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２０１３年６月５日 

 

  ■ オーク 100%シェルにより、ライブで求められるパワフルなサウンドを実現 

ヤマハ システムドラムス 

『LIVE CUSTOM』 

− ライブ現場でのプレーヤーやサウンドエンジニアの評価を反映、7月 10 日発売 − 

 

 ヤマハ株式会社は、アコースティックドラムの新製品として、ヤマハ システムドラムス『LIVE CUSTOM

（ライブカスタム）』を 7月 10 日（水）から発売します。 

 

＜価格と発売日＞ 

品 名 モデル 品番 税込価格(本体価格) 発売日 

ヤマハ 

システムドラムス 

LIVE CUSTOM 

バスドラム 
LNB1814 など 

6 サイズ・7品番 

110,250 円(105,000 円)〜 

131,250 円(125,000 円) 

7月10日（水）
フロアタム 

LNF1413 など 

3 サイズ・3品番 

43,950 円(47,000 円)〜 

59,850 円(57,000 円) 

タムタム 
LNT0807 など 

6 サイズ・6品番 

33,600 円(32,000 円)〜 

48,300 円(46,000 円) 

スネアドラム LNS1455 42,000 円(40,000 円) 

 

品 名 構成 品番 税込価格(本体価格) 発売日 

ヤマハ 

システムドラムス 

LIVE CUSTOM 

タムパッケージ※ 

フロアタム： LNF1615

タムタム： LNT1007

 LNT1208

タムホルダー： TH945B 

LNP6F3 126,000 円(120,000 円) 

7月10日（水）
フロアタム： LNF1413

タムタム： LNT1007

 LNT1208

タムホルダー： TH945B 

LNP4F3 120,750 円(115,000 円) 

※ タムパッケージは、＜フロアタム×1 台＋タムタム×2 台＋タムホルダー×1 個＞をパッケージし、一つの

梱包としたものです。これにお好みのバスドラムやスネアドラムなどを組み合わせることでドラムセット

となります。 

◎初年度販売予定数：合計 200 セット 

  

＜製品の概要＞ 

このたび発売する『LIVE CUSTOM』は「あらゆる音楽ジャンルのライブ現場で必要とされる要素とは

何か」という問いを起点とし、感応試験や音響評価を繰り返し行い、プレーヤーの観点と音を観客に

届ける PA などのサウンドエンジニアの観点からの意見を反映して完成させたものです。硬質なオーク

材を従来より厚いシェルに成型したことにより、さらにパワフルで存在感あるサウンドとなるだけで

なく、マイク集音しやすい音作りに必要とされるシェル毎での理想的なレゾナンス（余韻）と分離の

硬質な材に対し、独自の加工・塗装技術を活かした新ラインアップ
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良さも併せ持つことにより、迅速なサウンドメイキングが可能となり、まさにライブ現場に最適なド

ラムセットです。 

また、外観には、ダークシルバー仕上げの金属パーツの採用や木目が際立つ塗装による高級感あふ

れるカラーフィニッシュをはじめとした 4種類のラインアップを用意しました。 

 

詳細は以下の通りです。 

 

＜主な特長＞ 

１．マイク集音しやすく深みを増したパワフルなサウンド 

シェル材には、従来より 10%厚みを増した 1 プライ=1.2mm

のオーク材を採用しました。ベアリングエッジ加工は従来

よりやや丸み持たせた R1.5 とし、さらにタムとフロアタム

の打面にエンペラーヘッドを装着したことにより、体感的

にも物理的にも深みを増したパワフルなサウンドを生み出

します。また、ライブ現場で迅速なサウンドメイキングに

必要とされる理想的なレゾナンス（余韻）と音の分離を併

せ持つ点も特長です。これらによりマイク集音がしやすく、

会場に音を届けるPAエンジニアからも調整しやすい実用的

なドラムです。 

 

２．シェルのポテンシャルを引き出す新しいハードウェア 

オークシェルのポテンシャルを最大限に引き出すため、ホルダーやブラケットなどのハードウェ

アとのマッチングにおいても試行を重ね、シェルのサウンドやルックスを引き立てる新規設計と

しました。タムホルダーベースは、シェルとの設置面積を最小限に抑えた軽量なデザインとして

おり、バスドラムの鳴りを最大限に活かします。バスドラムフックはダイカスト製とし、ルック

スの向上だけでなくプレートを挟み込んだノイズを抑える構造としました。フロアタムブラケッ

トは、高さ調整がしやすく適切な余韻のコントロールにも寄与しています。また、スネアドラム

のストレイナーも「Qタイプ」として一新し、オンオフの安定感だけでなく、スナッピーの交換、

調整もしやすくなりました。 

 

    

1.2mm オークプライを採用したシェル
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３．ステージ映えする精悍なルックス 

フープやラグにはダークシルバー仕上げを施し、シェル内面にはサウンドバランスを整える効果

もあるブラック塗装とすることで、ステージで映える精悍なルックスを演出しました。カラーフィ

ニッシュには、木目が際立つ塗装技術を活かした美しい仕上げの３色に加え、気品あるマット仕

上げの１色を含む、合計４色を用意しています。 

 

４．幅広い音楽ジャンルに対応するサイズ構成 

フロアタムは最適な余韻にコントロールできる深さに設定、バスドラムは現在のミュージック

シーンに幅広く対応できる 6つのサイズを用意しました。特に、口径 22 インチのバスドラムには

大音量のロック系アンサンブルに埋もれない十分な音量を得ることのできる深さ 18 インチのも

のも採用しました。 

 

 

＜主な仕様＞ 

  バスドラム 

サイズ 

（口径×深さ） 
18"×14" 20"×16" 22"×14" 22"×16" 22"×18" 24"×18" 

品番 LNB1814 LNB2016 LNB2214 LNB2216 
LNB2218 

LNB2218R 
LNB2418R 

税込価格 

（本体価格） 

 110,250 円 

（105,000 円） 

 117,600 円

（112,000 円）

 119,700 円

（114,000 円）

121,800 円 

（116,000 円）

126,000 円 

（120,000 円） 

131,250 円 

（125,000 円）

シェル オーク 8プライ 9.6mm 

ラグ アブソルートラグ（ダークシルバーフィニッシュ） 

フープ ウッドフープ 

ヘッド 
フロント：ヤマハレモ パワーストローク 3エボニー 

打面：ヤマハレモ パワーストローク 3クリア（20"-24"） コーテッドアンバサダー（18"）

ベアリングエッジ 45°R1.5 

バスドラムフック ダイキャストフック（ダークシルバーフィニッシュ） 

バスドラム脚 アブソルートタイプ（ダークシルバーフィニッシュ） 

※品番の末尾に Rが付くものは、タムホルダーベースを装着していない R-Version バスドラムです。 

  フロアタム 

サイズ 

（口径×深さ） 
14"×13" 16"×15" 18"×16" 

品番 LNF1413 LNF1615 LNF1816 

税込価格 

（本体価格） 

49,350 円 

（47,000 円） 

54,600 円 

（52,000 円） 

59,850 円 

（57,000 円） 

シェル オーク 6プライ 7.2mm 

ラグ アブソルートラグ（ダークシルバーフィニッシュ） 

フープ 2.3mm ダイナフープ（ダークシルバーフィニッシュ） 

ヘッド トップ：ヤマハレモ クリアエンペラー、ボトム：ヤマハレモ クリアアンバサダー 

ベアリングエッジ 45°R1.5 

レッグブラケット オープンタイプブラケット（ダークシルバーフィニッシュ） 
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  タムタム 

サイズ 

（口径×深さ） 
8"×7" 10"×7" 12"×8" 13"×9" 14"×11" 16"×13" 

品番 LNT0807 LNT1007 LNT1208 LNT1309 LNT1411 LNT1613 

税込価格 

（本体価格） 

 33,600 円 

（32,000 円） 

 34,650 円 

（33,000 円）

 36,750 円 

（35,000 円）

38,850 円 

（37,000 円）

43,050 円 

（41,000 円） 

48,300 円 

（46,000 円）

シェル オーク 6プライ 7.2mm 

ラグ アブソルートラグ（ダークシルバーフィニッシュ） 

フープ 2.3mm ダイナフープ（ダークシルバーフィニッシュ） 

ヘッド トップ：ヤマハレモ クリアエンペラー、ボトム：ヤマハレモ クリアアンバサダー 

ベアリングエッジ 45°R1.5 

タムマウント Y.E.S.S. 

 

  スネアドラム 

サイズ 

（口径×深さ） 
14"×5.5" 

品番 LNS1455 

税込価格 

（本体価格） 

42,000 円 

（40,000 円） 

シェル オーク 6プライ 7.2mm 

スネア ハイカーボンスティール（ショートタイプ/25 本） 

スネアヘッド 2.7mm 

ベアリングエッジ 45°R1.5 

ラグ アブソルートラグ（ダークシルバーフィニッシュ） 

フープ 2.3mm ダイナフープ（ダークシルバーフィニッシュ、10 ホール） 

ヘッド トップ：ヤマハレモ コーテッドアンバサダー、ボトム：ヤマハレモ スネアアンバサダー

ストレイナー 
リリース: Q Type（ダークシルバーフィニッシュ） 

バット: DC3 Type（ダークシルバーフィニッシュ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

スネアドラム『LNS1455』 

カラー：エメラルドシャドーサンバースト（EWS）
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＜カラーバリエーション＞ 

 

  

 

 

 

 

  

 

エメラルドシャドーサンバースト（EWS） アンバーシャドーサンバースト（AWS） 

ブラックシャドーサンバースト（BWS） ブラックウッド（BKW）＊つや消し 
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ヤマハ システムドラムス『LIVE CUSTOM』 

  カラー：エメラルドシャドーサンバースト（EWS） 

「HEXRACKⅡ」（別売）などと組み合わせたセッティング例 

 

 

 

 

＊文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

この件に関するお問い合わせ先 

■ 報道関係の方のお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 広報部宣伝・ウェブコミュニケーショングループ 担当：木崎 

 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 

 TEL 03-5488-6605 

 FAX 03-5488-5063 

 ウェブサイト http://jp.yamaha.com/news_release/ 
  （お問い合わせや画像ダウンロード等が可能です） 

■ 一般の方のお問い合わせ先 

株式会社ヤマハミュージックジャパン 

 お客様コミュニケーションセンター 管弦打楽器ご相談窓口 

 TEL 053-411-4744 


