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四つ足台 
横打ちの演奏に用いられます。欅製のため大変耐久
性が高いです。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 打面の高さ

4LD110 75,900 1尺1寸（33） 86
4LD120 79,200 1尺2寸（36） 91
4LD130 92,400 1尺3寸（39） 100

★ 4LD140 105,600 1尺4寸（42） 107
4LD150 127,600 1尺5寸（45） 111
4LD160 150,700 1尺6寸（48） 114
4LD170 154,000 1尺7寸（51） 120
4LD180 170,500 1尺8寸（54） 124
4LD190 190,300 1尺9寸（57） 128
4LD200 214,500 2尺� �（60） 132
材質：欅

平置台
伏せ打ちの演奏に用いられます。打面は手前が低く
なります。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 打面の高さ

NOHDC110 77,000 1尺1寸（33） 57
NOHDC120 82,500 1尺2寸（36） 61

★ NOHDC130 88,000 1尺3寸（39） 65
NOHDC140 93,500 1尺4寸（42） 69
NOHDC150 99,000 1尺5寸（45） 74
NOHDC160 108,900 1尺6寸（48） 77

折りたたみ台
斜め打ちの演奏に用いられます。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 打面の高さ

OTD110 66,000 1尺1-2寸（33-36） 78-82
★ OTD130 69,300 1尺3-4寸（39-42） 84-88

OTD150 70,400 1尺5-6寸（45-48） 92-96
OTD170 85,800 1尺7-8寸（51-54） 102-106
OTD190 92,400 1尺9寸-2尺（57-60） 98-102＊

＊太鼓が大きいため重心が下がります。

長胴太鼓・欅（けやき） 
欅は、堅牢で粘りのある材質で強烈な打撃にも耐久
性があります。木目の美しさが秀でています。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm） 付属バチ太鼓口径 胴高
推奨 NDDK110 253,000 1尺1寸（33） 42

BHO128NDDK120 330,000 1尺2寸（36） 45
NDDK130 418,000 1尺3寸（39） 48

推奨 ★ NDDK140 638,000 1尺4寸（42） 52 BHO139NDDK150 759,000 1尺5寸（45） 55
NDDK160 902,000 1尺6寸（48） 58 BHO141NDDK170 1,056,000 1尺7寸（51） 62
NDDK180 1,694,000 1尺8寸（54） 65 BHN151NDDK190 1,804,000 1尺9寸（57） 69
NDDK200 2,002,000 2尺　���（60） 72 BHN161
材質：欅、牛革／バチ付き

長胴太鼓・栓（せん） 
栓は、欅の代用品としてよく使われる木材です。
耐朽性ではやや劣りますが、欅に似た木目を持ちます。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm） 付属バチ太鼓口径 胴高
NDDS110 165,000 1尺1寸（33） 42

BHO128NDDS120 209,000 1尺2寸（36） 45
★ NDDS130 297,000 1尺3寸（39） 48

NDDS140 385,000 1尺4寸（42） 52 BHO139NDDS150 495,000 1尺5寸（45） 55
NDDS160 616,000 1尺6寸（48） 58 BHO141NDDS170 770,000 1尺7寸（51） 62
NDDS180 935,000 1尺8寸（54） 65 BHN151NDDS190 1,100,000 1尺9寸（57） 69
NDDS200 1,430,000 2尺　���（60） 72 BHN161
材質：栓、牛革／バチ付き

長胴太鼓・ふきうるし調栓（せん）
★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm） 付属バチ太鼓口径 胴高
NDFS120� 176,000 1尺2寸（36） 45 BHO128NDFS130 242,000 1尺3寸（39） 48

★ �NDFS140 313,500 1尺4寸（42） 52 BHO139NDFS150 425,700 1尺5寸（45） 55
材質：栓、牛革／バチ付き

長胴太鼓・ふきうるし調欅（けやき） 
ふきうるし調とは、太鼓に茶色の塗料を何度も拭きつ
け、漆調の風合いを出す仕上げです。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm） 付属バチ太鼓口径 胴高
NDFK120� 242,000 1尺2寸（36） 45 BHO128

★ NDFK130� 341,000 1尺3寸（39） 48
NDFK140� 462,000 1尺4寸（42） 52 BHO139�NDFK150� 605,000 1尺5寸（45） 55
材質：欅、牛革／バチ付き

平置十字台
伏せ打ちの演奏に用いられます。打面は水平になり
ます。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 打面の高さ

HJD110 31,900 1尺1寸（33）

70
HJD120 33,000 1尺2寸（36）

★ HJD130 35,200 1尺3寸（39）
HJD140 36,300 1尺4寸（42）
HJD150 39,600 1尺5寸（45）
※ キャスター付価格　本体価格＋6,600円（税込）です。 
約6cm打面が高くなります。

長胴太鼓・欅 NDDK140
四つ足台 4LD140

長胴太鼓・ふきうるし調栓 NDFS140
折りたたみ台 OTD130

長胴太鼓・ふきうるし調欅 NDFK130
平置十字台 HJD130

長胴太鼓・栓 NDDS130
平置台 NOHDC130

岡田屋布施　和太鼓
該当品

教 材

注意：  「太鼓口径」は革の直径、「胴高」は、胴の高さ、台の「打面の高さ」とは、太鼓を台の上に載せた状態で床から太鼓の
中心までの高さを指します。サイズは、商品により多少の差がありますので、予めご了承ください。

長胴太鼓 

https://jp.yamaha.com/products/brands/okadaya/
ヤマハ 岡田屋布施 和太鼓

和太鼓
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附締太鼓・欅（けやき） ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込） 規格 サイズ（cm） 付属バチ革直径 胴高

推奨 TSD100 132,000 1丁掛（紐締め） 35 17� BHO106
推奨 ★ TSD200 187,000 2丁掛（紐締め） 36 18�

BHO117推奨 ★ TSD300 291,500 3丁掛（ボルト締め）
37

23�
推奨 ★ TSD400 321,200 4丁掛（ボルト締め） 27�

材質：欅、牛革／バチ付き

平太鼓・欅（けやき） ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm） 付属バチ太鼓口径 胴高
HRD120 93,500 1尺2寸（36） 11� BHO106

★ HRD130 126,500 1尺3寸（39） 14�
BHO117

★ HRD140 143,000 1尺4寸（42） 15�

材質：欅、牛革／バチ付き

附締太鼓用座台 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込） 規格 サイズ（cm）

打面までの高さ
推奨 ★ TSDD100 17,600 1丁掛・2丁掛 27
推奨 TSDD300 20,900 3丁掛・4丁掛 32

★ TSDD500 20,900 1-4丁掛 1-2丁掛32、3-4丁掛34

材質：TSDD100・TSDD300/樫、TSDD500/鉄

附締太鼓用立奏台 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込） 規格 サイズ（cm）

打面までの高さ
TSDD700 66,000 1丁掛・2丁掛 78

★ TSDD900 71,500 3丁掛・4丁掛 3丁掛78、4丁掛81

平太鼓・欅　HRD140
立奏台 HRRD 

附締太鼓・欅　紐締め　TSD200
座台 TSDD100

附締太鼓・欅　ボルト締め　TSD400
座台 TSDD500

附締太鼓・欅　ボルト締め　TSD300
立奏台 TSDD900

平太鼓・欅　HRD130
座台 HRDD130

附締太鼓

平太鼓用座台 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 打面までの高さ

HRDD120 15,400 1尺2寸（36）
28

★ HRDD130 16,500 1尺3寸（39）
HRDD140 17,600 1尺4寸（42） 29

平太鼓用立奏台 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 打面までの高さ

★ HRRD 66,000 1尺2-4寸 72

●革張替えのご案内
使い込むごとに音に色に味の出てくる太鼓ですが、革は消耗品とお考えください。
革が破れたり胴の傷んだりした太鼓は補修・修理によって新品同様に生まれ
変わります。倉庫に古い太鼓や傷んだ太鼓は眠っていませんか？

●文字入れ
太鼓の胴への文字入れを承ります。卒業生の記念品や贈答品にも最適です。
（1台につき税込価格22,000円）

革張替え料金（目安）

寸法（　）＝cm
価格（税込）

長胴太鼓（両面） 平太鼓（両面） 附締太鼓（片面）
１尺１寸（33） 88,000以上 61,600以上 1丁掛 48,950
１尺２寸（36） 99,000以上 69,300以上 2丁掛 76,450
１尺３寸（39） 110,000以上 80,300以上 3丁掛 103,400
１尺４寸（42） 143,000以上 100,100以上 4丁掛 115,500
１尺５寸（45） 165,000以上 115,500以上
１尺６寸（48） 181,500以上 127,600以上
１尺７寸（51） 198,000以上 138,600以上
１尺８寸（54） 242,000以上 169,400以上
１尺９寸（57） 264,000以上 184,800以上
２尺� （60） 308,000以上 215,600以上

※胴の損傷程度により上記費用に胴修理費用が加算されますのでご相談ください。
※長胴太鼓と平太鼓の片面張替えは、両面張替えの6割の料金になります。
※太鼓の締め直しにつきましてはご相談ください。

平太鼓

https://jp.yamaha.com/products/brands/okadaya/
ヤマハ 岡田屋布施 和太鼓

岡田屋布施　和太鼓
該当品

教 材

和太鼓
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当たり鉦　ATG235

チャッパ　CHP50

拍子木　HYG板ささら　SSR

木魚　MKG40

バチ　MKGB4

団扇太鼓　UWD80

両面柄付太鼓
RED70

バチ（樫材） ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ／長さ×太さ
（　）＝cm

BKS116 3,520 1尺1寸×6分（33×1.8）
★ BKS117 3,630 1尺1寸×7分（33×2.1）

BKS118 3,740 1尺1寸×8分（33×2.4）
BKS119 5,500 1尺1寸×9分（33×2.7）
BKS126 3,740 1尺2寸×6分（36×1.8）
BKS127 3,850 1尺2寸×7分（36×2.1）

★ BKS128 3,960 1尺2寸×8分（36×2.4）
BKS129 5,610 1尺2寸×9分（36×2.7）
BKS136 4,620 1尺3寸×6分（39×1.8）
BKS137 4,950 1尺3寸×7分（39×2.1）
BKS138 5,610 1尺3寸×8分（39×2.4）

★ BKS139 6,270 1尺3寸×9分（39×2.7）

バチ（檜材） ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ／長さ×太さ
（　）＝cm

★ BHN117 3,740 1尺1寸×7分（33×2.1）
★ BHN128 4,400 1尺2寸×8分（36×2.4）
★ BHN139 7,040 1尺3寸×9分（39×2.7）
★ BHN141 7,700 1尺4寸×1寸（42×3）

BHN151 10,780 1尺5寸×1寸1分（45×3.3）
BHN161 17,050 1尺6寸×1寸2分（48×3.6）

バチ（朴材） ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ／長さ×太さ
（　）＝cm

★ BHO105 2,640 1尺×5分（30×1.5）
★ BHO106 2,750 1尺5分×6分（31.5×1.8）
★ BHO117 3,850 1尺1寸×7分（33×2.1）
★ BHO128 4,620 1尺2寸×8分（36×2.4）

BHO139 5,060 1尺3寸×9分（39×2.7）
BHO141 6,820 1尺4寸×1寸（42×3）BHN117 BHN128 BHN139 BHN141BKS117 BKS128 BKS139 BHO105 BHO106 BHO117 BHO128

 檜
ひのき

 
木目が美しく芳香があり、
軽くてしなやかです。
胴打ちの演奏には不向き
です。

朴
ほお

 
檜よりもやや硬さがありま
す。柔らかく、軽い。
初心者向き。

樫
かし

 
硬くて折れにくく、胴打ち
の演奏に適しています。
中・上級者向き。

鳴り物 ／ バチ

木魚（バチ別売） ★は写真掲載あります

品番 価格（税込） サイズ（　）＝cm
MKG35 12,650 3.5寸（10.5）

★ MKG40 14,850 4寸（12）
MKG45 17,600 4.5寸（13.5）

団扇太鼓 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（　）＝cm
太鼓口径

UWD70 20,900 7寸（21）
★ UWD80 26,400 8寸（24）

UWD90 29,700 9寸（27）
UWD100 33,000 1尺（30）
材質：牛革／バチ付き 木魚用バチ ★は写真掲載あります

品番 価格（税込） サイズ（cm）
★ MKGB4 3,410 全長33

神楽鈴 ★は写真掲載あります

品番 価格（税込） サイズ（cm） 材質
★ KGRG 71,500 全長25 鈴：真鍮本金メッキ　円板部分：真鍮本メッキ　持ち手：木製漆塗り（飾り付き）
★ KGRS 6,050 鈴：鉄製　円板部分：紙製　持ち手：木製色付け

両面柄付太鼓 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（　）＝cm
太鼓口径

RED60 20,680 6寸（18）
★ RED70 21,450 7寸（21）

RED80 27,280 8寸（24）
材質：牛革／バチ付き

拍子木 ★は写真掲載あります

品番 価格（税込） サイズ（cm）
★ HYG 7,700 全長24
材質：樫

チャッパ ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込） 規格 サイズ（cm）

直径
CHP40� 13,200 4号 12
CHP45 14,300 4.5号 13.5

★ CHP50 15,400 5号 15
CHP60 17,600 6号 18
材質：真鍮／房付き

当たり鉦 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込） 規格 サイズ（cm）

直径（最大）
★ ATG235 16,500 3.5号 10.5

ATG240 19,800 4号 12.0
ATG245 23,100 4.5号 13.5
ATG250 29,700 5号 15.0
材質：青銅／房付き／バチ付き（ATGB1）

チャッパ房 
品番 価格（税込） 備考

CHPF1 1,760 2本　1セット

当たり鉦バチ（撞木） 
品番 価格（税込） 備考

ATGB1 2,310 ネリ（牛骨）
ATGB2 3,300 鹿角
※ネリより鹿角の方が硬く耐久性が高いです。

当たり鉦房 
品番 価格（税込） 備考

ATGHIMO1 1,760 当たり鉦用

板ささら ★は写真掲載あります

品番 価格（税込） サイズ（cm）
★ SSR 18,700 全長96
材質：檜（ひのき）

鳴り物

バチ

神楽鈴　KGRG

神楽鈴　KGRS

https://jp.yamaha.com/products/brands/okadaya/
ヤマハ 岡田屋布施 和太鼓

※バチは全てペア価格です。

鳴り物/バチ
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長胴太鼓・欅 ND150K2
長胴太鼓用 八丈台 ND8D150

長胴太鼓・目有 ND150M
長胴太鼓用 斜め台 NDND150

桶胴太鼓 OD200
桶胴太鼓用 水平台 ODSD200

長胴太鼓 

桶胴太鼓 
 杉の柾目板を桶状に組んでロープで革を締めた太鼓で、ロープの張り具合によって比較的容易に音圧調整できます。 
長胴太鼓と組み合わせると良いアンサンブルになります。パワーは劣りますが長胴太鼓の代わりに使用されることもあります。

【全て受注生産】納期：約１カ月

浅野太鼓　和太鼓

桶胴太鼓　 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 胴高

OD160 265,650 1尺6寸（48）
60OD170 290,950 1尺7寸（51）

OD180 316,250 1尺8寸（54）
OD190 341,550 1尺9寸（57） 90

★ OD200 360,800 2尺　���（60）
材質：杉、牛革／バチ付き（朴バチと竹バチから選択できます。）

桶胴太鼓用水平台　 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 打面の高さ

ODSD160 48,400 1尺6寸（48）

140〜 150
ODSD170 49,500 1尺7寸（51）
ODSD180 51,700 1尺8寸（54）
ODSD190 53,900 1尺9寸（57）

★ ODSD200 56,100 2尺� （60）

長胴太鼓・欅（けやき） 
欅は、堅牢で粘りのある材質で強烈な打撃にも耐久
性があります。木目の美しさが秀でています。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 胴高

ND120K2 265,100 1尺2寸（36） 45
ND130K2 334,400 1尺3寸（39） 49
ND140K2 496,100 1尺4寸（42） 52

★ ND150K2 696,300 1尺5寸（45） 54.5
材質：欅、牛革／バチ付き

長胴太鼓・欅（けやき）・上かん　 
高級感あふれるオリジナルの座金とかんを使用して
います。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 胴高

ND130K 418,000 1尺3寸（39） 54
★ ND140K 638,000 1尺4寸（42） 57

ND150K 759,000 1尺5寸（45） 60
ND160K 902,000 1尺6寸（48） 63
ND170K 1,056,000 1尺7寸（51） 66
ND180K 1,474,000 1尺8寸（54） 69
ND190K 1,738,000 1尺9寸（57） 72
ND200K 2,002,000 2尺� （60） 75
ND210K 2,442,000 2尺1寸（63） 78
材質：欅、牛革／バチ付き

長胴太鼓・欅・上かん ND140K
長胴太鼓用V字台 NDS140

文化伝統デザイン
「上かん」を使用

注意：「太鼓口径」は革の直径、「胴高」は、胴の高さ、台の「打面の高さ」とは、太鼓を台の上に載せた状態で床から太鼓の
中心までの高さを指します。サイズは、商品により多少の差がありますので、予めご了承ください。

V字台 
伏せ打ちの演奏に用いられます。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 打面の高さ

NDS130 35,200 1尺3寸（39） 胴高54の場合64
★ NDS140 39,600 1尺4寸（42） 胴高57の場合67
NDS150 44,000 1尺5寸（45） 胴高60の場合70
NDS160 52,800 1尺6寸（48） 胴高63の場合73
NDS170 57,200 1尺7寸（51） 胴高66の場合76
※胴高によって高さが変わります。

八丈台 
横打ちの演奏に用いられます。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 打面の高さ

ND8D130 42,900 1尺3寸（39）
126ND8D140 51,700 1尺4寸（42）

★ ND8D150 61,600 1尺5寸（45）

【ご案内】
台のみを注文される際には、実際に載せる太鼓の品番、寸法を確認
させていただきます。

長胴太鼓・目有（めあり） 
目有とは、欅以外の材木のことで、タモや楠、唐木な
どを指します。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 胴高

ND120M 193,600 1尺2寸（36） 45
ND130M 255,200 1尺3寸（39） 49
ND140M 385,000 1尺4寸（42） 52

★ ND150M 476,300 1尺5寸（45） 54.5
材質：目有、牛革／バチ付き

斜め台 
斜め打ちの演奏に用いられます。

★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 打面の高さ

NDND110 29,700 1尺1-2寸
（33-36） 胴高50の場合91

NDND130 39,600 1尺3-4寸
（39-41） 胴高54の場合93

★ NDND150 44,000 1尺5寸
（45） 胴高60の場合95

NDND170 48,400 1尺6-8寸
（51-54） 胴高70の場合102

※胴高によって高さが変わります。

【ご案内】
台のみを注文される際には、実際に載せる太鼓の品番、寸法を確認
させていただきます。

【ご案内】
台のみを注文される際には、実際に載せる太鼓の品番、寸法を確認
させていただきます。
胴高が60cm以上の太鼓に限ります。

和太鼓
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英哲型桶胴太鼓
 林英哲考案により、桶胴太鼓を舞台演奏用に改良した太鼓です。 
立台に設置し、組太鼓の１つとして用いられることが多いようです。

英哲型桶胴太鼓 EOD140
英哲型桶胴太鼓用立台 EODD140
※胴の塗りは黒、ロープは紫

平胴太鼓 
平胴太鼓は、民謡の伴奏などでよく使用され、
締太鼓より少し低い音程のため、組み合わせると
良いハーモニーが生まれ、授業でも取り入れやすいものです。

平胴太鼓・欅 HD110K
平胴太鼓用立台 HDS110

英哲型桶胴太鼓 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 胴高

★ EOD140 165,000 1尺4寸（42）

54�
EOD150 209,000 1尺5寸（45）
EOD160 231,000 1尺6寸（48）
EOD180 275,000 1尺8寸（54）
EOD200 319,000 2尺　��（60）

材質：杉、牛革／バチ付き
※ 胴の塗りは、黒、赤、トノコがあり、ロープは赤、紫、オレンジ、黒、白から選択
できます。

英哲型桶胴太鼓用立台 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 打面の高さ

★ EODD140 34,100 1尺4寸（42）

71〜 78
EODD150 38,500 1尺5寸（45）
EODD160 38,500 1尺6寸（48）
EODD180 41,800 1尺8寸（54）
EODD200 45,100 2尺　　（60）

附締太鼓 附締太鼓・目有 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込） 規格 サイズ（cm）

革直径 胴高
★ TD200B 121,000 並附 35 15

材質：目有、牛革／バチ付き

附締太鼓用座台 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込） 規格 サイズ（cm）

打面の高さ
★ TDD200 15,400 並附 33

附締太鼓用立台

品番 価格
（税込） 規格 サイズ（cm）

打面の高さ
★ TDTD300 18,700 並附 74

【全て受注生産】納期：約１カ月

平胴太鼓用立台 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 高さ

HDS100
17,600

1尺（30） 67
★ HDS110 1尺1寸（33） 70

平胴太鼓・欅 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込）

サイズ（cm）
太鼓口径 胴高

HD100K 39,600 1尺（30） 15�
★ HD110K 52,800 1尺1寸（33） 17�

材質：欅、牛革（付属バチなし）

【ご案内】
台のみを注文される際には、実際に載せる太鼓の品番、寸法を確認させていただきます。

https://jp.yamaha.com/products/brands/asanodaiko/
ヤマハ 浅野太鼓 和太鼓

附締太鼓・目有 TD200B
附締太鼓用座台 TDD200

附締太鼓用立台 TDTD300

和太鼓
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このページに関するお問い合わせ先／株式会社ヤマハミュージックジャパン　【レモ／浅野太鼓】  ヤマハ   取り扱いブランド   問い合わせ  　https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1013&lcl=ja_JP
【ハードケース】お客様コミュニケーションセンター　ギター・ドラムご相談窓口　ナビダイヤル　TEL.0570（056）808

 ※上記番号でつながらない場合は053（533）5003

レモ　和太鼓 ／ 
浅野太鼓　和太鼓書籍
レモ社は独自にニュースキンヘッドを開発。従来の本皮により近い音色を実現し、ニュースキンヘッドの特長として水に強く、湿気による音の変化が軽微なため、
安定した音色を奏でます。保管に気をつかわなくて済むので、学校などにもおすすめです。

締太鼓用立台／座台

ロープ締太鼓

レモ　ロープ締太鼓

JS07103T
価格／¥173,800�（税込）

締太鼓用座台

TSDD500
価格／¥20,900�（税込）

レモ　ロープ締太鼓 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込） サイズ（cm） 重さ

（kg）
★ JS07103T 173,800 7"×14"（17.8×36.0） 3.5

材質：ニュースキンヘッド/アコースティコン/バチ付き

締太鼓用立台 ／ 座台 ★は写真掲載あります

品名 品番 価格
（税込）

打面の高さ（cm）
※レモ ロープ締太鼓を置いた時の高さ 材質

★ 浅野太鼓　締太鼓用立台 TDTD300 18,700 75 木製 ※

★ 岡田屋布施　締太鼓用座台 TSDD500 20,900 32 スチール製

ハードケース ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込） その他

★ LHDCHCSSK 38,500

〈仕様〉
ポリエチレン製、ショルダーストラップ付き。間仕切で締太鼓とバチ、スタンドを収納可能。
〈サイズ〉
締太鼓収納部内寸直径：約43cm　バチ、スタンド収納部：43×12×17cm

※

※の商品に関するお問い合わせ先／お客様コミュニケーションセンター　ギター・ドラムご相談窓口　ナビダイヤル　0570（056）808

太鼓用ヘッド 

品名 品番 価格
（税込）

締太鼓用ヘッド TK1410N2 48,400

かつぎ桶太鼓用ヘッド TK1915B3 49,500
長胴太鼓1尺4寸用ヘッド TK2016N2 110,000 ※

長胴太鼓1尺7寸用ヘッド TK2420N2 123,200 ※

ヘッドは全て1枚の価格です。
※長胴太鼓本体は販売終了。

ハードケース

LHDCHCSSK
価格／¥38,500�（税込）

レモ　かつぎ桶太鼓 ★は写真掲載あります

品番 価格
（税込） サイズ（インチ）

★ JO152172 167,200 15"×21"

※ストラップ・バチ付き

レモ　かつぎ桶太鼓

JO152172
価格／¥167,200�（税込）

かつぎ桶太鼓

ハードケース

和太鼓書籍

https://jp.yamaha.com/products/brands/
ヤマハ レモ 太鼓 和太鼓

浅野太鼓　和太鼓書籍 ★は写真掲載あります

品名 品番 価格
（税込） 内容

★
はじめての太鼓　
よーいドン！
（書籍＋CD）

TAIKOHON1 1,993

書籍：初心者におすすめの太鼓入門書。バチの持ち方、
構え方などをイラスト入りで指導しています。B5判
CD：書籍「はじめての太鼓　よーいドン！」に収録さ
れたリズム譜と練習曲を音源化しました。

★
和太鼓が
楽しくなる本
（書籍2冊1セット）

TAIKOHON2 2,860

科学編：太鼓の音の不思議を科学的に解析。ますま
す太鼓の魅力が感じられる一冊です。A4判
技術編�小・中学生の指導法：太鼓指導者のため
の太鼓教則本。学校の授業にすぐ取り入れられる�
和太鼓アンサンブルの方法を実践に則して指導して
います。A4判

はじめての太鼓　よーいドン！
（書籍＋CD）

TAIKOHON1
価格／¥1,993�（税込）

書籍版

和太鼓が楽しくなる本
（書籍2冊1セット）

TAIKOHON2
価格／¥2,860�（税込）

科学編 技術編 小・中学生の指導法

締太鼓用立台

TDTD300
価格／¥18,700�（税込）

和太鼓

和太鼓書籍
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● ケースの中にレモ ロープ締太鼓
JS07103Tが収納できます。

 ※   収納可能なスタンドはヤマハスネアスタンド
SS-665のみです。SS-665はロープ締太鼓
のスタンドとしてご使用いただけます。

※SS-665はP118にあります。

https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1013&lcl=ja_JP
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箏セット

S031A
価格／¥209,000�（税込）
● セット内容：箏（本体）、爪（爪輪付き）、 
ソフトカバー、付属品セット

https://jp.yamaha.com/products/brands/wagakki/
ヤマハ その他の和楽器

箏セット
S032A 推奨 　価格／¥379,500�（税込）

品名 品番 価格
（税込） 備考

筝（本体） GG2020 348,700 上角紅木巻、箏柱、テ
トロン糸

★ 爪（爪輪付き）GG2300 3,960
爪、爪輪（羊皮）
※単品の場合、爪入
れは付属しません。

★ ソフトカバー GG2320 10,560 —

★ 付属品セット GG2350 16,280
箏台、爪入れ（錦貼
り）、DVD・譜本（六
段）、教本

箏セット
S033A 推奨 　価格／¥899,800�（税込）

品名 品番 価格
（税込） 備考

筝（本体） GG2030 858,000 くり甲玉縁紅木巻、箏
柱、テトロン糸

★ 爪（爪輪付き）GG2300 3,960
爪輪（羊皮）
※単品の場合、爪入
れは付属しません。

ソフトカバー GG2330 19,800 上級品

付属品セット GG2360 18,040 箏台、爪入れ、DVD・
譜本（六段）、教本

・ 糸の締め方と爪は生田流に準じます。
・ ご注文から納品までに、多少日数がかかることがあります。
・ 規格および仕様は予告なく変更する場合があります。

箏セット
S031A 推奨 　価格／¥209,000�（税込）

品名 品番 価格
（税込） 備考

★ 筝（本体） GG2010 178,200 紫檀巻、箏柱、テトロ
ン糸

★ 爪（爪輪付き）GG2300 3,960
爪、爪輪（羊皮）
※単品の場合、爪入
れは付属しません。

★ ソフトカバー GG2320 10,560 —

★ 付属品セット GG2350 16,280
箏台、爪入れ（錦貼
り）、DVD・譜本（六
段）、教本

★は写真掲載あります★は写真掲載あります★は写真掲載あります

三絃（地唄三味線）セット
S062　価格／¥379,500�（税込）

品名 品番 価格
（税込） 備考

三絃（本体） GG3020 290,400
紫
し
檀
たん
棹、合成皮革貼※1、

糸巻黒檀、水牛駒、
胴掛け、根緒、譜尺

撥（地唄） GG3300 47,300 合成樹脂製
糸セット
（地唄） GG3310 2,750 1の糸×1本、2の糸×

2本、3の糸×10本

付属品セット GG3320 39,050
トランク、胴袋、譜本（園
の秋、四季の眺）、指掛け、
膝ゴム、つやぶきん

〈別売〉

品名 品番 価格
（税込） 備考

駒 GG3330 11,550 水牛
※1　 三味線の皮は、本来猫または犬を用いますが、本セッ

トではメンテナンスの容易さを配慮し、合成皮革を
使用しています。

・ご注文から納品までに、多少日数がかかることもあります。
・規格および仕様は予告なく変更する場合があります。

三絃（地唄三味線）セット
S061　価格／¥227,700�（税込）

品名 品番 価格
（税込） 備考

三絃（本体） GG3010 138,600
花
か
櫚
りん
棹、合成皮革貼※1、

糸巻黒檀、水牛駒、
胴掛け、根緒、譜尺

撥（地唄） GG3300 47,300 合成樹脂製
糸セット
（地唄） GG3310 2,750 1の糸×1本、2の糸×

2本、3の糸×10本

付属品セット GG3320 39,050
トランク、胴袋、譜本（園
の秋、四季の眺）、指掛け、
膝ゴム、つやぶきん

三絃（地唄三味線）セット　
●勧進帳、小鍛冶、五色の糸、越後獅子、娘道成寺、吾妻八景等を対象としたセット

箏セット

三味線セット
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三味線セット ／ 尺八セット
該当品

教 材

https://jp.yamaha.com/products/brands/wagakki/
ヤマハ その他の和楽器

KG2010

KG2310

尺八（一尺六寸管）・木管セット
S051　価格／¥61,600�（税込）

品名 品番 価格
（税込） 備考

尺八（本体） KG2020 26,400 楓※4、歌ロキャップ、
グリス

付属品セット KG2380 35,200
トランク、露切り、
CD・譜本（春の海）、
教本

尺八（一尺六寸管）・竹管セット
S052　価格／¥337,700�（税込）

品名 品番 価格
（税込） 備考

尺八（本体） KG2040 297,000 歌ロキャップ、グリス

付属品セット KG2390 40,700
トランク、尺八袋、
露切り、CD・譜本（春
の海）、教本

尺八 （一尺六寸管）セット※3

●春の海を対象としたセット
尺八 （一尺八寸管）セット※1　
●鶴の巣籠を対象としたセット

尺八（一尺八寸管）・木管セット
S041 推奨 　価格／¥61,600�（税込）

品名 品番 価格
（税込） 備考

★ 尺八（本体） KG2010 26,400 楓※2、歌ロキャップ、
グリス

付属品セット KG2300 35,200
トランク、露切り、
CD・譜本（鶴の巣
籠）、教本

★は写真掲載あります

尺八（一尺八寸管）・竹管セット
S042 推奨 　価格／¥337,700�（税込）

品名 品番 価格
（税込） 備考

尺八（本体） KG2030 297,000 歌ロキャップ、グリス

★ 付属品セット KG2310 40,700
トランク、尺八袋、�
露切り、CD・譜本�
（鶴の巣籠）、教本

★は写真掲載あります

※1　 尺八は都山流です。
※2　 本来は竹製ですがメンテナンスが困難なために、開

発されたものです。
・ ご注文から納品までに、多少日数がかかることがあります。
・規格および仕様は予告なく変更する場合があります。

※3　尺八は都山流です。
※4　 本来は竹製ですがメンテナンスが困難なために、開

発されたものです。
・ご注文から納品までに、多少日数がかかることもあります。
・規格および仕様は予告なく変更する場合があります。

尺八セット

付属品セット  
GG1320 

撥 GG1430
指掛け GG4300 

膝ゴム GG4310
つやぶきん GG4320
糸セット GG1310

S011A　長唄三味線セット

三味線
GG1010 

〈別売〉

品名 品番 価格
（税込） 備考

駒 GG1340 4,180 舎利
★ 撥（長唄） GG1430 9,900 樫25匁
撥（長唄） GG1440 15,400 つげ25匁※2

長唄三味線セット
●勧進帳、小鍛冶、五色の糸、越後獅子、娘道成寺、吾妻八景等を対象としたセット

長唄三味線セット
S011A 推奨 　価格／¥172,700�（税込）

品名 品番 価格
（税込） 備考

★
三味線
（本体） GG1010 112,200

花
か
櫚
りん
棹、合成皮革貼※1、

糸巻黒檀、舎利駒、
胴掛け、根緒、譜尺

★ 撥（長唄） GG1430 9,900 樫25匁

★
糸セット
（長唄） GG1310 2,640 1の糸×1本、2の糸×

2本、3の糸×10本

★ 付属品セット GG1320 47,960

指掛け、膝ゴム、つやぶ
きん、トランク、胴袋、
DVD・譜本（勧進帳、
小鍛冶）、教本

★は写真掲載あります

長唄三味線セット
S012A 推奨 　価格／¥324,500�（税込）

品名 品番 価格
（税込） 備考

三味線
（本体） GG1020 264,000

紫
し
檀
たん
棹、合成皮革貼※1、

糸巻黒檀、舎利駒、胴掛
け、根緒、譜尺

★ 撥（長唄） GG1430 9,900 樫25匁

★
糸セット
（長唄） GG1310 2,640 1の糸×1本、2の糸×

2本、3の糸×10本

★ 付属品セット GG1320 47,960

指掛け、膝ゴム、つやぶ
きん、トランク、胴袋、
DVD・譜本（勧進帳、
小鍛冶）、教本

★は写真掲載あります

※1　 三味線の皮は、本来猫または犬を用いますが、本セッ
トではメンテナンスの容易性を配慮し、合成皮革を
使用しています。

※2　  別売GG1440のセット商品S0111  
価格／￥143,825 （税込）もございます。

・義太夫三味線、お取り扱いいたします。
・ご注文から納品までに、多少日数がかかることもあります。
・規格および仕様は予告なく変更する場合があります。

★は写真掲載あります

長唄三味線セット

三味線セット

尺八セット
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和
楽
器

和太鼓

鳴り物/バチ

和太鼓書籍

箏セット

三味線セット

尺八セット

雅楽セット/
囃子セット

このページに関するお問い合わせ先／株式会社ヤマハミュージックジャパン　取り扱いブランドに関するお問い合わせ　 
  ヤマハ   取り扱いブランド   問い合わせ  　https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1013&lcl=ja_JP

雅楽セット ／ 囃子セット
該当品

教 材

雅楽セット（左方楽用管楽器）　S081セット ★は写真掲載あります

品名 品番 価格
（税込） 備考

★ 笙
しょう KG3010 151,800 白竹乱節（根付け・頭：合成樹脂製）

推奨 ★ 篳
ひち
篥
りき KG3030 9,570 合成樹脂製※、舌、ケース

★ 竜
りゅう
笛
てき KG3050 8,580 合成樹脂製※

付属品セット KG3300 62,150 トランク（笙
しょう

）、CD（雅楽名曲集）、譜本、はじめての雅楽（本）

雅楽セット（左方楽用管楽器）　S082セット 

品名 品番 価格
（税込） 備考

笙
しょう KG3020 237,600 白竹乱節（頭：木製）

推奨 篳
ひち
篥
りき KG3040 138,600 竹製、舌

竜
りゅう
笛
てき KG3060 264,000 竹製

付属品セット KG3310 79,200 トランク（笙
しょう
）、桐箱（篳

ひち
篥
りき
）、CD（雅楽名曲集）、譜本、

はじめての雅楽（本）

〈別売〉 

品名 品番 価格
（税込）

篳篥舌（ひちりきぜつ） KG3070 3,300

※本来は竹製ですが、メンテナンスが困難なために、開発されたものです。
・ご注文から納品までに、多少日数がかかることもあります。
・規格および仕様は予告なく変更する場合があります。

長唄囃子セット ★は写真掲載あります

品名 品番 価格
（税込） 備考

★ 小鼓（本体） DG1010 275,000 黒無地胴、合成皮革※1、ナイロン調
★ 大鼓（本体） DG1030 396,000 黒無地胴、合成皮革※1、ナイロン調、化粧調、小締
★ 太鼓（本体） DG3010 189,200 黒無地胴、本皮、麻調

推奨 ★ 篠笛 KG1040 14,300 藤巻５本調子
推奨 ★ 篠笛 KG1050 11,550 藤巻６本調子
推奨 ★ 篠笛 KG1060 11,000 藤巻７本調子

★ 能管 KG4010 57,200 合竹製※２

★ 太鼓台 DG1300 26,400 樫製木地仕上げ

太鼓桴
ばち DG2300 10,450 檜

付属品セット DG1320 72,600 トランク（小鼓・大鼓）、ソフトケース（太鼓）、
調子紙（小鼓）、白扇、篠笛袋

能楽囃子セット ★は写真掲載あります

品名 品番 価格
（税込） 備考

★ 小鼓（本体） DG2010 294,800 黒無地胴、合成皮革※1、ナイロン調、締緒
★ 大鼓（本体） DG1030 396,000 黒無地胴、合成皮革※1、ナイロン調、化粧調、小締
★ 太鼓（本体） DG3010 189,200 黒無地胴、本皮、麻調
★ 能管 KG4010 57,200 合竹製※2

★ 太鼓台 DG3300 64,900 樫製塗り仕上げ

太鼓桴 DG2300 10,450 檜

付属品セット DG2310 168,300 トランク（小鼓・大鼓）、ソフトケース（太鼓）、調子紙（小
鼓）、白扇4本、能管筒、CD（能楽囃子名曲集）、教本

※1　メンテナンスの容易さから、本セットでは小鼓、大鼓に合成皮革を用いております。
※2　合竹および新しい素材を用いた製品ですが、音色、機能は伝統的製法の楽器と変わりありません。
・ご注文から納品までに、多少日数がかかることもあります。
・規格および仕様は予告なく変更する場合があります。

笙　KG3010 篳篥　KG3030 竜笛　KG3050

雅楽セット（左方楽用管楽器）

S081 推奨

価格／¥232,100�（税込）
● 越天楽、陵王、太平楽、抜頭等を 

対象としたセット

小鼓　DG1010 

篠笛　KG1040 
　　　KG1050
　　　KG1060

大鼓　DG1030 太鼓　DG3010 ／太鼓台　DG1300

能管　KG4010 

長唄囃子セット

S021 推奨

価格／¥1,063,700�（税込）
● 勧進帳、小鍛冶、越後獅子、娘道成寺、吾妻八景等を対象としたセット

太鼓　DG3010 ／太鼓台　DG3300 大鼓　DG1030 

小鼓　DG2010 能管　KG4010 

能楽囃子セット

S071
価格／¥1,180,850�（税込）

https://jp.yamaha.com/products/brands/wagakki/
ヤマハ その他の和楽器

雅楽セット（左方楽用管楽器）

S082 推奨

価格／¥719,400�（税込）
● 越天楽、陵王、太平楽、抜頭等を 

対象としたセット

雅楽セット/
囃子セット
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