） ￥594,000 ￥616,000 ￥495,000 ￥506,000 ￥275,000 ￥1,320,000 ￥935,000 ￥660,000

めざせ！
お手入れの達人
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多田誠司　Seiji Tada

洗足学園音楽大学講師

ビンテージの楽器にはないクオリティの高さ、ピッチの正確さなどに惚れ
込み愛用しています。これからもこの楽器と自分のサウンドを追い求めて
いきたいと思います。

三木俊雄　Toshio Miki

尚美学園大学講師、フロントページオーケストラ主宰

設計、リペアの技術者を始め、販売、広報、アーティスト関連のスタッフが長
きにわたり少しずつ、多方面にわたって動き、一つのものを共に作りました。
企業の中で色々な擦り合わせをしながら粘り強く付き合ってくださった
方々の愛情とスピリットをヤマハのサックスに強く感じます。

有村純親　Sumichika Arimura

昭和音楽大学/短期大学、尚美ミュージックカレッジ、
洗足学園音楽大学 各講師、名古屋音楽大学客員教授、Quatuor B

ヤマハサクソフォンはいい意味で楽器の存在を忘れさせてくれます。楽器
を吹くのではなく、あたかも歌っているかのように演奏でき、「音楽」のみに
集中できます。そして聴いている人の心にすーっと入っていく。まさに理想
的ですね。

住谷 美帆　Miho Sumiya

Lumie Saxophone Quartet　ぱんだウインドオーケストラ
2018’スロヴェニア　サクソフォン国際コンクール 1位

ヤマハのサクソフォンを手に取った時のことを今でも覚えています。息を吹き
込むと私が探し求めていたサウンドを奏でることができ、瞬時に心を奪われま
した。また、奏者の音色や音楽性がダイレクトに伝わるのもとても魅力的です。
プレーヤーとして最高の楽器と共に生きていけるのはこの上ない幸せです。

髙畑 次郎　Jiro Takahata
Osaka Shion Wind Orchestra テナーサクソフォン奏者
大阪音楽大学、武庫川女子大学 講師
なんと言っても暖かみのある音色が最大の魅力です。そして全音域に渡って均一
感があり、レガートが美しく繋がります。音程も正確でありながら適度な自由さを残
しているので、響きが頭打ちにならず豊かな音色のまま幅広い表現が可能です。
キィアクションも自然に指にフィットし、効率の良いフィンガリングをサポートしてく
れます。私にとってはいつでもイメージを具現化してくれる頼れるパートナーです。

林田和之　Kazuyuki Hayashida

尚美学園大学講師

ソロ、カルテット、オーケストラ、吹奏楽。様々な現場で期待に応えてくれる
私の愛器「ヤマハ・カスタムサクソフォン」。息を吹き込んだ瞬間に優しく
温もりに溢れた「音」が空間を満たします。この楽器の持つ懐の広さは、
息使いに素直に反応し、音楽の深みを増し、奏者の「歌」を意のままに聴衆
の心へと届けることができるでしょう。

田中靖人　Yasuto Tanaka

東京佼成ウインドオーケストラコンサートマスター、
トルヴェール・クヮルテット、国立音楽大学、愛知県立芸術大学講師、
昭和音楽大学、名古屋音楽大学、札幌大谷大学客員教授

ヤマハサクソフォンが持つ純粋な音。それはまるで人の声のようです。どこま
でも繊細に、どこまでも力強く様々な色に変化します。「奏者の魅力が音に
なる。」いつまでも吹いていたい気持ちになる、私の大切なパートナーです。

ミンディ・エイベア　Mindy Abair

ジャズサクソフォン奏者

ヤマハカスタムZは私のサウンドを新たなレベルへと引き上げてくれます。
私はこの楽器にあらゆる制約を感じません。むしろこの楽器がベストの
自分になろうと思わせてくれます。カスタムZは私の一部でもあり、不可欠
なものです。

ケネス・チェ　Kenneth Tse

ソリスト、アイオワ大学教授、国際サクソフォン協会副会長

暖かでなめらかなサウンド、すばらしい多様性、正確な音と人間工学的に
優れたデザインが、ヤマハサクソフォンを最高の楽器に仕上げてます。
ヤマハサクソフォンは私にとって最高の楽器です。

デイヴ・コーズ　Dave Koz

サクソフォン奏者

私はヤマハサクソフォンの熱烈なファンで、ずっと使い続けています。
YAS-62Sとソプラノは私に必要なものを全て与えてくれ、私の最も信頼して
いる音楽的な仲間です！

堀江 裕介　Yusuke Horie
アリオン・サクソフォン・カルテット　HYMN CHOIR
愛知県立明和高等学校音楽科教諭
「アルルの女」を一節吹いた時、思わず自分の音にスッと涙が流れた、この
YAS875Gとの出会いでした。長く迷っていた自分の音色に大きな光で方向性を指
し示してくれた瞬間でした。スタイルを選ばずに自分の音を作りたい瞬間に作れる、
最高の相棒です。19世紀からの伝統を守りながら、21世紀新たな時代のあらゆる
音楽の可能性に常に寄り添うことのできる、正に「温故知新」を具現化した楽器で
す。バッハがこの音を聴いたら、迷いなくサックスのための作品を書いただろうな。

前田 悠貴　Yuki Maeda

広島ウインドオーケストラ 副首席サクソフォン奏者
エリザベト音楽大学 講師

低音から高音まで豊かに響き、温もりのある音色が気に入っています。操
作性に優れ尚且つレスポンスも良いので、演奏上の余計なストレスが軽減
され、音楽により一層集中することが出来ます。私にとって、演奏する喜び
を与えてくれる楽器です。

井上麻子　Asako Inoue

大阪音楽大学特任准教授

ヤマハのサクソフォンは、音程感・音色も理想的で、いつも音楽のみに集中
して演奏することができます。ソプラノからバリトンまで統一感のある響き
で、弦楽器のような豊かな表現力、そして繊細なコントロールを可能にして
くれるのが魅力です。

小森伸二　Shinji Komori

名古屋音楽大学講師、金城学院大学、同朋高校 各講師

僕にとってヤマハ・カスタムサクソフォンは誰とも違う“自分らしい音”を
出すために必要不可欠な存在です。これからも更にこの楽器とともに音色
を磨いていきたいです。

松原孝政　Takamasa Matsubara

昭和音楽大学、上野学園大学 各講師、
カルテット スピリタス、トリオリベルタ

カスタムEXは、世界最高峰のメカニズムに、明るい音色と、吹いていて
包まれるような豊かな響き、そして、人が、心の中にしまっておくような大切な
言葉さえ、この楽器を通して音に乗せる事を可能にしてくれると思っています。
ヤマハは、自分にとって、表現をするために柔軟性のある最高のパートナーです。

國末貞仁　Sadahito Kunisue

洗足学園音楽大学、京都市立芸術大学 各講師、Quatuor B

ヤマハの音は僕の音。サクソフォンを初めて手にした10歳の頃からこれま
でずっとヤマハの楽器だけを使い続けてきました。ヤマハサクソフォンは
そんな一途な気持ちにさせてくれる魅力を持った、日本が世界に誇る名器
です。

©Ayane Shindo

池上政人　Masato Ikegami

洗足学園音楽大学教授

演奏する者にとって、楽器は唯一の味方。ヤマハのサクソフォンを選んだのは、この
楽器が信頼できる味方になると直感したから。音楽即ち「音」！言葉にならない気
持ち、文章にできない想いを音に込める時、己の息使い、筋肉の動きに素直に反応
してくれる楽器。そんな楽器に出会った。出会った以上、この楽器を最強の「味方」
につけるための精進が始まるのだ。ヤマハサクソフォンが私を新たな挑戦に誘う。

雲井雅人サックス四重奏団　Kumoi Masato Sax Quartet

雲井雅人・佐藤渉・林田和之・西尾貴浩

結成して25年。この「雲カル」はメンバー 4人にとって、かけがえのない音楽
の場となっています。リハーサルでのお互いへの容赦ない高い要求、本番で
の楽しくも真剣なインタープレイ。それらはヤマハのサクソフォンへの信頼
を抜きにしてはあり得ません。私たちの目指すサウンドがここにあります。

Arion Saxophone Quartet（アリオン・サクソフォーン・カルテット）
堀江裕介・小森伸二・佐野功枝・遠藤宏幸
均質な音色と幅広い倍音を伴った立体的なサウンドを生みながら、奏者の
個性を余すことなく引き出してくれるヤマハサクソフォンは、カルテットの
理想を実現させてくれます。奏者間の音楽的対話、きめ細やかなアンサン
ブル、限りなく深い表現に抜群の対応力を持ったこの楽器は、アリオン
サウンドの要になっています。

上野耕平　Kohei Ueno

昭和音楽大学講師、The Rev Saxophone Quartet、
ぱんだウインドオーケストラ コンサートマスター
自分自身の喜怒哀楽や、人間のもつ複雑で不思議な力と向き合い音楽をしてき
ました。まさに人間そのものを表すかのような楽器サクソフォン。とりわけヤマ
ハは音色が美しく、音程を取りやすく、扱いやすいという魅力はもちろん、そこか
らくる音楽表現の豊かさにおいて真価を発揮してくれていると常に感じます。吹
けばわかるこの魅力。これさえあれば全てを表現できる！素晴らしい楽器です。

オーティス・マーフィー　Otis Murphy

インディアナ大学教授

ヤマハ・カスタムサクソフォンは、ひとこと、世界最高の楽器です。

ユージン・ルソー　Eugene Rousseau

ミネソタ大学講師、インディアナ大学名誉教授

私は1972年からずっとヤマハだけを使い続けています。
なぜって？その答えは簡単です。音響的にも機能的にも、そして芸術的
表現にもベストな、この楽器とめぐりあったからです。

ニコラ・プロスト　Nicolas Prost

サン=モール＝デ＝フォッセ音楽院　教授、
コンセール・ラムルー管弦楽団ソロサクソフォニスト

この楽器が大好きです。ヤマハのサクソフォンを吹いていると本当に気分がいいん
です。かつてないほど、私のサクソフォンのサウンドは豊かで、包容力があり、その
一方でレスポンスに優れ、音色も素晴らしく柔軟性に富んでいます。また、V1ネック
が正確な音程を実現し、それがヤマハサクソフォンを並はずれたものにしています。

織田浩司　Koji Orita

洗足学園音楽大学、尚美ミュージックカレッジ専門学校 各講師、
米米CLUB、BIG HORNS BEE
「ヤマハのサウンドが僕の声になる！」話すように、歌うように相手に伝えた
い。そんな想いをヤマハのサクソフォンは、叶えてくれます。サウンドの
良さ、操作性の良さは、いつも楽器のクオリティの高さを感じます。BESTを
目指して楽器作りをするスタッフの皆さんと共に、よりBETTERな自分の
「声」を作っていきたいと思います。

大森義基　Yoshiki Omori

昭和音楽大学/大学院、エリザベト音楽大学、桜美林大学 各講師

ヤマハサクソフォンは手にした瞬間に自分の指とフィットしました。操作性
に優れ、音に優しさを感じます。聞き手に心地良さを、私の音楽にアイデア
を与えてくれる素晴らしい楽器です。これからもヤマハサクソフォンと共に
幅広い表現力、自分の音楽を追求し歩みつづけます。

二宮和弘　Kazuhiro Ninomiya

洗足学園音楽大学 講師、Saxaccord(サクサコール)

初めて手にしたサクソフォンはヤマハプロモデル。そして現在は875EXを
使用。時代とともに進化し続け、研ぎ澄まされてきたピュアな音は、私が
表現したい音楽を、より鮮明に伝えてくれます。

齊藤健太　Kenta Saito

洗足学園音楽大学講師、
ブリッツフィルハーモニックウインズコンサートマスター
楽器を用いた演奏は即ち奏者の「心」の声を表現するということ。共演者と
奏でる美しい和声に欠かせない正確な音程感、ホールの隅々まで音を届か
せる為の音量・遠達性、そして音楽に内在する数多の感情を表現する幅広
く多様な音色。その全てをこの楽器は兼ね備えています。私はこの素晴ら
しいヤマハのサクソフォンを相棒に音楽の深淵に挑み続けます。

中村均一　Kinichi Nakamura

日本大学藝術学部、尚美ミュージックカレッジ専門学校 各講師
ヤマハサクソフォンには日本の技術者の職人魂が感じられます。通常の音域は勿
論、フラジオまで正しい音程で音楽を奏でる事が出来るのは、音響学的な設計力と、
その製造技術の高さを裏付けています。そして更に新しいネックやキイレイアウトな
ど常に進化をする心があります。けれども一度息を吹き込むと、それを忘れてしまう
ほどなめらかで美しい響きには唯々驚き、演奏する楽しさに夢中になるばかりです。

西尾貴浩　Takahiro Nishio

東京吹奏楽団、尚美学園大学講師

私にとってヤマハサクソフォンの最大の魅力は音質です。柔軟性が非常に
高く、奏者の個性により多種多様の音色に変化します。ソプラノからバリト
ンまで理想に近い吹奏感で、心地よくいつまでも吹いていたくなります。
様々なジャンルでどのような状況でも自分の音楽を自由に表現することを
可能にしてくれます。この大切な相棒と共に進化し続けたいです。

須川展也　Nobuya Sugawa

東京芸術大学招聘教授、京都市立芸術大学客員教授、
トルヴェール・クヮルテット

「魔法の音」ヤマハサクソフォンの音は魔法の音。小さなサロンでは美しく
柔らかく、大ホールでは艶があり音が隅々まで届き、外で吹いても響きが
豊か！こんな楽器はあるでしょうか？
ヤマハの魔法の音に出会えて、吹くのが楽しくて仕方ありません！

佐藤 渉　Wataru Sato

東京吹奏楽団、桜美林大学講師

カスタムサクソフォンを購入したのは約20年前のことです。以来一度もこの
楽器に対して不満を覚えたことはありません。最高の楽器を手にしている確
信があるからこそ、これまで自分の演奏技術の向上に集中して活動してくる
ことができました。クリーンな音、乾いた音、クラシック、ジャズ、ポップスのど
んな要求にも応えてくれる最高の一本に巡り合ったと思っています。

ジャン=イブ・フルモー　Jean-Yves Fourmeau

セルジー・ポントワーズ国立音楽院教授

ヤマハのサクソフォンは実にいいですね。豊かで、明るい音で、どの音域で
も素早く反応してくれる。それにメカニズムが非常に正確なのがすばらし
い。優れた職人技があり、どの楽器も非常に手厚くケアしてくれることも
気に入っています。ヤマハサクソフォンは、私にとって、完璧な演奏仲間と
言えます。

アレクサンドル・ドワジー　Alexandre Doisy

ソリスト、トゥーロン国立地方音楽院教授

優れた柔軟性と安定性、そして深い音色により、ヤマハサクソフォンは私に
他では味わえない経験をさせてくれます。そしてその吹奏感の高さは、
室内楽、オーケストラ、ソロなどあらゆる場面で類い稀なものです。

波多江史朗　Shiro Hatae

東京音楽大学講師

艶やかでコンパクトな音色。キイレスポンスはスムーズでしなやか。
サクソフォンが木管楽器である事を再認識できるレガートの均一感。
美しい音楽を美しい音で奏でたい。そんな願いに応えてくれる、私にとって
唯一の楽器です。

原 ひとみ　Hitomi Hara

洗足学園音楽大学、聖徳大学音楽学部 、日本音楽高等学校 各講師、
アンサンブル・オット・ヴォーチ

楽器から発せられる音はその人の“声”のようなもの。ヤマハカスタムは
吹き手の声を素直に受け止め次へ導いてくれる、そんな所が魅力です。
誰でも操作しやすい上に、その人ならではの個性も発揮できる ― 自由に
心の欲するまま音楽を奏でられる楽器です。

遠藤宏幸　Hiroyuki Endo

名古屋芸術大学准教授

ヤマハカスタムは自分の求める音色に応えてくれる包容力があり、安定感
のあるコントロール性は自由な演奏を与えてくれアンサンブルを容易にして
くれます。

崔師碩　Shishuo Cui

昭和音楽大学講師

響き豊かで多彩な音色、自然な運指で良い音程、全音域に渡ってナチュラ
ルに繋がるレガート、ヤマハならではのテクニックです！
奏者の負担を減らし、音楽を表現することに専念できます。
まるで僕を水を得た魚のように興奮させてくれる相棒です。
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篠原康浩　Yasuhiro Shinohara

大阪音楽大学講師

見た目の美しさ。手にした時にわかるフィット感。吹けばどんな要求にも
答えてくれる。ヤマハの楽器はいつも奏者にとって最高の幸福を与えてくれ
ます。私もその中の一人です。

ヤマハを愛する
アーティストはこちら
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多田誠司　Seiji Tada

洗足学園音楽大学講師

ビンテージの楽器にはないクオリティの高さ、ピッチの正確さなどに惚れ
込み愛用しています。これからもこの楽器と自分のサウンドを追い求めて
いきたいと思います。

三木俊雄　Toshio Miki

尚美学園大学講師、フロントページオーケストラ主宰

設計、リペアの技術者を始め、販売、広報、アーティスト関連のスタッフが長
きにわたり少しずつ、多方面にわたって動き、一つのものを共に作りました。
企業の中で色々な擦り合わせをしながら粘り強く付き合ってくださった
方々の愛情とスピリットをヤマハのサックスに強く感じます。

有村純親　Sumichika Arimura

昭和音楽大学/短期大学、尚美ミュージックカレッジ、
洗足学園音楽大学 各講師、名古屋音楽大学客員教授、Quatuor B

ヤマハサクソフォンはいい意味で楽器の存在を忘れさせてくれます。楽器
を吹くのではなく、あたかも歌っているかのように演奏でき、「音楽」のみに
集中できます。そして聴いている人の心にすーっと入っていく。まさに理想
的ですね。

住谷 美帆　Miho Sumiya

Lumie Saxophone Quartet　ぱんだウインドオーケストラ
2018’スロヴェニア　サクソフォン国際コンクール 1位

ヤマハのサクソフォンを手に取った時のことを今でも覚えています。息を吹き
込むと私が探し求めていたサウンドを奏でることができ、瞬時に心を奪われま
した。また、奏者の音色や音楽性がダイレクトに伝わるのもとても魅力的です。
プレーヤーとして最高の楽器と共に生きていけるのはこの上ない幸せです。

髙畑 次郎　Jiro Takahata
Osaka Shion Wind Orchestra テナーサクソフォン奏者
大阪音楽大学、武庫川女子大学 講師
なんと言っても暖かみのある音色が最大の魅力です。そして全音域に渡って均一
感があり、レガートが美しく繋がります。音程も正確でありながら適度な自由さを残
しているので、響きが頭打ちにならず豊かな音色のまま幅広い表現が可能です。
キィアクションも自然に指にフィットし、効率の良いフィンガリングをサポートしてく
れます。私にとってはいつでもイメージを具現化してくれる頼れるパートナーです。

林田和之　Kazuyuki Hayashida

尚美学園大学講師

ソロ、カルテット、オーケストラ、吹奏楽。様々な現場で期待に応えてくれる
私の愛器「ヤマハ・カスタムサクソフォン」。息を吹き込んだ瞬間に優しく
温もりに溢れた「音」が空間を満たします。この楽器の持つ懐の広さは、
息使いに素直に反応し、音楽の深みを増し、奏者の「歌」を意のままに聴衆
の心へと届けることができるでしょう。

田中靖人　Yasuto Tanaka

東京佼成ウインドオーケストラコンサートマスター、
トルヴェール・クヮルテット、国立音楽大学、愛知県立芸術大学講師、
昭和音楽大学、名古屋音楽大学、札幌大谷大学客員教授

ヤマハサクソフォンが持つ純粋な音。それはまるで人の声のようです。どこま
でも繊細に、どこまでも力強く様々な色に変化します。「奏者の魅力が音に
なる。」いつまでも吹いていたい気持ちになる、私の大切なパートナーです。

ミンディ・エイベア　Mindy Abair

ジャズサクソフォン奏者

ヤマハカスタムZは私のサウンドを新たなレベルへと引き上げてくれます。
私はこの楽器にあらゆる制約を感じません。むしろこの楽器がベストの
自分になろうと思わせてくれます。カスタムZは私の一部でもあり、不可欠
なものです。

ケネス・チェ　Kenneth Tse

ソリスト、アイオワ大学教授、国際サクソフォン協会副会長

暖かでなめらかなサウンド、すばらしい多様性、正確な音と人間工学的に
優れたデザインが、ヤマハサクソフォンを最高の楽器に仕上げてます。
ヤマハサクソフォンは私にとって最高の楽器です。

デイヴ・コーズ　Dave Koz

サクソフォン奏者

私はヤマハサクソフォンの熱烈なファンで、ずっと使い続けています。
YAS-62Sとソプラノは私に必要なものを全て与えてくれ、私の最も信頼して
いる音楽的な仲間です！

堀江 裕介　Yusuke Horie
アリオン・サクソフォン・カルテット　HYMN CHOIR
愛知県立明和高等学校音楽科教諭
「アルルの女」を一節吹いた時、思わず自分の音にスッと涙が流れた、この
YAS875Gとの出会いでした。長く迷っていた自分の音色に大きな光で方向性を指
し示してくれた瞬間でした。スタイルを選ばずに自分の音を作りたい瞬間に作れる、
最高の相棒です。19世紀からの伝統を守りながら、21世紀新たな時代のあらゆる
音楽の可能性に常に寄り添うことのできる、正に「温故知新」を具現化した楽器で
す。バッハがこの音を聴いたら、迷いなくサックスのための作品を書いただろうな。

前田 悠貴　Yuki Maeda

広島ウインドオーケストラ 副首席サクソフォン奏者
エリザベト音楽大学 講師

低音から高音まで豊かに響き、温もりのある音色が気に入っています。操
作性に優れ尚且つレスポンスも良いので、演奏上の余計なストレスが軽減
され、音楽により一層集中することが出来ます。私にとって、演奏する喜び
を与えてくれる楽器です。

井上麻子　Asako Inoue

大阪音楽大学特任准教授

ヤマハのサクソフォンは、音程感・音色も理想的で、いつも音楽のみに集中
して演奏することができます。ソプラノからバリトンまで統一感のある響き
で、弦楽器のような豊かな表現力、そして繊細なコントロールを可能にして
くれるのが魅力です。

小森伸二　Shinji Komori

名古屋音楽大学講師、金城学院大学、同朋高校 各講師

僕にとってヤマハ・カスタムサクソフォンは誰とも違う“自分らしい音”を
出すために必要不可欠な存在です。これからも更にこの楽器とともに音色
を磨いていきたいです。

松原孝政　Takamasa Matsubara

昭和音楽大学、上野学園大学 各講師、
カルテット スピリタス、トリオリベルタ

カスタムEXは、世界最高峰のメカニズムに、明るい音色と、吹いていて
包まれるような豊かな響き、そして、人が、心の中にしまっておくような大切な
言葉さえ、この楽器を通して音に乗せる事を可能にしてくれると思っています。
ヤマハは、自分にとって、表現をするために柔軟性のある最高のパートナーです。

國末貞仁　Sadahito Kunisue

洗足学園音楽大学、京都市立芸術大学 各講師、Quatuor B

ヤマハの音は僕の音。サクソフォンを初めて手にした10歳の頃からこれま
でずっとヤマハの楽器だけを使い続けてきました。ヤマハサクソフォンは
そんな一途な気持ちにさせてくれる魅力を持った、日本が世界に誇る名器
です。
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池上政人　Masato Ikegami

洗足学園音楽大学教授

演奏する者にとって、楽器は唯一の味方。ヤマハのサクソフォンを選んだのは、この
楽器が信頼できる味方になると直感したから。音楽即ち「音」！言葉にならない気
持ち、文章にできない想いを音に込める時、己の息使い、筋肉の動きに素直に反応
してくれる楽器。そんな楽器に出会った。出会った以上、この楽器を最強の「味方」
につけるための精進が始まるのだ。ヤマハサクソフォンが私を新たな挑戦に誘う。

雲井雅人サックス四重奏団　Kumoi Masato Sax Quartet

雲井雅人・佐藤渉・林田和之・西尾貴浩

結成して25年。この「雲カル」はメンバー 4人にとって、かけがえのない音楽
の場となっています。リハーサルでのお互いへの容赦ない高い要求、本番で
の楽しくも真剣なインタープレイ。それらはヤマハのサクソフォンへの信頼
を抜きにしてはあり得ません。私たちの目指すサウンドがここにあります。

Arion Saxophone Quartet（アリオン・サクソフォーン・カルテット）
堀江裕介・小森伸二・佐野功枝・遠藤宏幸
均質な音色と幅広い倍音を伴った立体的なサウンドを生みながら、奏者の
個性を余すことなく引き出してくれるヤマハサクソフォンは、カルテットの
理想を実現させてくれます。奏者間の音楽的対話、きめ細やかなアンサン
ブル、限りなく深い表現に抜群の対応力を持ったこの楽器は、アリオン
サウンドの要になっています。

上野耕平　Kohei Ueno

昭和音楽大学講師、The Rev Saxophone Quartet、
ぱんだウインドオーケストラ コンサートマスター
自分自身の喜怒哀楽や、人間のもつ複雑で不思議な力と向き合い音楽をしてき
ました。まさに人間そのものを表すかのような楽器サクソフォン。とりわけヤマ
ハは音色が美しく、音程を取りやすく、扱いやすいという魅力はもちろん、そこか
らくる音楽表現の豊かさにおいて真価を発揮してくれていると常に感じます。吹
けばわかるこの魅力。これさえあれば全てを表現できる！素晴らしい楽器です。

オーティス・マーフィー　Otis Murphy

インディアナ大学教授

ヤマハ・カスタムサクソフォンは、ひとこと、世界最高の楽器です。

ユージン・ルソー　Eugene Rousseau

ミネソタ大学講師、インディアナ大学名誉教授

私は1972年からずっとヤマハだけを使い続けています。
なぜって？その答えは簡単です。音響的にも機能的にも、そして芸術的
表現にもベストな、この楽器とめぐりあったからです。

ニコラ・プロスト　Nicolas Prost

サン=モール＝デ＝フォッセ音楽院　教授、
コンセール・ラムルー管弦楽団ソロサクソフォニスト

この楽器が大好きです。ヤマハのサクソフォンを吹いていると本当に気分がいいん
です。かつてないほど、私のサクソフォンのサウンドは豊かで、包容力があり、その
一方でレスポンスに優れ、音色も素晴らしく柔軟性に富んでいます。また、V1ネック
が正確な音程を実現し、それがヤマハサクソフォンを並はずれたものにしています。

織田浩司　Koji Orita

洗足学園音楽大学、尚美ミュージックカレッジ専門学校 各講師、
米米CLUB、BIG HORNS BEE
「ヤマハのサウンドが僕の声になる！」話すように、歌うように相手に伝えた
い。そんな想いをヤマハのサクソフォンは、叶えてくれます。サウンドの
良さ、操作性の良さは、いつも楽器のクオリティの高さを感じます。BESTを
目指して楽器作りをするスタッフの皆さんと共に、よりBETTERな自分の
「声」を作っていきたいと思います。

大森義基　Yoshiki Omori

昭和音楽大学/大学院、エリザベト音楽大学、桜美林大学 各講師

ヤマハサクソフォンは手にした瞬間に自分の指とフィットしました。操作性
に優れ、音に優しさを感じます。聞き手に心地良さを、私の音楽にアイデア
を与えてくれる素晴らしい楽器です。これからもヤマハサクソフォンと共に
幅広い表現力、自分の音楽を追求し歩みつづけます。

二宮和弘　Kazuhiro Ninomiya

洗足学園音楽大学 講師、Saxaccord(サクサコール)

初めて手にしたサクソフォンはヤマハプロモデル。そして現在は875EXを
使用。時代とともに進化し続け、研ぎ澄まされてきたピュアな音は、私が
表現したい音楽を、より鮮明に伝えてくれます。

齊藤健太　Kenta Saito

洗足学園音楽大学講師、
ブリッツフィルハーモニックウインズコンサートマスター
楽器を用いた演奏は即ち奏者の「心」の声を表現するということ。共演者と
奏でる美しい和声に欠かせない正確な音程感、ホールの隅々まで音を届か
せる為の音量・遠達性、そして音楽に内在する数多の感情を表現する幅広
く多様な音色。その全てをこの楽器は兼ね備えています。私はこの素晴ら
しいヤマハのサクソフォンを相棒に音楽の深淵に挑み続けます。

中村均一　Kinichi Nakamura

日本大学藝術学部、尚美ミュージックカレッジ専門学校 各講師
ヤマハサクソフォンには日本の技術者の職人魂が感じられます。通常の音域は勿
論、フラジオまで正しい音程で音楽を奏でる事が出来るのは、音響学的な設計力と、
その製造技術の高さを裏付けています。そして更に新しいネックやキイレイアウトな
ど常に進化をする心があります。けれども一度息を吹き込むと、それを忘れてしまう
ほどなめらかで美しい響きには唯々驚き、演奏する楽しさに夢中になるばかりです。

西尾貴浩　Takahiro Nishio

東京吹奏楽団、尚美学園大学講師

私にとってヤマハサクソフォンの最大の魅力は音質です。柔軟性が非常に
高く、奏者の個性により多種多様の音色に変化します。ソプラノからバリト
ンまで理想に近い吹奏感で、心地よくいつまでも吹いていたくなります。
様々なジャンルでどのような状況でも自分の音楽を自由に表現することを
可能にしてくれます。この大切な相棒と共に進化し続けたいです。

須川展也　Nobuya Sugawa

東京芸術大学招聘教授、京都市立芸術大学客員教授、
トルヴェール・クヮルテット

「魔法の音」ヤマハサクソフォンの音は魔法の音。小さなサロンでは美しく
柔らかく、大ホールでは艶があり音が隅々まで届き、外で吹いても響きが
豊か！こんな楽器はあるでしょうか？
ヤマハの魔法の音に出会えて、吹くのが楽しくて仕方ありません！

佐藤 渉　Wataru Sato

東京吹奏楽団、桜美林大学講師

カスタムサクソフォンを購入したのは約20年前のことです。以来一度もこの
楽器に対して不満を覚えたことはありません。最高の楽器を手にしている確
信があるからこそ、これまで自分の演奏技術の向上に集中して活動してくる
ことができました。クリーンな音、乾いた音、クラシック、ジャズ、ポップスのど
んな要求にも応えてくれる最高の一本に巡り合ったと思っています。

ジャン=イブ・フルモー　Jean-Yves Fourmeau

セルジー・ポントワーズ国立音楽院教授

ヤマハのサクソフォンは実にいいですね。豊かで、明るい音で、どの音域で
も素早く反応してくれる。それにメカニズムが非常に正確なのがすばらし
い。優れた職人技があり、どの楽器も非常に手厚くケアしてくれることも
気に入っています。ヤマハサクソフォンは、私にとって、完璧な演奏仲間と
言えます。

アレクサンドル・ドワジー　Alexandre Doisy

ソリスト、トゥーロン国立地方音楽院教授

優れた柔軟性と安定性、そして深い音色により、ヤマハサクソフォンは私に
他では味わえない経験をさせてくれます。そしてその吹奏感の高さは、
室内楽、オーケストラ、ソロなどあらゆる場面で類い稀なものです。

波多江史朗　Shiro Hatae

東京音楽大学講師

艶やかでコンパクトな音色。キイレスポンスはスムーズでしなやか。
サクソフォンが木管楽器である事を再認識できるレガートの均一感。
美しい音楽を美しい音で奏でたい。そんな願いに応えてくれる、私にとって
唯一の楽器です。

原 ひとみ　Hitomi Hara

洗足学園音楽大学、聖徳大学音楽学部 、日本音楽高等学校 各講師、
アンサンブル・オット・ヴォーチ

楽器から発せられる音はその人の“声”のようなもの。ヤマハカスタムは
吹き手の声を素直に受け止め次へ導いてくれる、そんな所が魅力です。
誰でも操作しやすい上に、その人ならではの個性も発揮できる ― 自由に
心の欲するまま音楽を奏でられる楽器です。

遠藤宏幸　Hiroyuki Endo

名古屋芸術大学准教授

ヤマハカスタムは自分の求める音色に応えてくれる包容力があり、安定感
のあるコントロール性は自由な演奏を与えてくれアンサンブルを容易にして
くれます。

崔師碩　Shishuo Cui

昭和音楽大学講師

響き豊かで多彩な音色、自然な運指で良い音程、全音域に渡ってナチュラ
ルに繋がるレガート、ヤマハならではのテクニックです！
奏者の負担を減らし、音楽を表現することに専念できます。
まるで僕を水を得た魚のように興奮させてくれる相棒です。

©Seiji Okumiya

篠原康浩　Yasuhiro Shinohara

大阪音楽大学講師

見た目の美しさ。手にした時にわかるフィット感。吹けばどんな要求にも
答えてくれる。ヤマハの楽器はいつも奏者にとって最高の幸福を与えてくれ
ます。私もその中の一人です。



SAXOPHONES

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

※固定電話は、全国市内通話料金でご利用いただけます。
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。

ナビダイヤル（全国共通）TEL.0570-013-808

受付時間：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2-17-11
TEL.03-5488-1684
2022年9月作成
●規格及び仕様は、改良の際予告なく変更する場合があります。
カタログコード -BSA2209

音のエチケット　

ご使用の前に　

美しい音もときには周囲の迷惑になります。ご近所との日頃のお付きあいとともに、ご迷惑にならないよう気配りしましょう。

取扱説明書に記載されている安全へのこころがけの注意事項をよくお読みください。

ヤマハ管楽器ホームページ　 https://jp.yamaha.com/winds/

member.jp.yamaha.com
音楽ファンのための
「ヤマハミュージックメンバーズ」会員募集中！ 

YamahaとMembers（お客さま）を
Musicで結ぶ会員制サービス

● 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。　

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。

ヤマハ管楽器
安心アフターサポート

詳細はこちらから


