
フルート フルート クラリネット

ヤマハ
YFL-212

　　　　\90,200を
￥78,500 アルタス

A907E
　　　　\231,000を

¥208,000 ヤマハ
YCL-450

　　　　\170,500を
¥146,600

YFL-312
　　　　\148,500を

￥129,000
A1007E

　　　　\330,000を
¥297,000

YCL-650
　　　　\236,500を

¥205,000

YFL-412
　　　　\203,500を

￥175,000
A1107E

　　　　\412,500を
¥371,000 YCL-851Ⅱ

　　　　\297,000を
¥250,000

YFL-617選定品
　　　　\401,500を

￥346,000
TS-E

　　　　\565,400を
¥500,000 YCL-SEVm

　　　　\478,500を
¥430,000

YFL-797
　　　　\632,500を

￥569,000
A1207E

　　　　\616,000を
¥554,000

YFL-817
　　　　\968,000を

￥832,000
A1307E

　　　　\726,000を
¥654,000 サックス

YFL-897
　　　　\1,045,000

￥940,000 サンキョウ
シルバーソニック選定品

　　　　\396,000を
¥357,000 イオ

AS1065GL
　　　　\275,000を

¥234,000

YFL-874W
　　　\1,210,000を

￥1,089,000
50周年記念モデル
　　　　\693,000を

¥623,000 ジュピター
JAS-500

　　　　\145,200を
¥123,000

YFL-A421
　　　　\550,000を

￥495,000
AS1065SFGL
　　　　\313,500を

¥250,000

YFL-B441
　　　　\825,000を

￥742,000 アルフレッドリュポ
SS241L

　　　　OPENを
¥68,000

ジュピター JFL-700E
　　　　\71,500を

￥61,000 オーボエ
CS350L

　　　　OPENを
¥84,000

JAF-1100E
　　　　\319,000を

￥272,000 フォサッティ
FJ-55

　　　　\517,000を
¥439,000 ヤマハ

YSS-82Z
　　　　\451,000を

¥405,000

ゲマインハート Ali Ryason-BLK
　　　　\418,000を

￥377,000
FJ-55Ⅱ

　　　　\533,500を
¥480,000

YSS-82ZR
　　　　\462,000を

¥415,000

あずみ AZ-Z1E
　　　　\132,000を

￥112,000
FJ-77Ⅱ

　　　　\759,000を
¥683,000 YSS-82ZS

　　　　\495,000を
¥445,000

AZ-Z1RE
　　　　\132,000を

￥112,000 ヤマハ
YOB-431M

　　　　\495,000を
¥445,000 YSS-875EX

　　　　\539,000を
¥475,000

AZ-Z2E
　　　　\165,000を

￥140,000
YOB-831

　　　　\957,000を
¥860,000

YSS-875EXHG
　　　　\561,000を

¥482,000

AZ-Z2R
　　　　\165,000を

￥140,000
YAS-280

　　　　\154,000を
¥135,000

AZ-Z3E
　　　　\242,000を

￥218,000
YAS-380

　　　　\203,500を
¥180,000

AZ-Z3RE
　　　　\242,000を

￥218,000 クラリネット
YAS-480

　　　　\253,000を
¥220,000

パール
PF-505E

　　　　\85,800を
¥71,200 ジュピター

JCL-737STO
　　　　\148,500を

¥118,000
YAS-62

　　　　\324,500を
¥282,000

PF-525E
　　　　\95,700を

¥79,000 クランポン
E11

　　　　\148,500を
¥133,000 YAS-82Z

　　　　\429,000を
¥386,000

PF-665E
　　　　\157,300を

¥130,000 E12PLUS
　　　　\192,500を

¥173,000 YAS-82ZB
　　　　\506,000を

¥455,000

PF-6700LV
　　　　\258,500を

¥194,000
E12F

　　　　\214,500を
¥193,000

YAS-82ZS
　　　　\506,000を

¥455,000

FCD-925選定品
　　　　\478,500を

¥430,000 E13
　　　　\357,500を

¥320,000 YAS-82ZUL
　　　　\506,000を

¥455,000

ムラマツ
EXCCE

　　　　\298,100を
¥283,000 R13選定品

　　　　\517,000を
¥465,000 YAS-875

　　　　\555,500を
¥490,000

GXCCE
　　　　\496,100を

¥471,000 RC選定品
　　　　\583,000を

¥524,000 YAS-875EX
　　　　\555,500を

¥490,000

DSCCE
　　　　\793,650を

¥754,000
Festival

　　　　\874,500を
¥787,000

YTS-380
　　　　\225,500を

¥200,000

DSRCE
　　　　\829,950

¥788,000
Tosca

　　　\1,210,000を
¥1,089,000 YTS-82ZUL

　　　　\599,500を
¥530,000



サックス トランペット トロンボーン

ヤマハ
YTS-82ZB

　　　　\599,500を
¥530,000 XO

1600IL選定品
　　　　\275,000を

¥247,000 ヤマハ
YSL-882

　　　　\401,500を
¥354,000

YTS-875EX
　　　　\588,500を

¥529,000
1602S選定品
　　　　\302,500を

¥272,000
YSL-882GOR
　　　　\478,500を

¥430,000

セルマー
AXOS選定品

　　　　\434,500を
¥391,000 1602RGB

　　　　\308,000を
¥277,000 YSL-823G

　　　　\462,000を
¥415,000

ASシリーズⅢジュビリー

　　　　\726,000を
¥653,000 1602LTR-S

　　　　\319,000を
¥287,000 XO

SR-L選定品
　　　　\352,000を

¥282,000

TSシリーズⅢジュビリー

　　　　\841,500を ￥757,000 シルキー
i32SP選定品

　　　　\451,000を
¥405,000

SR-GB選定品
　　　　\363,000を

¥308,000

ヤナギサワ
S-WO2

　　　　\410,300を
￥369,000

i33SP
　　　　\440,000を

¥396,000 1236L-O
　　　　\374,000を

¥336,000

A-WO10
　　　　\434,500を

¥380,000 S23HD-SP
　　　　\583,000を

¥524,000 1236RL-O
　　　　\390,500

¥351,000

A-WO2
　　　　\330,000を

¥297,000 SB4-OTSP
　　　　\693,000を

¥623,000 1236L-T
　　　　\522,500

¥470,000

A-WO20
　　　　\528,000を

¥454,000 Bach
180ML37SP選定品

　　　　\390,500を
¥351,000

RB-Lロタックス
　　　　\737,000を

¥626,000

T-WO2
　　　　\385,000を

¥335,000 B&S
3085B-GB

　　　　\484,000を
¥435,000

T-WO20
　　　　\594,000を

¥534,000 MS-14NL
　　　　\588,500を

¥529,000

フリューゲルホルン
MS-27KL

　　　　\1,001,000
¥900,000

ジュピター
JFH-1100R

　　　　\148,500を
¥126,000

トランペット

ヤマハ
YTR-2330

　　　　\86,900を
¥75,600 ユーフォニアム

YTR-2330S
　　　　\97,900を

¥81,000 ホルン ヤマハ
YEP-842S

　　　　\902,000を
¥811,000

YTR-4335GSⅡ
　　　　\159,500を

¥138,000 ジュピター
JHR-1100DQ

　　　　\429,000を
¥364,000 ウィルソン

TA2905BS
　　　　\935,000を

¥841,000

YTR-8335S
　　　　\346,500を

¥311,000 ヴェンツェルマインル
205CL

　　　　\682,000を
¥613,000

YTR-8335RS
　　　　\357,500を

¥320,000
105CLT

　　　　\759,000を
¥683,000

YTR-8335WS
　　　　\368,500を

¥330,000
205CLT

　　　　\759,000を
¥683,000

YTR-9335CHS
　　　　\473,000を

¥410,000 205GS
　　　　\792,000を

¥712,000

YTR-9335NYS
　　　　\473,000を

¥410,000 ヤマハ
YHR-668D

　　　　\627,000を
¥552,000

ジュピター
JTR-500

　　　　\63,800を
¥54,000

YHR-868GD
　　　　\847,000を

¥760,000

JTR-500S
　　　　\77,000を

¥69,000 ジュピター
JFH-1100R

　　　　\145,800を

JTR-606S
　　　　\88,000を

¥70,000

JTR-606RS
　　　　\104,500を

¥78,000

B&S
TP80SP選定品
　　　　\324,500を

¥276,000

TP80GBS選定品
　　　　\357,500を

¥321,000



セットバイオリン ﾖﾊﾝｷｭﾝｽﾄﾗｰ THN16 ￥143,000

ヤマハ
ﾌﾞﾗﾋﾞｵｰﾙ V5SC分

数
￥62,700 THN18 ￥176,000

V7SG分数 ￥90,200 THN210 ￥242,000

V20G ￥231,000 THN230 ￥308,000

ﾆｺﾛｻﾝﾃｨ NSN50/S1 ￥70,400 ｷﾞｭﾝﾀｰﾛｰﾍﾞ V1 ￥264,000

NSN78/5 ￥187,000 V2 ￥374,000

イーストマン
VL80

(4/4～1/16)
￥71,500

VL100 ￥104,500 ビオラ

VL200 ￥121,000 ﾆｺﾗﾀﾞｳﾞｨﾄﾞﾌ FA39.5 ¥187,000

VL401EX ￥231,000 ﾊｲﾝﾘｯﾋ・ｷﾞﾙ 54 39.5 ¥308,000

ﾊﾞｰﾂｨ CDM-A 40.5 ¥407,000

バイオリン

イーストマン VL402 ￥198,000

VL502 ￥220,000 セットチェロ

VL503 ￥418,000 イーストマン VC501 ¥363,000

VL702 ￥330,000 VC701 ¥660,000

VL703 ￥495,000

ﾊｲﾝﾘｯﾋ・ｷﾞﾙ 54 ￥253,000

56 ￥308,000 チェロ

58 ￥374,000 ﾊｲﾝﾘｯﾋ・ｷﾞﾙ 314 ¥770,000

60 ￥440,000 334 ¥990,000

ﾆｺﾗ･ﾀﾞﾋﾞﾄﾞﾌ FV ￥165,000 302 ¥517,000

RV ￥220,000 ﾗｲﾅｰ・ﾚｵﾝﾊﾙﾄ RL-3 ¥1,430,000

MV ￥275,000

ｳﾞｨｯﾄﾘｵ・ｳﾞｨﾗ ￥1,595,000

ｹﾞｵﾙｷﾞ・ﾆｺﾛﾌ ￥1,210,000


