
クラリネットリガチャー価格表 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 ¥20,350 ¥19,332

総銀 ¥33,000 ¥31,350

ゴールド/ピンク ¥10,560 ¥10,032

シルバー ¥7,260 ¥6,897

エイジドラッカー ¥3,960 ¥3,762

シルバー ¥3,850 ¥3,657

ピンク ¥7,040 ¥6,688

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

ニッケル ¥4,620 ¥4,389

ゴールド ¥8,910 ¥8,464

ピンク ¥9,900 ¥9,405

ゴールド ¥19,030 ¥18,078

ゴールドS ¥21,560 ¥20,482

ピンク ¥17,600 ¥16,720

ピンクR ¥19,800 ¥18,810

プラチナ ¥24,200 ¥22,990

プラチナR ¥26,400 ¥25,080

シルバー ¥9,350 ¥8,882

ゴールド ¥10,780 ¥10,241

フォルテGP ¥12,100 ¥11,495

ピンク ¥16,500 ¥15,675

フォルテPGP ¥18,150 ¥17,242

DM(銅メッキ) ¥14,850 ¥14,107

ルージュHOT ゴールド/ピンク - ¥9,900

ルージュEX スターリングシルバー - ¥25,300

ブルズEX スターリングシルバー - ¥25,300

ブルズEXセレクト スターリングシルバー - ¥33,000

ブラック/ピューター ¥6,270 ¥5,956

シルバー ¥7,590 ¥7,210

ゴールド ¥11,990 ¥11,390

ピンク ¥13,200 ¥12,540

シルバー/ブラック ¥9,900 ¥9,405

ピンク ¥15,840 ¥15,048

レザー ¥7,700 ¥7,315

クラシック ¥8,580 ¥8,151

B♭クラリネット

M|O

ラバーマウスピース用

ハリソン

逆締め

バズボナード

バンドレン

ブルズアイ

オプティマム

正・逆締め

ダニエル・ボナード

モデル・仕上げなど

クアトロ
シルバースタイン

クランポン

ＨＢ（エイチビー）

正締め

ハーモニー

バンドレン用

ウッドストーン



クラリネットリガチャー価格表 2021.10.20

メーカー 税込定価 販売価格

L6 ゴム製サポート ¥6,490 ¥6,165

L4R 真鍮製サポート ¥6,490 ¥6,165

L4RS シルバー製サポート ¥8,470 ¥8,046

L4SR ゴールド製サポート ¥8,690 ¥8,255

LD シルバー ¥16,500 ¥15,675

LD1 ゴールド ¥23,100 ¥21,945

L2 シルバー ¥16,500 ¥15,675

L3 ゴールド ¥23,100 ¥21,945

L39 ローズ(ピンク) ¥18,700 ¥17,765

Dark 1R ¥4,620 ¥4,389

MKⅢ C-1R ¥5,390 ¥5,120

VERSA V-1R ¥10,560 ¥10,032

VERSA-X X-1R ¥8,250 ¥7,837

E♭クラリネット

メーカー 税込定価 販売価格

リガチャー ¥3,300 ¥3,135

キャップ ¥4,950 ¥4,702

ニッケル ¥4,620 ¥4,389

ゴールド ¥8,910 ¥8,464

ピンク ¥9,900 ¥9,405

ゴールド ¥19,030 ¥18,078

ピンク ¥17,600 ¥16,720

ピンクR ¥19,800 ¥18,810

ブラック/ピューター ¥6,270 ¥5,956

シルバー ¥7,590 ¥7,210

オプティマム シルバー ¥10,560 ¥10,032

レザー ¥7,810 ¥7,419

L8 ゴム製サポート ¥6,490 ¥6,165

L8R 真鍮製サポート ¥6,490 ¥6,165

L8SR ゴールド製サポート ¥8,690 ¥8,255

L80 シルバー ¥16,500 ¥15,675

L81 ゴールド ¥23,100 ¥21,945

MKⅢ C-1E ¥5,390 ¥5,120

VERSA V-1E ¥10,560 ¥10,032

ロヴナー

シルバー

ダニエル・ボナード

クランポン

逆締め

M|O

モデル・仕上げなど

ＢＧ（ビージー)

バンドレン

バズ・ボナード

ロヴナー

ＢＧ（ビージー)

B♭クラリネット

モデル・仕上げなど

正・逆締め



クラリネットリガチャー価格表 2021.10.20

バスクラリネット

メーカー 税込定価 販売価格

ゴールド ¥19,800 ¥18,810

ピンク ¥24,200 ¥22,990

総銀 ¥36,300 ¥34,485

ゴールド ¥11,880 ¥11,286

ピンク ¥11,880 ¥11,286

リガチャー ¥4,400 ¥4,180

キャップ ¥6,160 ¥5,852

シルバースタイン クライオ4 ゴールド ¥37,400 ¥35,530

ニッケル ¥5,390 ¥5,120

ゴールド ¥11,000 ¥10,450

ピンク ¥12,650 ¥12,017

ブラック/ピューター ¥7,370 ¥7,001

シルバー ¥9,130 ¥8,673

ピンク ¥15,840 ¥15,048

オプティマム シルバー/ブラック ¥11,000 ¥10,450

レザー ¥8,030 ¥7,628

シルバー ¥13,200 ¥12,540

ゴールド ¥14,300 ¥13,585

ピンク ¥20,350 ¥19,332

ゴールド ¥20,460 ¥19,437

ピンク ¥19,030 ¥18,078

ピンクR ¥21,230 ¥20,168

プラチナ ¥25,630 ¥24,348

プラチナR ¥27,830 ¥26,438

L9 ゴム製サポート ¥7,260 ¥6,897

L9R 真鍮製サポート ¥7,260 ¥6,897

L9SR ゴールド製サポート ¥14,300 ¥13,585

L90 シルバー ¥16,500 ¥15,675

L91 ゴールド ¥23,100 ¥21,945

L99ROSE ローズ(ピンク) ¥18,700 ¥17,765

Dark 3RL ¥4,950 ¥4,702

MKⅢ C-3RL ¥5,720 ¥5,434

VERSA V-3RL ¥10,560 ¥10,032

VERSA-X X-3RL ¥8,250 ¥7,837

クランポン

ＨＢ（エイチビー）

ウッドストーン

ハーモニー

バンドレンマウスピース用

ラバーマウスピース用

正・逆締め

シルバー

ロヴナー

ＢＧ（ビージー)

モデル・仕上げなど

M|O

逆締め

ダニエル・ボナード

バズ・ボナード

ハリソン

バンドレン



クラリネットリガチャー価格表 2021.10.20

アルトクラリネット

メーカー 税込定価 販売価格

リガチャー ¥3,850 ¥3,657

キャップ ¥5,280 ¥5,016

ブラック/ピューター ¥6,270 ¥5,956

シルバー ¥7,590 ¥7,210

オプティマム シルバー ¥11,000 ¥10,450

レザー ¥8,030 ¥7,628

ＢＧ（ビージー) L82SR ゴールド製サポート ¥14,300 ¥13,585

【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

ヤナギサワ ヤニーシクス

(キャップ付き)
ゴールド ¥24,200 ¥22,990

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

★モモリガ(旧アトリエモモ)リガチャーにつきましては、都度お問合せください。

オムニキャップ付き

シルバー

ブラック

つや消し真鍮

ＪＬＶ

(ジェイエルブイ)

モデル・仕上げなど

モデル・仕上げなど

プラチナ

24Kゴールド

シルバー

バンドレン

クランポン

M|O


