
サキソフォンリガチャー価格表 2021.10.20

メーカー 税込定価 販売価格

ゴールド ¥19,250 ¥18,287

ピンク ¥20,900 ¥19,855

ＨＢ（エイチビー） ハーモニー ゴールド/ピンク ¥10,780 ¥10,241

シルバー ¥14,300 ¥13,585

ゴールド ¥17,600 ¥16,720

オリジナル ブラック/シルバー ¥25,300 ¥24,035

クライオ4 ゴールド ¥35,200 ¥33,440

ヘキサ ゴールド/ピンク ¥51,700 ¥49,115

リガチャー ¥3,740 ¥3,553

キャップ ¥3,300 ¥3,135

ニッケル ¥4,290 ¥4,075

ゴールド ¥9,350 ¥8,882

ピンク ¥10,670 ¥10,136

ゴールド ¥18,810 ¥17,869

ピンク ¥17,380 ¥16,511

ピンクR ¥19,580 ¥18,601

プラチナ ¥23,980 ¥22,781

プラチナR ¥26,180 ¥24,871

シルバー ¥9,680 ¥9,196

ゴールド ¥11,000 ¥10,450

フォルテGP ¥12,100 ¥11,495

ピンク ¥17,050 ¥16,197

フォルテPGP ¥18,150 ¥17,242

DM(銅メッキ) ¥14,850 ¥14,107

L12 ゴム製サポート ¥6,490 ¥6,165

L12RS シルバー製サポート ¥9,460 ¥8,987

L12SR ゴールド製サポート ¥9,680 ¥9,196

LD シルバー ¥16,500 ¥15,675

LD1 ゴールド ¥23,100 ¥21,945

L10 ラッカー ¥16,500 ¥15,675

L11 ゴールド ¥22,000 ¥20,900

L17 シルバー ¥16,500 ¥15,675

L19 ローズ(ピンク) ¥17,600 ¥16,720

ラッカー ¥6,930 ¥6,583

ゴールド ¥11,990 ¥11,390

ピンク ¥13,200 ¥12,540

ゴールド ¥10,340 ¥9,823

ピンク ¥15,840 ¥15,048

レザー ¥7,920 ¥7,524

Dark 1RL ¥4,620 ¥4,389

MKⅢ C-1RL ¥5,390 ¥5,120

VERSA V-1RL(A) ¥10,560 ¥10,032

VERSA-X X-1RL ¥8,250 ¥7,837

クリアラッカー
セルマー

ダニエル・ボナード

正・逆締め

バズ・ボナード

逆締め

アルトサキソフォン

モデル・仕上げなど

ウッドストーン
セルマー用

シルバースタイン
クアトロ

ハリソン

ラバーマウスピース用

メタルマウスピース用

オプティマム

ロヴナー

バンドレン M|O

ＢＧ（ビージー)



サキソフォンリガチャー価格表 2021.10.20

メーカー 税込定価 販売価格

ウッドストーン セルマー用 ゴールド ¥19,800 ¥18,810

リガチャー ¥3,740 ¥3,553

キャップ ¥3,300 ¥3,135

ゴールド ¥8,800 ¥8,360

ピンク ¥9,790 ¥9,300

ゴールド ¥18,810 ¥17,869

ピンク ¥17,380 ¥16,511

ピンクR ¥19,580 ¥18,601

シルバー ¥10,120 ¥9,614

ゴールド ¥11,550 ¥10,972

ピンク ¥17,380 ¥16,511

ラッカー ¥7,480 ¥7,106

ゴールド ¥11,990 ¥11,390

ピンク ¥13,200 ¥12,540

オプティマム ゴールド ¥10,560 ¥10,032

レザー ¥7,810 ¥7,419

L14 ゴム製サポート ¥6,490 ¥6,165

L14SR ゴールド製サポート ¥9,900 ¥9,405

L50 ラッカー ¥16,500 ¥15,675

L51 ゴールド ¥22,000 ¥20,900

L57 シルバー ¥16,500 ¥15,675

L59 ローズ(ピンク) ¥17,600 ¥16,720

ダニエル・ボナード
正・逆締め

バズボナード

逆締め

ソプラノサキソフォン

セルマー

モデル・仕上げなど

クリアラッカー

ハリソン

ラバーマウスピース用

バンドレン M|O

ＢＧ（ビージー)



サキソフォンリガチャー価格表 2021.10.20

メーカー 税込定価 販売価格

ゴールド ¥19,800 ¥18,810

ピンク ¥20,900 ¥19,855

リガチャー ¥3,960 ¥3,762

キャップ ¥3,410 ¥3,239

ニッケル ¥4,510 ¥4,284

ゴールド ¥10,450 ¥9,927

ピンク ¥11,550 ¥10,972

ゴールド ¥19,030 ¥18,078

ピンク ¥17,600 ¥16,720

ピンクR ¥19,800 ¥18,810

シルバー ¥10,450 ¥9,927

ゴールド ¥11,550 ¥10,972

ピンク ¥17,600 ¥16,720

フォルテGP ¥13,200 ¥12,540

DM(銅メッキ) ¥15,950 ¥15,152

ラッカー ¥7,480 ¥7,106

ゴールド ¥13,090 ¥12,435

ピンクゴールド ¥14,410 ¥13,689

オプティマム ゴールド ¥10,780 ¥10,241

レザー ¥8,030 ¥7,628

L13 ゴム製サポート ¥6,490 ¥6,165

L13SR ゴールド製サポート ¥14,300 ¥13,585

LDT シルバー ¥16,500 ¥15,675

LDT1 ゴールド ¥23,100 ¥21,945

L40 ラッカー ¥16,500 ¥15,675

L41 ゴールド ¥22,000 ¥20,900

L47 シルバー ¥16,500 ¥15,675

L49 ローズ(ピンク) ¥17,600 ¥16,720

Dark 2R ¥4,620 ¥4,389

MKⅢ C-2R ¥5,390 ¥5,120

VERSA V-2R ¥10,560 ¥10,032

VERSA-X X-2R ¥8,250 ¥7,837

クリアラッカー

テナーサキソフォン

モデル・仕上げなど

ウッドストーン
セルマー用

セルマー

ダニエル・ボナード

正・逆締め

バズボナード

逆締め

ハリソン

ラバーマウスピース用

バンドレン

M|O

ＢＧ（ビージー)

ロヴナー



サキソフォンリガチャー価格表 2021.10.20

メーカー 税込定価 販売価格

セルマー用

ルソー用

シルバースタイン クライオ4 ゴールド ¥37,400 ¥35,530

リガチャー ¥4,730 ¥4,493

キャップ ¥5,610 ¥5,329

ゴールド ¥10,670 ¥10,136

ピンク ¥12,980 ¥12,331

ゴールド ¥21,010 ¥19,959

ピンク ¥19,580 ¥18,601

ピンクR ¥21,780 ¥20,691

シルバー ¥13,200 ¥12,540

ゴールド ¥14,300 ¥13,585

ピンク ¥20,350 ¥19,332

ラッカー ¥8,360 ¥7,942

ピンク ¥15,840 ¥15,048

オプティマム ゴールド ¥11,330 ¥10,763

レザー ¥8,030 ¥7,628

L15 ゴム製サポート ¥7,480 ¥7,106

L15SR ゴールド製サポート ¥14,300 ¥13,585

L60 ラッカー ¥16,500 ¥15,675

L61 ゴールド ¥22,000 ¥20,900

L67 シルバー ¥16,500 ¥15,675

L69 ローズ(ピンク) ¥17,600 ¥16,720

【全楽器共通】
メーカー 税込定価 販売価格

- ¥42,900

- ¥29,700

- ¥27,500

- ¥27,500

- ¥24,200
ヤニーシクス

(キャップ付き)
¥24,200 ¥22,990

ヤニーニコちゃん

(キャップ別売り)
¥9,900 ¥9,405

エディ･ダニエルズ ゴールド ¥26,400 ¥25,080

エクスプレッションズ カーボン･ファイバー ¥24,200 ¥22,990

ブルー ¥19,800 ¥18,810

ヤナギサワ
ゴールド

ラバーマウスピース用

クリアラッカー

逆締め

正・逆締め

¥20,900 ¥19,855

バリトンサキソフォン

モデル・仕上げなど

バンドレン

オムニキャップ付き

ゴールド

バズボナード

ダニエル・ボナード

シルバー

セルマー

ハリソン

ウッドストーン

ブラック

つや消し真鍮

M|O

ＢＧ（ビージー)

モデル・仕上げなど

ＪＬＶ

(ジェイエルブイ)

プラチナ

24Kゴールド


