
ヤマハ楽器レンタル ハイグレード定額プランについて

楽器レンタル定額プランは、レンタル品の購入はできないものの、毎月定額でお好きな期間までご利用が可能なレンタルプラン
です。最短3ヶ月から利用が可能で、最長レンタル期間の設定はなく、お好きな期間までご利用が可能。
短期から長期まで、お客様の様々な用途にあわせフレキシブルにご利用いただけます。

＜ヤマハ楽器レンタル 「ハイグレード定額プラン」の概要＞

■主な特長
• より高品質な楽器を求めるご利用者の要望にお応えした、ヤマハの管弦楽器の上級モデルをレンタルできるプランです。
• 最短レンタル期間は3ヶ月です。3ヶ月経過後はレンタル品返却まで自動延長となり、毎月定額のレンタル料が発生します。
（最短レンタル期間以上でご契約をいただき、最短レンタル期間到達前にご返却の場合でも、最短期間のレンタル料は発生いたします。）

• 本プランではレンタル品のご購入はできません。
• 新品／USEDの選択はできません。また、レンタル契約中のプラン変更はできません。
• レンタルご利用期間中またはレンタル契約終了後６ケ月以内に、ヤマハ製品の取り扱い店で11万円（税込）以上のヤ
マハの新品製品をご購入の際にはキャッシュバックが受けられます。

• 「音レント」のご利用には、初回登録料2,200円（税込）が必要です。

--------------

＜ 「ハイグレード定額プラン」 FAQ＞

Q：「ハイグレード定額プラン」を利用したい場合、どのように申し込めばいいですか？
A：定額プランは「音レント」サイト：Web申込限定となります。

こちらのURLからお申込ください。 https://rental.jp.yamaha.com/shop/c/c107130/

Q：「ハイグレード定額プラン」のレンタル品はどこで受取できますか？
A：お客様のご自宅直送となります。尚、お受け取りにご本人確認書類の必要な場合がございます。

ヤマハ楽器レンタル取扱楽器店の店頭ではお受取できません。
レンタル品お届け時の送料は当社が負担いたします。 （返却時の送料はお客様負担となります。）

Q：「ハイグレード定額プラン」のレンタル品は、支払済みのレンタル料を充当して購入できますか？
レンタル品は購入できません。
レンタル品の購入ができるプランは、ロングプランまたはショートプランとなります。

Q：使わなくなったレンタル品、定額プランを終了した際のレンタル品返却はどうすればよいですか？
A：下記住所へ送付ください。 ※レンタル品返却の送料はお客様負担でお願いいたします。

※返却の際、宅配便送り状の「品名」欄に、「楽器名」・「レンタル契約NO.」をご記入ください。
※定額プランのレンタル品を着払いで返却された場合は、一律2,200円（税込）を申し受けます。
※返却が必要な付属品・梱包箱および梱包材は、必ず楽器本体とともにご返却をお願い致します。

【本件のお問合せ先】 （株）ヤマハミュージックジャパン レンタル・リース課
フリーダイヤル：0120-381-808（土・日・祝日を除く 9:00～12:00 / 13:00～17:00）

【定額プラン：レンタル品返却先】
〒335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－４－２２

株式会社 第一管理 内 （株）ヤマハミュージックジャパン
TEL 048-421-4356

https://rental.jp.yamaha.com/shop/c/c107130/


－ハイグレード定額プラン－

特殊管ラインナップ

触れる機会の少ない特殊管を気軽にレンタルで

C管やE♭/D管、ピッコロトランペット、アルト
フルート、E♭クラリネットなどの特殊管の上級
モデルをラインナップ。普段触れることの少な
い楽器を、レンタルで気軽に手にしてください。

オーケストラやアンサンブルはもちろん、既成の
スタイルにとらわれない様々なシーンでのご使用
など、楽器演奏の楽しみが広がります。

レンタル期間は最短3ヶ月よりお好きな期間まで。
本プランではレンタル品の購入はできませんが、
自分の楽器をご購入する際は、レンタルユーザー
のキャッシュバック特典が利用できます。

特殊管もレンタルなら気軽 広がる楽器演奏の楽しみ お好きな期間までご自由に

最短3ヶ月～
最長なし

7,700円
9,900円

7,700円*/9,900円**

16,500円
11,000円
9,900円
9,900円
9,900円

月額レンタル料（税込） レンタル期間

YCR-8335

YCL-621Ⅱ

YFL-A421

YCL-681Ⅱ/YCL-881/ YCL-881特注品

YFH-8310Z/YFH-8310ZG/YFH-8310ZS/YFH-8315G

YTR-6610S

YTR-8445S/YTR-8445WS/YTR-9445CHS/YTR-9445NYS-YS/YTR-9445NYS-YM

YTR-6810S*/YTR-9825**

取扱品

バスクラリネット
アルトフルート
E♭クラリネット
コルネット

フリューゲルホルン
E♭/D管トランペット

C管トランペット
ピッコロトランペット
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■レンタル期間：最短3ケ月～　※最長レンタル期間の設定はありません。
■本プランのレンタル品は購入できません。
■新品/USEDの選択はできません。
■レンタル楽器のお引き渡しは「お客様宅直送」のみです。ご返却時の送料はお客様のご負担となります。
■レンタル契約中のプラン変更はできません。
■レンタルご利用期間中またはレンタル契約終了後6ケ月以内に、ヤマハ製品の取り扱い店で11万円（税込）以上のヤマハの新品をご購入の際にはキャッシュバックが受けられます。
■「音レント」のご利用には、初回登録料2,200円（税込）が必要です。

お申込は「音レント」
Webサイトから



品名 概要 取扱品 特徴 月額レンタル料 
（税込）

ピッコロトランペット

（写真：YTR-9825）

バロックなどでよく用いられる楽器。通常の半分の長さで
1オクターブ上の音域。高音域での、倍音の幅が広い事でミス
トーンを減らす事ができる。マウスパイプを伸ばしてA管に
する事でバロック等に多いニ長調の作品に対応し易くなる。
ラヴェルの「ボレロ」や「展覧会の絵」でも活躍。

YTR-6810S
小さめのベルとボアサイズを採用し、ソロや室内楽にも適したプロ
モデル・ピッコロトランペット。第4バルブを備え、B♭の調子はマウス
パイプの差し替えでAの調子に替えることができる。

7,700円

YTR-9825
軽快で明るい音色を備えた3本ピストンバルブのカスタム・ピッコロ
トランペット。トリガーはアジャスタブルでホールドしやすく、B♭/Aの
差し替えマウスパイプはそれぞれトランペットシャンクとコルネット
シャンクを用意。

9,900円

C管トランペット

（写真：YTR-8445S）

通常のB♭管より長2度高いC管は、より明るく輝かしい音色が
特長で発音もクリア。楽譜の読み替えが必要なオーケストラ
作品の演奏ではC管がとても便利。プロオーケストラ奏者の
ほとんどはC管で演奏する事が多い。ヤマハカスタムトラン
ペットには幅広いラインナップのC管があり、お好みの楽器を
是非お試しを。

YTR-8445S
XenoシリーズCトランペットはあらゆる演奏シーンで活躍し、なか
でもオーケストラでは、その輝かしい音色と正確な音程がより奏者
の表現力に応える。人気のイエローブラス、銀メッキ仕上げ。

9,900円

YTR-8445WS
WシリーズのC管モデルは、B♭管同様ウィーンのロータリートラン
ペットを思わせるような柔らかくも華やかな音色、ふくよかな響きを
持ち、ソロ、室内楽、オーケストラなどすべてのジャンルで活躍する
モデル。

9,900円

YTR-9445CHS
シカゴ交響楽団のジョン・ハグストロム氏の協力により完成した
シカゴシリーズ。正統的スタイルと革新的な仕様の融合により、全音
域にわたるバランスの良さが高い演奏性、フリーな吹奏感で輝か
しさと深みのある音色が特長。

9,900円

YTR-9445NYS-YS
Xenoアーティストモデル　ニューヨークシリーズC管トランペット。
搭載されている開きが早い“YS4”ベルは、芯のあるパワフルな音色
が特長。

9,900円

YTR-9445NYS-YM
Xenoアーティストモデル　ニューヨークシリーズC管トランペット。 
ベルフレアの開きが遅い“YM”ベル搭載し、 輝かしくもクリアで引
き締まった音色を追求した。

9,900円

E♭/D管トランペット

（写真：YTR-6610S）

E♭/D管という珍しい調性の楽器で、付属の管を入れ替える
事で調性を変える事が可能。主にバロック作品などで活躍。
有名なハイドンやフンメルの協奏曲などを演奏する際に用いる
事が多い。是非、E♭管で憧れのトランペットコンチェルトを
吹いてみては?

YTR-6610S
ライトウエイト・プロモデル。カスタムモデルの優れた特性を継承し、
素早いレスポンスや正確なイントネーションを提供。E♭管とD管の
切り替えは主管と第1、第3抜差を差し替えることによって行う。

7,700円

フリューゲルホルン

（写真：YFH-8310Z）

コルネットよりも円錐の広がりが大きく、表情に富んだ柔らかい
響きを持つ。ブラスバンドではソロ楽器として使われる他、
ソロテナーホーン（アルトホルン）と一緒にメロディを奏でたり、
コルネットとユニゾンを演奏し、響きに幅を持たせる。温かく
メロウな音色はジャズやポップスでも頻繁に使用され、トラン
ペットとは一味違った魅力が人気。

YFH-8310Z

華やかさと軽やかさを併せ持つ伝統的なフリューゲルホルンの
スタイルをより発展させたモデル。高音域における安定性と色彩
感豊かな音色が、より高次元での音楽表現を生み出す。ライブ
ハウスやスタジオワークなどジャズシーンで際立った個性を主張
するクリアラッカー仕上げ。

9,900円

YFH-8310ZG
華やかさと軽やかさを併せ持つ伝統的なフリューゲルホルンのスタ
イルをより発展させたモデル。高音域における安定性と色彩感豊か
な音色が、より高次元での音楽表現を生み出す。ゴールドブラスの
ベルにより豊かで幅のある音色が特長のクリアラッカー仕上げ。

9,900円

YFH-8310ZS
華やかさと軽やかさを併せ持つ伝統的なフリューゲルホルンのスタ
イルをより発展させたモデル。高音域における安定性と色彩感豊か
な音色が、より高次元での音楽表現を生み出す。吹奏楽、ブリティッ
シュバンド等で必要とされるメロウな響きを持つ銀メッキ仕上げ。

9,900円

YFH-8315G
新しいスタイルを追求する、次世代のアーティストへ。ゴールドブラス
二枚取りベルと長めで剛性を増したパイプが、ふくよかで存在感の
ある音色を醸し出す。

9,900円

コルネット

（写真：YCR-8335）

トランペットよりも巻きが多く、管も太い部分が多い為、柔ら
かい響きが特長。小回りもよく利き細かく早いパッセージや
メロディーラインの演奏に適し、ソロでも大活躍。現在では
吹奏楽やブラスバンドで演奏されることが多いが、実は
ピストントランペットより歴史が古く、チャイコフスキーや
ベルリオーズなどのオーケストラ作品にも用いられている。

YCR-8335
NeoシリーズB♭コルネット。世界的に活躍するラッセル・グレイ氏、
フィリップ・マッキャン氏の協力の下、Neoの名を冠したコルネット
が遂にデビュー。

9,900円

E♭クラリネット　 
（写真：YCL-681Ⅱ）

B♭管より完全4度高く、高音なため音程をとるのが難しい
楽器だが、明るくシャープな音色を持っている。劇的な効果や
感情の高ぶりを表し、合奏では全体のサウンドに幅を与える。
吹奏楽、オーケストラともによく用いられ、レスピーギ「シバの
女王ベルキス」やベルリオーズ「幻想交響曲」、ラヴェル「ボレロ」
などのソロで活躍。

YCL-681Ⅱ トーンホールとベルリングの加工法が異なる他はカスタムと同等の
管体設計。安定した鳴りのバランスと抜群の音程を実現。 9,900円

YCL-881 独自の管体設計が正確な音程と輝かしい上質な音色を両立。
ナチュラルフィニッシュの美しい外観も高品位な音色に寄与している。 9,900円

YCL-881
【特注品】

カスタムモデルをベースとし、キイポストはピンクゴールドメッキ
仕上げ、リングレスのベルを採用。通常のカスタムの特長をさらに
高いレベルに引き上げた特注品。

9,900円

バスクラリネット　　　
（写真：YCL-621Ⅱ） 　  　 　

B♭クラリネットより1オクターブ低い音域。吹奏楽では低音
セクションの要となる楽器。YCL-621Ⅱの最低音はE♭まで。
グラナディラの力強く重厚な響きが特長。吹奏楽はもちろん、
オーケストラでも重要な場面で使用され、ジャズやソロなど
でも、特有の音色が好まれジャンルを問わず活躍する魅力的
な楽器。

YCL-621Ⅱ 力強く重厚な響きと優れた演奏性を高い次元で両立。独自のキイ
メカニズムはスムーズな操作性とともに堅牢で高い耐久性を約束。 16,500円

アルトフルート

（写真：YFL-A421）

深い響きでフルートアンサンブルを引き立て、ソロでは豊か
な感情表現が魅力のアルトフルート。フルートよりも完全
4度低いG管の楽器。深くて甘い包み込むような音色が
特徴的で、ラヴェル「ダフニスとクロエ」やストラヴィンスキー
「春の祭典」などのオーケストラ作品でも活躍。

YFL-A421
管体にゴールドブラス(真鍮)を採用し、低音から高音まで安定した
音色と抜群の操作性を実現。息を効率よく管体に送り込む頭部管の
リッププレート&ライザーは銀製。ストレート形状の頭部管のモデル。

11,000円

ハイグレード定額プラン
特殊管ラインナップ

レンタル期間：全品最短レンタル3ヶ月～最長レンタル期間なし

レンタル・リース課   0120-381-808　受付時間：土日祝日を除く9:00～17:30　
上記の商品・金額は2021年10月時点のものです。
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