スイス生まれの新型シンバ ルワッシャー &シンバ ルミュートです。従 来のシンバ ルワッシャーの
素材であるフェルトに代えて発泡ポリウレタンを使用することにより、シンバルが本来持っている
サウンドパフォーマンスを最大限に引き出すと同時に、抜群の耐久性も実現しました。

ドラムクリップはアメリカ生まれのドラムミュートです。リングミュートやジェルとは異なったコンセプトで開発
されたドラムクリップは、ドラムらしい打感を損なうこと無く、ナチュラルでタイトなサウンドを生み出します。
リム（フープ）の鳴りを抑えると同時にしっかりと固定されるので、トップにもボトムにもセッティングが可能です。

Regular

Optimizers

オプティマイザー／シンバルワッシャー

スモール

Bass Drum

Adapter

ヘッド接地面 ： 49mm×42mm
付属品 ： ダンパー用フェルト
用途 ： バスドラム用

小型カメラ、チューナー、クリップ型ライト
等のアクセサリーとの接続に最適です。
商品本体をフープ（リム）に取り付け、同梱
の両面テープやクリップ（別売）を併用して
ご利用下さい。

ヘッド接地面 ： 38mm×44mm
付属品 ： ダンパー用フェルト
用途 ： スネア、タム／フロアタム用

フェルトに代わるシンバルワッシャー。より鮮明なサウンドとロングサスティンを実現
しました。シンバルの保護にも長けています。

Small

レギュラー

ヘッド接地面 ： 37mm×18mm
付属品 ： ダンパー用フェルト
用途 ： スネア、タム／フロアタム用

スターターパック

（オプティマイザー 40x15mm 3個、ハイハット クラッチ＆シート セット、ライド1個）

Chromatics

クロマティクス

バスドラム

全9色のカラーリングでシンバルをカラフルにディスプレイ。ライブ会場、レコー
ディングスタジオ、リハーサルスタジオ、自宅 等、あらゆるシーンで その実 力を
発揮します。個性的なカモフラージュが新たに仲間入りしました。
NEW

アクセサリーアダプター

ヘッド接地面 ： −
付属品 ： 両面マジックテープ
用途 ： スネア、タム／フロアタム用

Moderators

MagnaKey

モデレーター／シンバルミュート

マグナキー

下側ワッシャーとして使用することで、響きを調節することができるシンバルミュート
です。もちろん、音質自体を損なうことはありません。

内容

シンボリックコード

品番

内部に磁石を搭載することでスティール
製のハードウェアやスネアのフープ等に
取り付け・固定可能なチューニングキー。
シンプルな デ ザインで、いつでも 手 の
届く範囲に保持し、使用できます。

シンボリックコード

品番

LCYMMOD2SET50

N11431381

価格

モデレーター

40mm x 8mm 5個セット

LCYMOPT5SET8

N11431375

¥1,320

ダブルセット 50mm（2個入り）

¥770

ドラムクリップの特長

40mm x 12mm 5個セット

LCYMOPT5SET12

N11431373

¥1,320

ダブルセット 60mm（2個入り）

LCYMMOD2SET60

N11431382

¥880

Simple

40mm x 15mm 5個セット

LCYMOPT5SET15

N11431372

¥1,320

ダブルセット 70mm（2個入り）

LCYMMOD2SET70

N11431383

¥990

ハイハット クラッチ&シート セット

LCYMOPTHHSET

N11431376

¥880

ダブルセット 80mm（2個入り）

LCYMMOD2SET80

N11431384

¥1,100

スマートなルックス、ワンタッチで着脱可能な新感覚ミュート。

ライド 2個セット

LCYMOPTRIDE

N11432170

¥770

ダブルセット 90mm（2個入り）

LCYMMOD2SET90

N11431385

¥1,320

LCYMOPTSTARTER

N11432171

¥1,980

シングル 100mm

LCYMMOD1SET100

N13803628

¥880

LCYMOPTDISPLAY

N11431377

¥20,460

LCYMMODSUPERSET

N13803627

¥4,290

スターターパック

（40mm×15mm 3個、ライド 1個、ハイハット クラッチ&シート セット）

オプティマイザー ディスプレイ
（80個）

スーパーセット

50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm 各2個入り

※すべて税込価格です。

クロマティクス
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内容

価格

オプティマイザー

Effective
意 図 的 にドラム の 鳴りをタイトにした い とき 、適 度 な 弾 力 をもつドラム
クリップはその 効果を発揮します。ドラム 本来のアタック感はそのままに

40mm x 15mm

5個セット グリーン

LCYMCRM5SET15GR

N13800559

¥1,320

40mm x 15mm

5個セット レッド

LCYMCRM5SET15RD

N11434515

¥1,320

40mm x 15mm

5個セット パープル

LCYMCRM5SET15PU

N11434516

¥1,320

40mm x 15mm

5個セット オレンジ

LCYMCRM5SET15OR

N11433528

¥1,320

40mm x 15mm

5個セット ブルー

LCYMCRM5SET15ＢＬ

N11433527

¥1,320

Versatile

40mm x 15mm

5個セット ホワイト

LCYMCRM5SET15WH

N13802469

¥1,320

40mm x 15mm

5個セット クリムゾン

LCYMCRM5SET15CR

N13802470

¥1,320

ドラムクリップは耐久性のあるプラスチックとゴムを混ぜ 合わせてできて

40mm x 15mm

5個セット イエロー

LCYMCRM5SET15YE

N13802471

¥1,320

40mm x 15mm

5個セット カモフラージュ

LCYMCRM5SET15CM

N13807345

¥1,320

CYMPAD

https://jp.yamaha.com/products/brands/cympad/

スネアサイドへの使用イメージ

ジェルやテープのように汚れを気にすることはありません。

不要な倍音を除去し、常にイメージ通りの音を提供します。

います。しっかりと固定されるのでフープ（リム）の鳴りも抑え、トップだけ
でなくボトムにもセッティング可能です。

ラインナップ

用途

品番

価格

レギュラー

スネア・タムタム用

LDRCDCRG

¥1,210

スモール

スネア・タムタム用

LDRCDCSM

¥1,210

バスドラム

バスドラム用

LDRCDCBS

¥1,320

アクセサリーアダプター

スネア・タムタム用

LDRCDCAA

¥1,100

マグナキー

マグネティック・ドラムチューニングキー

LDRCMGKEY

¥946

※すべて税込価格です。
※フープ
（リム）形状によってはうまく取り付けできない場合がございます。事前にご確認ください。

https://jp.yamaha.com/products/brands/drumclip/

Drum Clip
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