
C o v e r  
P r o g r a m

スタジオ・シーンが活気に溢れた1970〜80年代に、スティーヴ・ガッ
ドを筆頭とするトップ・ドラマー達がこぞって愛用し、“ 時代の音”を創
造したヤマハが世界に誇る名器＝レコーディングカスタム。“ レコカ
ス”の愛称で親しまれ、ヤマハ・ドラムの代名詞とも言えるバーチ・シェ
ルに、ワンピース型のハイテンションラグを装備した、その無二なるサ
ウンド&ルックスで、長年に渡って世界中のドラマーを魅了し続けてき
た。2013 年に惜しまれながら生産完了となるも、復活を望む声が後
を絶たなかった同モデルが、誕生40周年の節目に当たる今年、満を
持してリバイバル ！　“ レコカス”を愛して止まないスティーヴ協力の
もと、培ってきた技術と知識を注ぎ込み、サウンド・クオリティの向上に
尽力。現代のレコーディング環境に最適なモデルへと変貌を遂げて復
活を果たした。今回の総力特集では、スティーヴ、そして神保 彰のイ
ンタビューを中心に、新たに生まれ変わった“レコカス” を徹底検証。
付録DVDには超速ツーバスを駆使した華麗なドラミングを武器に世
界の舞台で活躍する新鋭、青山英樹によるパフォーマンス映像、さら
に打面ヘッドによる音色の違いをマニアックに解析した特別映像も収
録！“ レコカス” の伝統と進化を目と耳で体感してほしい!!

YAMAHA“Brand-New”
Recording Custom

“DNA”を受け継ぐ王道バーチ・サウンドの究極進化形！

feat.スティーヴ・ガッド&神保 彰 企画&構成：リズム&ドラム・マガジン編集部

青山英樹による流麗な
パフォーマンスを収録！
さらに打面ヘッドによる
音色の違いもマニアックに検証!!

目と耳を刺激する超保存版の

スペシャル“映像”が満載!!!

付録DVD連動
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も木材本来の色を生かした人気色＝リアル
ウッドは、ファンにはうれしい復活です。ガッ
ドのシグネチャー・カラーでもあるソリッド
ブラックは、ヤマハのピアノ塗装の技術を注
ぎ込んだ高級感溢れる仕上げで相変わらずの
美しさ！ また、ハイブリッドメイプル発表時
に採用されたクラシックウォルナットは、光
沢ある鏡面仕上げと深い色合いが大人の味わ
いを醸し出しています。さらに新色のサーフ
グリーンは、鮮やかな発色が目を引きます。バ
ス・ドラムにはウッド・フープが装備され、コ
ントラストを演出している点もポイントです。
　次ページからは項目ごとに分けて、そのス
ペックを詳しくチェックしていきましょう。

　90年代に入ると音楽ジャンルの多様化や
録音技術の変化などさまざまな要因が重なり、
より明るくオープンなサウンドが求められる
ようになります。ヤマハもニーズに応えて
1991年にメイプルカスタムを発表。それは
多くのドラマーの支持を得ますが、結果とし
てレコーディングカスタムは長年君臨してい
たフラッグシップ・モデルの座を譲ることに
なります。それでも1999年には、スモール・
ラグを装備して時代に合わせたオープンな鳴
りを引き出すバーチカスタムアブソリュート
（後にアブソルートに名称変更）が発表され、
バーチ・シェルは選択肢を2種類に広げるこ
とになります。両モデルはマイナー・チェンジ
を繰り返しながら、10年以上に渡って多くの
ドラマーに親しまれましたが、2013年に惜
しまれつつ共に生産終了することになります。
ヤマハ・バーチの伝統は中級者向けのステー
ジカスタムへと継承されますが、プロフェッ
ショナル・シリーズからは姿を消してしまい
ました。時代の流れに則したサウンドで、音楽
界全体に多大な影響を与えたプロフェッショ
ナル・シリーズのバーチが途絶えて約3年
経った今年、ついに新レコーディングカスタ
ムを発表。次のページから、その仕様を細かく
紹介していきたいと思います。

開発を進める中で、シェルの厚さやエッジの
角度など異なった仕様のものを何度も試し、
最終的には一番低域の綺麗に出ていた現在の
仕様が気に入ったということです。クリアな
低域という側面は特にバス・ドラムにおいて
顕著に実感できるが、現在の大音量のアンサ
ンブルの中でも、埋もれることがないエッジ
の効いた存在感のある低音を実現。またタム
類も含めて太くスケールの大きな響きが得ら
れるため、スペースの限られたレコーディン
グ・スタジオやライヴ会場における小口径
セットでの使い勝手の良さも利点となること
でしょう。
　またルックス面でも伝統は継承され、中で

ます。このときのカラー・バリエーションは5
色でしたが、特にガッドのシグネチャー・カ
ラーでもあるソリッド・ブラックは、ピアノ塗
装のノウハウを生かした独自の技術が話題と
なり、その美しさはドラムを高級感のある楽
器へとイメージ・アップさせることにも成功
しました。

＊
　1983年にターボ・サイズ（超深胴）発表後、
1985年に名称をレコーディングカスタムに
変更して、1986年にはパワー・サイズ（深
胴）が完成。時代に合わせて発展を続けていき
ます。レコーディングカスタムは、ピーター・
アースキン、ロイ・ヘインズ、デヴィッド・ガリ
バルディ、デイヴ・ウェックルといったジャン
ルを超えた世界のトップ・ドラマー達が愛用。
バーチ材がドラムに適しているということを
世に知らしめると同時に、ドラム・サウンドの
トレンドを牽引する存在となりました。また
ハード・ロック界では、伝説のドラマー、コー
ジー・パウエルの26"ツー・バス・キットが鮮
烈なインパクトを放ち、究極のパワー・プレイ
に応えることも証明。その後のロック系ドラ
マー達に多大な影響を与えます。

＊

　オール・バーチ・シェル、剛性の高いハイテ
ンションラグ、そして中低域が豊かで指向性
の強い音色など数々の特徴を持つレコーディ
ングカスタム。今回復活した新しいレコー
ディングカスタムはそれらの伝統を継承しな
がら、現在の音楽環境に適した新しい要素を
絶妙なバランスで融合することに成功。そこ
にはレコーディングカスタムに想い入れの強
いスティーヴ・ガッドが開発に深く携わり、積
極的に意見交換したことも大きな成果となっ
て表れているそうです。ヤマハとガッドの目
指したサウンド・テーマの1つが“よりクリア
で存在感のある低音”。2014年の来日時を皮
切りに、4度もセッションの場を設けて共に

YD-9000の誕生

　現在に続く“ヤマハ・バーチ・シェル”の歴史
は、オール・バーチ・シェルのフラッグシップ・
モデル＝YD-9000が誕生した1976年より
本格的にスタートしました。このYD-9000
はワンピース構造のハイテンションラグや木
材本来の色を生かしたリアル・ウッド仕上げ
といった洗練されたデザインと、芯の太いパ
ンチの効いた音色が相まって、ドラム業界に
大きなインパクトを与えます。またセット売
りではなく、ドラムとハードウェアを単体バ
ラ売りして、好みのセット・アップが自由にで
きる“システム・ドラム”と呼ばれるコンセプ
トを掲げたことも、当時としては画期的でし
た。そしてジム・ケルトナー、アル・フォスター、
レオン“エンドゥグ”チャンスラー、リック・マ
ロッタといった一流ドラマー達が続々と使用
を始めますが、中でもニューヨークの超売
れっ子ドラマー、スティーヴ・ガッドの影響力
は絶大で、彼が使用したことでYD-9000の
知名度と人気は急速に高まりました。その後
YD-9000は1978年にシェルの表面にラッ
カー塗装を施して一層ステージ映えのする
ルックスへと進化。名称もYD-9000Rとなり

YAMAHAバーチの
歴史を辿る

“Brand-New”Recording Customの
スペックを徹底解説！

Size Variation
Check Point ②

Color Finish

文 ： 長野祐亮

文 ： 長野祐亮／撮影 ： 八島 崇（P28～30／＊除く）

進化を遂げて復活したレコーディングカスタムの詳細をチェックしていく前に、
まずはヤマハ・バーチの歴史を振り返ってみたい。
現在に至るまでの足跡を知ることで、新しい“レコカス”をより深く理解できるはずだ。

SFG：サーフグリーン SOB：ソリッドブラック RW：リアルウッド WLN：クラシックウォルナット

Part.2では生まれ変わったレコーディングカスタムのスペック面にフォーカス。
伝統のバーチの魅力をさらに引き出したこだわりのシェル仕様、音質も考慮した新設計のハードウェアなど、
進化した“レコカス”のキーとなる特徴を詳細に解説。さらに発表された新しいスネア・ドラムもチェックしていこう。
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▲数多のバンドを渡り歩いたコージー・パウエルは、レイン
ボー時代の78年よりヤマハのドラムを愛用。当時使っていたの
はミラー・クローム仕様のYD-9000。26"のツーバスに14"タ
ム、16"フロア・タムを2発ずつ並べた巨大キットは、後のロック
系ドラマーに多大な影響を与えた。

▲スタジオ・ミュージシャンが注目を浴びるようになった70〜80年代の隆盛期に、NYのファースト・コール・ドラマーであったス
ティーヴ・ガッド。彼が使用したことで、YD-9000の名前が世界に轟くことになった。写真は82年に行われたジョー・サンプルのレ
コーディングの様子を捉えたもの。打面にはエヴァンスのハイドローリックを装着し、世界を魅了した“あの”サウンドを生み出していた。

P a r t . 1

P a r t .2

Hardware
Check Point ③

Recording 
Custom Metal 

Snare Drum

Check Point ④

Birch Shell
Check Point ①
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Birch Shell Hardware

Size 
Variation

Check Point ① Check Point ③

Check Point ②

　新レコーディングカスタムは北米産のバーチ材を
使用しています。旧レコーディングカスタムは北海
道産でしたが、今回は試行錯誤の結果、サウンド・
キャラクターが最も似ていた北米産に決定されまし
た。それを6プライで6㎜という薄いシェルに仕上げ
て、中低域が豊かでふくよかな鳴りを実現。また、旧
レコーディングカスタムではタム／フロア・タムが
6プライで、バス・ドラムが7プライもしくは8プラ
イという仕様でしたが、今回はバス・ドラムからタム、
フロアまですべて共通のシェル構造になっているの
も特徴的です。
　音色に大きな影響を与えるエッジ加工は、30°／
R1.5に設定。これはエッジが30°の角度で削られて
いて、頂点の丸みが半径1.5㎜の円を描く曲線に
なっていることを意味しますが、PHXシリーズのタ
ムが30°／R4、ハイブリッドメイプル・シリーズの
タムが45°／R1.5であることと比較しても、鋭角に
処理されていることがわかると思います。一般的に
エッジは鋭角であるほどレスポンスに優れたシャー
プな音色を引き出しやすいと言われます。この鋭角
的に処理されたエッジと、薄めのバーチ・シェルの絶
妙なバランス具合いが、アタックの明確な鋭いレス
ポンスと、中低域の充実した太いサウンドを生み出
すポイントになっています。
　打面ヘッドはタム、フロア・タムにコーテッド・ア
ンバサダー、バス・ドラムにパワーストローク3コー
テッドが標準装備されますが、これもガッドの趣向
が反映されてのこと。その特有の甘さや奥行きのあ
る響きが、味わい深さを醸し出しています。このヘッ
ドの特性がサウンドに反映されるのもレコーディン
グカスタムの鳴りが素直である証と言えるでしょう。

　レコーディングカスタムを象徴するパーツ＝ハ
イテンションラグ。70年代の発売当初は名前の由
来の通り、極端なハイテンション・チューニングに
も耐えられるワンピース構造ならではの剛性の高
さが利点でしたが、次第に重量があることやシェ
ルに接する面積が広いことが、芯の明確なタイト
なサウンドを生み出すという音色面での効能にも
注目が集まります。新レコーディングカスタムに
装備されたハイテンションラグは、旧タイプより
も見た目のボリューム感がありますが、実際に約
10％〜35％ほど重量が増しています（サイズに
よって値は異なる）。これは目指す音を得るために
意図されたもので、より一層音を引き締める重い
ラグとオープンな響きの薄いシェルという、相反
する要素を絶妙にバランスさせることで、明確な
芯を含む豊かな鳴りを実現しています。
　またタムには、旧レコーディングカスタムにも
1993年から採用されていたフローティング式マ
ウント・システム“Y.E.S.S”を継承。ナチュラルな
響きを引き出しています。バス・ドラムにタム・ホ
ルダーを取りつけるベース部分や、フロア・タムの
足を取りつけるブラケットには、“アブソルートハ
イブリッドメイプル”にも採用されている設置面
積の少ないタイプを採用。その軽量かつスムーズ
な操作感から、ヤマハの伝統的なハードウェアの
信頼性の高さを実感します。さらにタムやフロア・
タムには1.6㎜というやや薄めのトリプル・フラ
ンジ・フープを採用している点もポイントで、鋭い
レスポンスを実現しながらも、耳に痛くない自然
なアタック感を生み出しています。

Gadd’s Idea ①
〜フローティングマウント・システム〜
　ガッドが日本で使用する20"のバス・ドラムに
は、だいぶ以前からリフターが装備されていたこ
とは、熱心なファンの間では周知の通りだと思い
ます。リフターはこれまでは18"以下の小口径に
装備されることが多く、20"に必要かと疑問に思
う人もいるかもしれませんが、実際に踏んでみる
とこれが驚きの効果です。好みのビーターの長さ
を保ったままヘッドのスウィート・スポットをヒッ
トできるため、音の芯や低域が増強されるという
音色や音量の面はもちろんですが、踏んだときに
22"に近い奥行き感のあるタッチが得られるため、
普段22"に慣れている人も違和感なく演奏に集中
できるのが素晴らしいです。今回のリフター＝フ
ローティングシステムの高さは2"で、バス・ドラ
ムの頂点が22"とほぼ同じ高さになります。

　新しいレコーディングカスタムはサイズのバリエーションも充実。バス・ドラムの口径は4種類ですが、
22"に対しては3種類の深さが用意され、ドラマーの細かいこだわりにも応えてくれます。そして18"と
24"は伝統的な響きを重視して14"の深さ。20"は奥行きのある響きを考慮した16"に設定されています。
　タムはニーズの高い10"、12"、13"に2種類の深さが用意されおり、音楽性や趣向に合わせて幅広い組
み合わせが可能となっています。8"という小口径からの流れも充実しているので、小さな演奏場所での
スペースに合わせたセッティングも選択肢が豊富で、小口径でも音量や太い鳴りが得られるレコーディ
ングカスタムの利点を生かすことができます。

■ シェル仕様 ■ ハイテンション
　 ラグ

■ Y.E.S.Sマウント・システム

■ 打面ヘッド

◆ サイズ構成表

■ エッジ加工

■ トリプル・フランジ・フープ

■ フロア・タム・ブラケット

▲シェルはオール北米産バーチ
を採用。バス・ドラム、タム類、ス
ネア・ドラムすべて共通で6プ
ライ6mm厚。内側にはダーク
ブラウン塗装が施されている。

◀“レコーディングカスタ
ムと言えば！”のハイテン
ションラグは新デザインに
変更。従来よりもウェイト
をアップさせて、芯のある
まとまったサウンド、そし
て切れ味の良いサステイン
を実現したという。

▼タム・マウントは、ヤマハ・オリジナルのY.E.S.Sを採用。各タイコ
の音の分離性やシェル鳴りを向上させる。タム・ホルダーはオールラ
ウンドボールクランプショートロッド。

▲新生レコーディングカスタムの標準ヘッド。
打面ヘッドはバス・ドラムがヤマハ／レモの
パワーストローク3コーテッド、タム類は同
コーテッド・アンバサダーが装着されている。

◀新しいレコーディングカスタムは
30°／R1.5仕様のベアリング・エッジ。
シェル内側のダークブラウン塗装と同
様、エッジ処理も美しい仕上げとなっ
ている。

▲ブラケットは、スムーズな高さ調整
と適度なサステイン・コントロールを
両立させる、“オープン・タイプ”。

▲タムと、そしてフロア・タムは薄い1.6mm厚のトリプ
ル・フランジ・フープが標準仕様として装着されている。

■ フローティングマウント・
　 システム

口径 14" 16" 18"

深さ 13" 15" 16"

品番 RBF1413 RBF1615 RBF1816

価格 ¥85,000 ¥94,000 ¥103,000

フロア・タム

口径 18" 20" 22" 22" 22" 24"

深さ 14" 16" 14" 16" 18" 14"

品番 RBB1814 RBB2016 RBB2214 RBB2216 RBB2218 RBB2414

価格 ¥157,000 ¥177,000 ¥177,000 ¥187,000 ¥197,000 ¥197,000

バス・ドラム

タム

口径 8" 10" 10" 12" 12" 13" 13" 14" 16" 

深さ 7.5" 7.5" 9" 8" 10" 9" 11" 12" 14" 

品番 RBT0807 RBT1007 RBT1009 RBT1208 RBT1210 RBT1309 RBT1311 RBT1412 RBT1614

価格 ¥53,000 ¥57,000 ¥58,000 ¥61,000 ¥62,000 ¥66,000 ¥67,000 ¥71,000 ¥81,000

▶20"のバス・ドラムには、何とスティーヴ・
ガッドがリクエストしたというリフターを標
準装備。タイコを“アップ”させることで、標準
サイズの22"で設定したビーターの長さを変
えることなく演奏可能となる。

Gadd’s
I d e a

＊

＊
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Recording Custom 
Metal Snare Drum

Check Point ⑤

　レコーディングカスタムのサウンドとベスト・マッチするメタル・スネアを新たに7種類ラインナッ
プ。シェルはアルミニウム、ブラス、ステンレス・スティールという3種類になります。シェルの中央
には、シェルの共振をコントロールするセンタービードと呼ばれる絞りがありますが、過去のヤマハ・
スネアは伝統的に内側に凹んでいたのに対して、今回のシリーズでは外側に向けて盛り上がって
いるのも特徴的。響き線やフープなどのパーツとの組み合わせも最適なものを追求して、素材を
生かしたパワフルで素直な鳴りを実現すると同時に、幅広いサウンド・メイクも可能にしています。
5.5" の各スネアにはガッド考案の10本タイプのスナッピーが同梱されています。●アルミニウム・モデル

　明るく軽快な響きのアルミ・スネアは、5.5"と6.5"の2
タイプ。歯切れが良くシャープな音色ですが低域も充実
しており、木胴のような温かみを併せ持っています。3種
類の素材の中でこのアルミのみダイキャスト・フープが
採用されているのも特徴的で、これはガッドのアイディ
アによるものですが、リム・ショット時にインパクトのあ
るアタック感を増幅するねらいがあります。またアルミ・
シェルとアルミ・フープという組み合わせによる重量の
軽さも魅力で、現場への手持ち移動が多いドラマーには
特にありがたいことでしょう。

●ブラス・モデル
　明るく豊かに広がる高域の倍音と締りのある低域のバ
ランスがとれたブラス・スネア。万能型の5.5"、懐の深さ
と爆発力を加えた6.5"、明るさの際立つ小気味良いキャ
ラの13"×6.5"の3タイプになります。ブラスのみに13"
が存在するのは、“最も音量が大きくて明るい13"×6.5"
のスネアを作る”という開発コンセプトに一番適してい
た材であることが理由。音量のあるアンサンブルの中で
もメインとして使用可能な、弾けるようなパワー感が抜
群で、非常に使い勝手が良いスネアに仕上がっています。
ちなみにこのスネアには“ポップコーン・スネア”という
題名があるそうです。

●ステンレス・スティール・モデル
　ラウドで豊かな音量感が持ち味のステンレス・ス
ティール。一般的なスティールに比べてややダークなサ
ウンドが特徴的で、タイトで繊細な音づくりから、荒々し
く暴れた音色まで、幅広いサウンド・メイクが可能です。
胴の深さはベーシックの5.5"に対して、深胴は7"に設定
されており、よりパワー系のサウンドに焦点を合わせた
バリエーションとなっています。また全モデルに共通す
ることですが、深胴には標準の20本ではなく、25本タイ
プのスナッピーが装備されているのも、歯切れの良いパ
ワー感を増幅する要因となっています。

Gadd’s Idea ②〜SGタイプ10本スナッピー〜
　5.5"の全モデルには、ガッドの強いこだわりと推薦に
より、以前ガッドのシグネチャー・スネアに標準装備され
ていた10本スナッピーが同梱されます。このスナッピー
は、その昔ガッドがレコーディングに行ったときに、ス
ナッピーがボロボロになったスタジオ常設のスネアがあ
り、そのスナッピーをテックが間引いて調整したところ、
すごく良い音になったという経緯から生まれています。
本数が少ないので繊細な音づくりが可能であることに加
えて、スナッピーを極端に締めても裏のヘッドの響きを
止めることなく、オープンな鳴りと“パリッ”としたタイ
トで歯切れの良いスナッピー・サウンドを両立できるの
が魅力となります。

■ シェル

■ センタービード

■ ストレイナー ■ スナッピー

■ SGタイプ10本スナッピー

◀▲こちらは1.2mm厚ステンレス・ス
ティール・シェルの様子。エッジは外側を頂点
に配置し、角度はキツめ。シェルのセンターに
あるのはセンタービードで、このあたりにサ
ウンドの秘密が隠されていそうだ。

◀▲14"×5.5"のいずれのシェル・モデルにも、ス
ティーヴ・ガッドがリクエストした10本線仕様の
スナッピー（20／25本線と同じハイカーボン・ス
ティール製）が付属。繊細かつクリスピーなサウン
ドを実現するという。

◀スネア・ドラムにはすべ
てシェル中央にアウトセン
タービードが施されている。
パワー、アタック感のある
サウンドを保ちながらシェ
ルの共振をコントロールし
てくれるという。

▲14"×5.5"、13"×6.5"（ブラス・シェル）のモ
デルには、コントロール性を重視して20本線
仕様のスナッピーを採用。

▲ストレイナー・スイッチはライブカスタム
やアブソルートハイブリットメイプルにも装
着の“Qタイプ”。

回答：ヤマハ株式会社 マーケティング統括部 
戦略推進部 PMマーケティンググループ

現代の音楽シーンにマッチした
サウンドを目指しました

●新しい“ レコーディングカスタム（以下RC）” の
開発経緯を教えてください。
○当初はRC ありきでの開発ではなく、当時取り組ん
でいた“ 音の機能性” という考え方に基づいて、次の
価値を模索するところから始めました。アブソルート
ハイブリッドメイプル（以下AHM）が“ 奏者のダイナ
ミックレンジへ追従する表現力”、ライブカスタム

（LC）は“ 現代のライヴ環境での実用性” をコンセプ
トとしていて、その次の議論として“ 現代の録音環境”
というテーマが上がってきたことから、RC の存在を
意識し始めました。RC の先代モデル廃番の後には、
その存在を惜しむ声やお叱りの声を世界中からいた
だきましたので、いつか復活させたいモデルとしては
筆頭でした。ただRC の
名前を冠する以上、多く
のコアなファンにもRC
であることを納得してい
ただくだけの質を確保
しなければなりません
し、かつビジネスとしては新しいファンも獲得してい
かなければなりません。古臭くて魅力がないモデルに
なってはいけないし、“ こんなもんはRC じゃない” と
失望させてもいけないという、厳しくも難しい判断で
した。最後には、技術的な裏づけと、アイデンティティ
と進化を融合した満足の行く仕上がり、そしてス
ティーヴ・ガッドからの後押しもあって、新しいRCと
して世に出す覚悟を決めました。
●RC は今、話に出たようにファンも多い楽器です
が、昨年発表されたFP-720 のように“ 復刻” では
なく、新しくするという選択肢を選んだのは？　
○FP-720 は主に国内市場からの強い要望に答える
形で当時の仕様をそのまま再現したものです。もう手
に入らない“ あのペダル” を今踏んでみたい、かつて
親しんだあの感触を今一度確かめたい、という希望
を叶えることが目的のため、当時のそのままを“ 復刻”
することが重要でした。RC も同じく古くからのヤマ
ハ・ファンにはノスタルジーを感じさせる存在ではあ
りますが、ドラム・セットは叩き込むことで成長してい
く楽器です。多くのファンが愛しているRC は箱を開
けたときの真っさらなRC ではなく、自身の演奏と共
に成長して好きな音楽とぴったりハマったRC のはず
です。であるならば、箱を開けたときの新RC がより現
代の音楽に馴染みやすく進化していることがこのモ
デルの実力を高めることになると考えました。もちろ
んRC がRC たる所以のアイデンティティを保つこと
にも相当に腐心しました。
●新たに進化させる上で開発のテーマとなったの
は、どんな点だったのでしょうか？
○YD-9000 が人気だった時代から比べると、ドラム
以外の楽器も技術的に進化し、アンサンブルの音量
は上がっています。現代のエレキ・ギターやシンセサ
イザーの放つ音圧に負けないように中低域の音量や
パワーを増した、現代の音楽シーンにマッチした音を

目指しました。同時に多くのファンが愛して止まない、
オール・バーチ、ワンピース・ラグ、音のキャラクター
など、RC のアイデンティティをしっかりと受け継ぐこ
とも大きなテーマでした。もともとRCと言えば、その
タイトで芯があり、指向性の強いサウンドが音作りし
やすく、分離がはっきりしていて録りやすいという評
価で多くのエンジニアから愛されました。それに加
え、新RC ではシェル設計とラグの新デザインにより、
特にバス・ドラムの音量、音圧を増しています。これに
より現代的なアンサンブルの中でもより強い存在感
を発揮できます。
●開発協力に携わったスティーヴ・ガッドとはどの
ような話し合いをしたのでしょうか？
○当初からRC への想い入れの強いスティーヴでし
たので、今回の開発への参加打診を喜んでくれてい
て、積極的に意見をくれました。音色については毎回

我々にも意見を求め、試し、また提案するという繰り
返しでした。スティーヴは現在も自身のシグネチャー
キットを気に入って使っていますが、よりクリアで存
在感のある低音を目指したいということで、シェル厚
などの仕様の異なったものを何度も試してもらいま
した。その音の違いに彼自身も驚いたり悩んだりして
いたのが印象的でしたが、最後には一番低域が綺麗
に出ていた現在の仕様を気に入っていました。彼の
協力には心から感謝しています。

“ 音をまとめていく” 方向の技術に
あえて挑戦しています
●シェル材に北米産のバーチを選んだ理由は？
○材に関しては、以前と工場が変わったために旧モ
デルと同じ材を安定的に調達できない事情があり、
開発当初から新しい材を数多く試してきました。その
中から元の材をしのぐ高品質で、音的にも元のキャラ
クターに最も近いという評価だった北米産を選びま
した。シェルの内側は茶系の塗装を通常より薄く施し
てあります。この内面塗装という仕様はヤマハの中高
級価格帯モデルに共通で、内表面の耐久性を目的と
しています。また以前のRC でも内面塗装は施されて
いたため、その見た目のイメージを強く持たれている
方も多く、RC としてそのイメージを維持したい思い
もありました。
●6 プライ／6mm 厚と薄胴シェルが特徴ですが、
この仕様にはどのようなねらいがあったのでしょう
か？
○厚い胴のシェルは、鳴り切ったときにはパワーを発
揮しますが、時にその質量から鳴らすのが大変です。
今回は薄胴にすることで、まずはふくよかな鳴りを増
すことを目指しました。ただしそれだけだと、RC のア
イデンティティでもある芯のあるタイトなサウンドが
ややぼやけてしまいました。そこでラグに重量を加え

て適度に倍音をコントロールすることで、パワーを増
やしつつサウンド・キャラクターを維持することがで
きました。
●スティーヴは“ ハードウェアが良いトーンを引き
出している” と語っていたのですが、開発にあたって
ハードウェア面でこだわった点を教えてください。
○これは重量を増したハイテンションラグのことを
言っているのだと思います。ヤマハはもともとスモー
ルラグ・コンセプトという戦略のもと、シェルへの接
触面積の小さなラグやマウントの開発、ノーダル・ポ
イントの活用など、いかにシェル振動を妨げないかと
いう考え方で開発を続けてきていましたが、フラッグ
シップ・モデルのPHX を開発するに当たって、ラグも
積極的に音作りに貢献できるのではという仮説のも
とにラグの形状や重量、取りつけ場所に至るまで試
行錯誤を繰り返し、ラグの取りつけ位置で不要な倍

音をコントロールすると
いう効果を得ました。そ
の考え方からすると、も
ともと重さもありシェル
への接触面積も大きく
剛性も高いワンピース

構造のハイテンションラグには、まだまだ音作りへの
可能性があると考えていて、研究を続けていました。
今回、スティーヴの要求に答える形で、これまでの取
り組みの成果の一部を、このモデルに搭載できたこと
は非常にうれしく思います。
●近年発表されたドラム・セットは、シェルの“ 鳴り”
を引き出すことに重点を置いて設計されていたと思
うのですが、新しいRC ではそれとは異なるねらい
を感じます。いかがでしょう？
○もちろん鳴りは重要です。今回パワーを増した中低
域も、さらなる鳴りを引き出したわけですし。ただ一
方で、分離が良い、音作りしやすい、マイク乗りがい
い、音がヌケてくる、といった常に現場で重宝される
価値や、何より音が気持ち良いというRC が持ってい
たキャラクターを今一度響かせてみたいという気持
ちで作りました。あまり他社では謳われない、“ 音をま
とめていく” 方向の技術にあえて挑戦しています。結
果として多くのプレイヤーから期待通りの反応や感
想をいただいています。これからまたRC のような個
性のあるドラムが見直されていくようになると、面白
いのではないでしょうか。
●最後に本記事を読んで興味を持ったドラマーへ、
メッセージをお願いします！
○過去のRC やYD-9000 をご存じのドラマーにも、
今、新しい魅力的なドラムを求めているドラマーに
も、それぞれに叩く気持ち良さを感じていただける、
新しいRC が完成しました。これまで数多くのドラ
マーが愛してきたヤマハ伝統の音を、今あらためて手
にして楽しんでいただくこともできると思いますし、い
つのドラマーにとっても気持ち良いドラム・サウンド
の美味しい部分を、現代的に進化した音作りの下で
これから育てていっていただくこともできると思いま
す。ヤマハ・ドラムの伝統と進化、スティーヴのこだわ
りの結晶を、ぜひ叩いてみてください！

技術的な裏づけと、アイデンティティと進化を融合した
満足の行く仕上がり、そしてスティーヴ・ガッドからの

後押しもあって、新しいRCとして世に出す覚悟を決めました

“Brand-New”Recording Custom開発秘話
新しいレコーディングカスタムの構想、開発から完成に至るまでにはどのようなプロセスがあったのか。
Part.3ではその過程を深く探るべく、開発に携わったヤマハ・スタッフにインタビューを敢行し、
名器を“進化”させる挑戦の核心に迫る！

P a r t .3

Gadd’s
I d e a

p31p30 p31p30
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I n t e r v i e w  ①

愛用ドラマーが語る
“Brand-New”Recording Custom

Steve Gadd
スティーヴ・ガッド

Part.4では新モデルの開発に深く携わったスティーヴ・ガッドと、CASIOPEA用に“レコカス”でキットを新調した神保 彰、
2人の“神”のインタビューを掲載。長年に渡り“ヤマハ・バーチ”を愛用してきた彼らが、
生まれ変わった“レコカス”の魅力を熱く語ってくれた。 もちろんそれぞれの機材も詳しく紹介！

ナッピーを作ってくれるように頼んだんだ。そし
て今回のスネアにもそれが付属されることになっ
たんだ。
●この新しいレコーディングカスタムは、どうい
うドラマーにオススメしますか？
○箱から出してすぐに良いサウンドが出せるドラ
ムだから、どんなドラマーでも満足できるんじゃ
ないかな。さっきも言ったように、セッティングの
微妙な変更にも敏感に反応してくれるしね。もと
もと今回のレコーディングカスタムは、使える
チューニングの幅が広く、幅広い用途に対応でき
ることを目指して開発されたものなんだ。僕自身、
まだ数回のライヴで使っただけだから、確かなこ
とは言えないけれど、開発の段階で必要な要素は
盛り込んであるから、あとは実際の現場で使うだ

けさ。
●可能性を感じているわけですね？
○もちろん。可能性は大いにあると思う
し、あらゆる状況に対応できると思うよ。
僕がこのモデルのフル・セットを最初に
“演奏”したのは、NAMMショウのための
ビデオを撮影したときだったけれど、第
一印象はチューニングしやすいという

ことだったね。
●新しい中にも、ヤマハ・ドラムならではの特徴や
個性を感じることはありますか？
○もちろん。ヤマハのドラムはどんどん良くなっ
ていると思うよ。古いモデルの良い部分は生かし
て、さらに改良が加えられている。そのおかげで、
今回のタムはよりピュアなサウンドになっている
し、スネアも使えるチューニングの幅がより広く
なっている。タイトに締め上げても良いし、緩めに
チューニングしてスナッピーも緩めにすれば、
ファンキーなサウンドになる。新しいレコーディ
ングカスタムは、コスト・パフォーマンスも良くて、
みんなが手の届く範囲の値段で、最上位機種並み
のサウンドを持っていると思う。正直な話、僕のシ
グネチャー・モデルに迫るくらいのクオリティが
あると思う。ハードウェアも気に入っているし、デ
ザインもものすごく気に入っているよ。長いパー
ツ（ハイテンションラグ）のことは以前から大好き
だし、スネアにはいくつかの素晴らしい変更が加
えられている。ストレイナーも良いし、とても高い
レベルのスネアに仕上がっていると思うよ。買っ
てすぐにいろんなチューニングの気に入ったサウ
ンドが出せるというのは、まさに僕が求めている
ことなんだ。ドラムというのは、微妙な設定の変化
にも敏感に反応するのが理想で、このモデルはそ
れを実現している。だから僕は今回のヤマハの仕
事には大いに満足しているんだ。彼らは製品を改
良するためにものすごく努力していて、目的をき
ちんと達成している。ベース・ドラムは低音がより
豊かになったし、タムはピュアでより厚みのある
サウンドになったし、スネアも素晴らしいしね。繰
り返すけど、ヤマハは本当に良い仕事をしてくれ
たと思う。マイクで拾ってモニターを通した音も
良いし、スタジオでも素晴らしいサウンドが出る
はずさ。間違いなく性能が向上しているね。僕はも
ともとレコーディングカスタムが大好きだったか
ら、こうやって良い形で復活してくれて本当にう
れしいよ。良いサウンドだから、みんなにも気に
入ってもらえると良いな。

●おっしゃったようにボトム・ヘッドは大阪公演
ではコーテッド・アンバサダーを、富山公演ではク
リアのアンバサダーをそれぞれ試していましたね。
音程感はクリアの方が明確だったように思います。
○僕もそう思ったよ。だからディプロマットを張
れば、もっと明確になるんじゃないかな。いろいろ
と試すのが楽しみだよ。
●以前のレコーディングカスタムも使用されてい
たかと思いますが、新しいレコーディングカスタ
ムはそれと比較して、どんな点が変わったと思い
ますか？
○以前のモデルを使っていたのは、もう昔のこと
だから比較するのは難しいけど、新しいレコー
ディングカスタムは、ベース・ドラムの低音がより
豊かになっていて、タムはサウンドが良くてさま
ざまなチューニングに対応してくれるようになっ
た。フィール・グッドで、とにかく叩きやすいんだ。
●20"のベース・ドラムには、リフト・アップ用に
フローティング・システムが搭載されていますが、

○そうだね。
●キットと同時にレコーディングカスタムのスネ
ア・ドラムも発表されましたが、その印象はいかが
でしたか？　実際にサウンド・チェックの際にも
試していましたが……。
○僕が試したのはスティール・シェルのスネア
だったんだけど、これにも満足しているよ。今の組
み合わせも素晴らしいけど、ダイキャストのリム
（フープ）を組み合わせたサウンドも面白いし、フ
ランジド・リムと組み合わせれば、また違うサウン
ドになるだろうね。今夜のショウでは新しいス
ティール・シェルとダイキャスト・フープを組み合
わせて、ボトムにはディプロマット、トップには
コーテッド・アンバサダーを張ったけれど、それも
良い感じだったよ。
●14×5.5インチのスネア・ドラムには、標準の
20本タイプのスナッピーに加えて、10本タイプ
のものも付属しますが、これもあなたのアイディ
アだそうですね。
○そうだね。もともとは古いスネアを使っていて、
そのスナッピーのスプリングが何本か取れてし
まっていたんだけど、そのサウンドが気に入って
いてね。それでヤマハにスプリングの少ないス

チューニングの範囲が広いんだ。君の言う通り、ラ
イヴで使ったのは今回が初めてで、これからいろ
んなヘッドを張ったり、実験したいと思っている
んだけど、ボトム・ヘッドに対する反応が特に良い
ね。今のところ、ボトムにコーテッド・アンバサ
ダーとクリア・アンバサダーを張って試してみた
けど、次はクリア・ディプロマットも試してみるつ
もりなんだよ。とにかくヘッドの種類の違いによ
る反応が良くて、そこも気に入っているよ。ドラム
によっては、特定のヘッドを張ると反応が悪くな
るものもあるけれど、この新しいレコーディング
カスタムは、今のところ試したヘッドのすべてで、
それぞれ良い反応が得られている。同じキットで
も、ヘッドを換えることでいろいろなサウンドが
出せたり、いろいろな状況に対応できたりするわ
けだからね。実際に僕は現場でそういうことを
ずっと試してきた。こうした違いに楽器が反応し
てくれて、自分の出したい音が出せるというのは
最高だよ。

これはあなたのアイディアだったそうですね？
○もともとはハギ（萩原 尚氏）との話し合いの中
から生まれたアイディアだったと思う。あの20"
のベース・ドラムは僕もすごく気に入っているん
だ。とにかく演奏しやすいからね。新品のドラムを
しばらく鳴らし込んだようなサウンドにするのに
は、ある程度の時間が必要だけれど、新しいレコー
ディングカスタムは箱から出した瞬間から素晴ら
しいサウンドなんだ。これは驚くべきことだよ。タ
ムがピュアなサウンドで鳴るようにハードウェア
を工夫したんだろうな。だからヘッドを違う種類
のものに交換すると、楽器も繊細に反応するんだ
と思う。
●では、アタックと倍音の関係についてはどう感
じましたか。
○いろいろなヘッドを試したいと言っ
たのは、まさにそこを確かめるためなん
だ。まだ少ししか使っていないし、ライ
ヴとスタジオでは条件が違うから、もっ
といろいろと実験したいと思っている
けれど、僕が思うにこの新しいレコー
ディングカスタムはどんな状況にもう
まく対応してくれるんじゃないかな。
●さまざまな音楽スタイル、音楽環境に対応でき
る手応えを感じているわけですね？
○そうだね。
●今回共演したジョン・トロペイの音楽のように、
ダイナミクスの点でも幅広い表現を要求されるよ
うな状況にも、新しいレコーディングカスタムは
よく応えてくれましたか？
○ああ、とても良く反応してくれたよ。でもダイナ
ミクスについては、まだまだ追求できる余地があ
ると思うね。繰り返しになってしまうけど、もっと
いろいろなヘッドを張って、どんなふうになるの
か実験してみたいね。

古いモデルの良い部分は生かして
さらに改良が加えられてヤマハの
ドラムはどんどん良くなっている

●あなたは今、自身のシグネチャー・モデルも使用
されていますが、新しいレコーディングカスタム
との使い分けについては、どのように考えている
のですか？
○レコーディングカスタムは今回のツアーで使っ
ただけだから、その質問に細かく答えるにも、もっ
といろいろと試してみる必要があるね。マイクを
通さない生音でも、サウンドや反応の違いを確認
したいと思っているんだ。今回は音量の大きな
ジョンのバンドで、マイクを通す使い方ではとて
もうまくいったよね。でももっといろいろな状況
で試してみるつもりだよ。どんな状況にもうまく
対応してくれるとは思うけれど、実際に試してみ
るまで、どう使い分けるのか、はっきりしたことは
言えないな。どんな状況でどんなヘッドを張るこ
とになるかもわからないしね。とはいえ、箱から出
して適当なヘッドを張っただけですぐに良いサウ
ンドが出るというのは本当に素晴らしいことだよ。
ピュアなサウンドだし、ベース・ドラムは低音が豊
かだし……繰り返しになっちゃうけど、とにかく
いろいろ試すのが楽しみなんだ。
●育てていく楽しみがあるわけですね？

箱から出した瞬間から
素晴らしいサウンドなんだ
これは驚くべきことだよ

●新しいレコーディングカスタムの開発に当たっ
て、あなたも協力し、さまざまなアイディアを出し
たそうですね。
○そう、いくつかの意見を伝えたんだ。そして素晴
らしいドラムが完成した。新しいレコーディング
カスタムは最高のサウンドだよ。そしてとても扱
いやすい楽器だ。ヤマハは本当に良い仕事をした
と思うね。
●実践で使うのは、今回の来日公演が初めてだっ
たそうですが、昨日の富山公演では、ステージ後に、
あらためて“素晴らしい音だ”と語っていたのが印
象的でした。
○叩き心地が良かったからね。この新しいレコー
ディングカスタムは反応がとても良くて、使える

通訳&翻訳 ： 坂本 信／撮影 ： 西槇太一   取材協力 ： ビルボードライブ大阪／ミュージックポケット

ベース・ドラムの低音がより豊かになって
タムはサウンドが良くてさまざまな

チューニングに対応してくれるようになった
フィール・グッドで、とにかく叩きやすいんだ

P a r t . 4
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Gadd’s 
“Brand-New” Recording Custom Kit

1

■ Drum Kit 
YAMAHA Recording Custom
20"×16"BD、10"×7.5"TT、12"×8"TT、
14"×13"FT、16"×15"FT

■ Snare Drums 
YAMAHA Steve Gadd Signature
14"×5.5"（Steel Shell）
■ Cymbals 
ZILDJIAN 
（L→R） ： 14" A Custom HiHat（with Rivet）＋
18" K Dark Crash Thin、20"Classic Orchestral 
Selection、20"K Constantinople Medium Thin Low

【Set Up】

1 & 2  今年2月に行われたジョン・トロペイの来日公演でガッドが愛用
したソリッドブラック・フィニッシュのレコーディングカスタム。写真は
ビルボードライブ大阪公演で撮影したもので、ワンバス、ツータム、ツー
フロアという仕様。開発に携わったガッドもライヴで使うのはこの日が
2回目とあって、サウンド・チェックを入念に行う姿が印象的であった。
打面ヘッドはヤマハ／レモのアンバサダー・コーテッド。さらにガムテー
プとティッシュによるミュートが施されていた。 3  タムはY.E.S.Sマウ
ントを介してセット。ロッドがシェル側に飛び出さないギリギリの位置
にセットするのガッドのこだわりという。 4  スネア・ドラムは自身のシ
グネチャー・モデルのスティール・シェル。 5  サウンド・チェックではレ
コーディングカスタムのステンレス・スティールもチェック。スナッピー
は自身がアイディアを出した10本タイプを装着（ 6 ）。7  フット・ペダル
はヤマハのDFP9500C。こちらも自ら提案したというフローティングシ
ステムを生かして、骨太なキック・サウンドを奏でていた（ 8 ）。 9  ガッド
が試行錯誤を楽しんでいたタム類のボトム・ヘッド。この日はレモのコー
テッド・アンバサダーにガムテープでミュートをして使用。その後の富山
公演ではクリア・アンバサダーを装着していた。

3

4

5 2

6 7

8 9

I n t e r v i e w  ②

神保 彰 Akira Jimbo

晴らしいサウンドなんだ！”と、まさに同じことを
おっしゃっていました（笑）。
○それはうれしいですね（笑）。今レギュラーで叩
いているYD9000AJは、僕のデビュー30周年を
記念したモデルで、もちろん最初から良い感じ
だったんですけど、6年間使っている間にさらに
育っている感覚があるんですね。でも新しいレ
コーディングカスタムの場合は、箱から出した状
態で、すでに6年間使っていたような音で鳴って
いる感じがしました。あとは分離の良さも特筆す
べきポイントだと思います。映像を撮ったときは、
ミュートやマフリングを一切してなくて、しかも
かなり強振していたんですけど、1つ1つの音がク
リアに分離して聴こえたんです。フラットな状態
で録ったんですが、非常に良いバランスで鳴って
いて。すごく進化しているなと感じました。どんな
ジャンルの音楽にも合うと思います。特に20"の
バス・ドラムは、ジャズにもロックにも使えると思
いますね。

基本的なコンセプトが
変わっていない点が素晴らしい

●レコーディングカスタムと言えば、ハードウェ
ア面ではハイテンション・ラグが特徴ですが、音へ
の影響も大きいと思いますか？

○感じますね。先日、レコーディングカスタムの映
像を撮影して、そのときにも語ったんですけど、
脈々と受け継がれるDNAを感じるというか、音の
キャラクターはしっかりと継承されていると思い
ます。ただ、いろいろと新しいアイディアが盛り込
まれていますよね。スティーヴ（ガッド）さんの意
見も相当反映されていると聞いていますし、以前
のレコーディングカスタムとはやはり違いますね。
●具体的にどんな点が違うと感じましたか？
○低域が以前のモデルよりもさらに充実している
感じがしますね。ボトムがよりガッシリしたとい
うか。一回り筋肉がついて、よりマッチョになった
印象です。最初に叩いたのは20"のバス・ドラムで、
フローティング・システムつきのキットだったん
ですけど、「20"のバス・ドラムでこんなに低域が
出るんだ」って驚きました。ビーターが中心に近い
位置に当たることで、あのフルな鳴りを実現して
いると思うんですけど、そこにスティーヴさんは
相当こだわったみたいですね。僕は普段22"のバ
ス・ドラムを使っているんですけど、20"でも不足
感はまったくないです。そしてこの間の映像撮影
のときに、自分のセットが完成して、22"のバス・
ドラムを初めて踏んだんですけど、箱から出して
すぐの状態にも関わらず、とっても鳴りが良くて、
こちらも驚きました。
●スティーヴ・ガッドも“箱から出した瞬間から素

常に自分のコアにある音が
ヤマハのバーチなんだと思います

●神保さんにとってヤマハのバーチ・サウンドは
原点と言える音なんですよね？
○そうですね。ドラムのサウンドは時代時代でい
ろいろ流行りがあると思うんですけど、自分の中
でヤマハのバーチ・サウンドはそういうものを超
えた存在なんです。ちょっとブレたとしても、戻っ
てくるポイントと言いますか、常に自分のコアに
ある音が、ヤマハのバーチなんだと思います。
●神保さんが感じるヤマハのバーチ・サウンドの
魅力とは？
○音の密度がすごく高くて、凝縮された感じって
いうんでしょうか。エフェクターでコンプレッ
ションをかけなくても、1つ1つの音がゴム鞠のよ
うに弾ける……詰まっているものが“バン！”と弾
けるようなインパクトを叩いたときに感じるんで
す。そこが一番の魅力だと思います。実際、レコー
ディングカスタムがエンジニアからすごく支持を
受けた理由はそこにあったんですよね。マイクを
立てただけで“ああ、これだよね”って思える音に
なるという。
●そういったヤマハ・バーチの魅力は新しいレ
コーディングカスタムにも感じますか？

撮影：廣瀬 誠
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ように考えているんですか？
○YD9000AJは今まで通り、ワンマンオーケス
トラのツアーで使っていく予定です。レコーディ
ングカスタムは、まずはCASIOPEAで使ってい
こうと考えています。

ブラスがプレミアム・モルツで
アルミがスーパー・ドライ
ステンレス・スティールがドラフト

●同時に発表された新しいスネア・ドラムについ
てはどのような印象を持ちましたか？
○どのモデルもとってもヤマハらしいですよね。
多様性があって、押しつけがましさがなく、それで
いて存在感のある音だと思いました。この間、この
3種類をビールに例えてみたんですけど、ブラス

がプレミアム・モルツで、アルミがスーパー・
ドライ、そしてステンレス・スティールがド
ラフト。今はお酒を飲まないんですけど（笑）、
何となくそんなイメージが浮かびましたね。
●面白い例えだと思うのですが、具体的に解
説してもらえますか？
○ステンレス・スティールはスタンダードと
いうか、この1台があればどんな音楽にも対

応できる、オールマイティなサウンドです。ブラス
は華やかなイメージでリッチな感じのサウンド。
そしてアルミはダイキャスト・フープがついてい
るからか、すごくドライなサウンド。キレも良いよ
うに思いましたね。
●なるほど！
○ルックス的にはセンター・ビードが外に出てい
る点が印象的で、これもスティーヴさんのこだわ
りなんですよね。ヤマハのスネアは伝統的にずっ
と内側に凹んでいて、僕は常々“紐を巻いてくれ”
と言わんばかりの溝だなと思っていたこともあり、
自分のシグネチャー・モデルでそういう仕様にし
てもらったんですけど、外に出ているのも良いで
すよね。
●このレコーディングカスタムのスネアを使う予
定はあるのですか？
○しばらくは自分のシグネチャー・モデル……ス
ティールとバーチの2台を使っていこうと思って
いますけど、今後、新しいレコーディングカスタム
のスネアが登場する可能性は十分にあると思いま
す。
●神保さんがメインで使っても良いと思うほどの
ポテンシャルがあるということですね？
○そうですね。
●では最後に新しいレコーディングカスタムをど
んな人にオススメしたいですか？
○ドラムのサウンドは、時代時代によっていろん
な流行りがあって、これからも常に変わっていく
と思うんですね。そういった時代の移り変わりに
淘汰されないものを求めている人や、一生使える
1台を探している人に、ぜひお勧めしたいなと思
います。ドラムというのは生楽器なので、叩き込ん
でいくと変わっていくものなんですけど、この新
しいレコーディングカスタムは叩き込むほど良い
方向に変わっていくように思うんです。ちょっと
お高いと感じる人もいるかもしれないですけど、
一生かけて自分の音を育てていきたいという人に
は、その価値のあるドラムだと思います。

わせでスタートしてみようと思っています。やっ
てみて変わっていくかもしれないですし、定番に
なっていくかもしれないですし、自分のスタン
ダードなセット・アップが決まっていないので、ま
だ何とも言えないんですけど、ちょっと楽しみで
すね。
●挑戦してみようと思わせるものがレコーディン
グカスタムにあるということですね？
○そうですね。どういう形になっていくのか、自分
でも楽しみです。
●ちなみにYD9000AJと同じく、リアル・ウッ
ドのカラーを選んだ理由は？
○自分にとってのレコーディングカスタムは、ス
ティーヴさんが使っていたYD-9000Rのリアル・
ウッドって、頭の中に刷り込まれちゃっているん
です（笑）。
●（笑）。では、YD9000AJとの使い分けはどの

○すごく影響していると思います。骨太で贅肉の
ない、筋肉質な音は、ハイテンション・ラグが余計
な鳴りを抑えているからなのではないか、と。ハイ
テンション・ラグは面積も大きいので、シェル自体
の重さもその分増しますし、結果として振動の仕
方そのものが全然変わってくると思うんです。
●新しいレコーディングカスタムは従来よりも重
量のあるパーツを採用しているということで、よ
り効果がありそうですね。
○そうなんですよね。それもさっき話した“ボトム
がガッシリしている”というところにつながって
いるんだと思います。重いものは、低い周波数にな
りますからね。それも含めて、基本的なコンセプト
が変わっていない点が素晴らしいと思います。ヤ
マハが“システム・ドラム”っていうコンセプトを
立ち上げて、70年代にYD-9000を発表してから
40年近く経ちますけど、マイナー・チェンジ
はあっても、根本の部分は変わっていないと
いうか。そのあたりはヤマハのドラムを世界
に知らしめた萩原（尚）さんのアイディアが、
時代を超えて今も息づいているのだと思い
ます。
●映像の撮影時にスタジオにお邪魔させて
いただいたのですが、神保さんがコーテッ
ド・ヘッドを使っていたのが印象的でした。
○（笑）。あれもスティーヴさんのリクエストだと
思うんですけど、コーテッドとの相性の良さを感
じましたね。普段はずっとエンペラー・クリアを
使っているんですけど、この間の撮影では、製品を
紹介するという趣旨もあるので、デフォルトの状
態でやった方が良いだろうなと思って、コーテッ
ドを使ってみたんですけど、そのときの感触が
とっても良かったので、実はヴィンテージAコー
テッドを試しているんです。今、家の車庫に新しい
レコーディングカスタムを組んで、セッティング
のチェックをしているんですけど、コーテッドの
ダブル・プライということで、枝川（光孝）君が見つ
けてきてくれて。バス・ドラムはパワーストローク
4で、これもコーテッドですね。新しいレコーディ
ングカスタムは8月から始まるCASIOPEAのツ
アーでデビューさせる予定で、まずはその組み合

Jimbo’s “Brand-New” Recording Custom Kit

1

■ Drum Kit 
YAMAHA 
Recording 
Custom
22"×16"BD、8"×7.5"TT、
10"×7.5"TT、12"×8"TT、
14"×12"TT、16"×14"TT

■ Snare Drums 
YAMAHA Recording Custom
14"×5.5"（Stainless Steel Shell）
■ Cymbals 
ZILDJIAN K Custom
Hybrid Series 
（L→R） ： 14"Reversible HiHat、11"Splash、
17"Crash、21"Ride、19"Trash Smash、
13"Trash Splash、19"China

【Set Up】

1 & 2  神保の新たな愛器となったリアルウッド・フィニッ
シュのレコーディングカスタム。愛用している同じくリアル
ウッド・フィニッシュのYD9000AJとほぼ同じ仕様&セッ
ティングで、こちらはCASIOPEAのメイン・キットとして導
入を予定しているという。写真は去る6月に行われた動画
シューティング時に撮影したもので、打面ヘッドはタム、フロ
ア・タムにヤマハ／レモのアンバサダー・コーテッド、バス・ド
ラムにヤマハ／レモのパワーストローク3コーテッドという
デフォルトの組み合わせをチョイス。現在は2プライ仕様の
レモ・ヴィンテージAコーテッドを装着しているという。 3  
フロア・タムを脚1本で支えるスタイル（特別仕様）は新キッ
トでも健在！ 4  スネア・ドラムはステンレス・スティール・
シェル。撮影時は打面にリング・ミュートを装着していた。 5  
フット・ペダルはヤマハのDFP9500C。

2

時代の移り変わりに淘汰されない
ものを求めている人や

一生使える1台を探している人に
ぜひお勧めしたいと思います

4

5

3
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青山英樹 meets
“Brand-New”Recording Custom

Part.5では“レコカス”のテスト・レポートを掲載。試奏を行うのは、怒涛のツーバスを駆使したテクニカルなドラミングで、
世界から注目を浴びる新鋭＝青山英樹。今回は豊富なバリエーションの中から、22"のツーバス・キットと20"の
スタンダード・キットの2パターンをチェックし、サウンド・チェックの様子と、オケに合わせてのパフォーマンス映像を付録DVDに収録！　
スネア・ドラム7種類の試奏レポートも合わせてお届けする!!

付録DVD連動

試奏 ： 青山英樹  撮影 ： 八島 崇

Surf Green
“Double Bass”Kit

Solid Black
“Standard”Kit

22"×18"BD（×2）、10"×9"TT、12"×10"TT、14"×13"FT、16"×15"FT
14"×6.5"SD（Brass Shell／Main）、13"×6.5"（Brass Shell／Side）

20"×16"BD、10"×7.5"TT、12"×8"TT、14"×13"FT、16"×15"FT
14"×5.5"SD（Stainless Steel Shell／Main）、14"×6.5"（Aluminum Shell／Side）

んじゃないかって思うほど全体のまとまりも良くて、
キックにパワーストロークとかを張れば、ゴリっと
したサウンドにも合うと思います。
　今、メイプルとバーチ、あとはオークのキットを
持っているんですけど、新しい“レコカス”はそれぞ
れの“いいとこどり”みたいなイメージで（笑）、すご
く自分好みですね。22"については今、メインで使っ
ているものと同じようなセッティング（ツーバス）に
して使いたいです。僕はハード・ロックやメタル系の
仕事が多いんですけど、このキットは特にマイクを
通したときの分離が良いので、そういう現場にピッ
タリですね。1個1個の音がしっかりと鳴ってくれま
すし。標準装備のコーテッド・ヘッドも良いですけど、
いつも使っている厚めのクリア・ヘッドを張ると、さ
らにローが出てくれるんじゃないかと思いました。

したね。
　サイズ・ダウンした分、タムのヌケがすごくて、レス
ポンスやタッチの反応がさらに良くなったように感じ
ました。だからこっちがムキになって叩くと“これくら
いで鳴るからそんなに力を入れなくても大丈夫だよ”っ
て楽器に言われるような気分になりましたね（笑）。
　さっきも話した深胴のツーバスに、浅胴のタムを組
み合わせて使いたいですね。タムに関しては見た目も
気にしているので、浅い方が客席から見たときに綺麗
に映ると思うんです。音は深胴も好きなんですけどね。
ヘッドはピンストも良いけど、やっぱりスティーヴ・
ガッドのイメージもあるので（笑）、コーテッドでも面
白そうだなと思いました。普段はほとんどコーテッド
を張らないので、新鮮でした。“しっかり叩かないと鳴ら
ない”っていうイメージがあったんですけど、新しい“レ
コカス”はとにかく良く鳴るので、印象が変わりました。

　親父が昔の“レコカス”を持っていて、子供の頃に
叩いていたんですよ。超深胴で叩きにくかったんで
すけど（笑）、でもすごく好きなドラムだったんです。
この新しい“レコカス”を叩いたときに、その感覚を
思い出して、ちょっと懐かしくなりました。音色もそ
うですし、タッチの感じにも一貫したものを感じま
したね。
　僕の中で“レコカス”はグッと締まったイメージが
あるんですけど、22"のキットを叩いたときにも同
じ印象を受けました。硬さがあるけど、同時にしなや
かさもあって、強く振らなくても音がしっかり鳴っ
てくれましたね。最近、浅胴のタムを使うことが多い
んですけど、レスポンスの良さもほとんど遜色ない
です。低音も印象深くて、同じバーチ材のアブソルー
トに比べてもローが出ているように感じましたね。
特にキックはすごいです。ノーミュートでもいける

　（22"と比べて）硬さと柔さかを兼ね備えているとい
う点は共通しているんですけど、全然キャラクターが
違いますね。僕はレコーディングだったら22"よりも
20"を使いたいと思っているんです。というのもやっぱ
り音が締まる感じがあるので。ただ、今まではビーター
を短くしないと真ん中に当たらなくて、ちょっと違和
感もあったんですけど、このフローティング・システム
は優秀ですよね。いつもと同じ感覚で、思いっきり良い
スポットに当てることができます。あらためて抜群に
キックが良いなと思いましたね。レコーディングでは
結構張り気味にチューニングしたんですけど、ローが
しっかりと出ていましたし、軽く踏んでも“ドス”っと
鳴ってくれるので、速いツーバスも楽に踏めそうです。
音ヌケも22"よりも良くて、音数が多いトラックでも
しっかりヌケてくるように思います。20"の深胴が僕の
理想なので、本当にメインで使ってみたいなと思いま

［Color］Surf Green（SFG）

［Specification & Price］
〈Total Price〉¥693,000（税抜）
（Except Snare Drums,Cymbals & Cymbal Stands）

22"×18" Bass Drum（RBB2218）×2
Price ： ¥197,000
Hoop ： Wood Hoop（10Lug）
Head ： YAMAHA／REMO Coated Powerstroke （Batter）
 YAMAHA／REMO Smoothwhite 
 Powerstroke 3（Front）

10"×9"（RBT1009）、12"×10"（RBT1210） Tom
Price ： ¥58,000（10"×9"）、¥62,000（12"×10"）
Hoop ： Triple Flange Hoop（6Lug）
Head ： YAMAHA／REMO Coated Ambassador（Top）
  YAMAHA／REMO Clear Ambassador（Bottom）

14"×13"（RBF1413）、
16"×15"（RBF1615） Floor Tom
Price ： ¥85,000（14"×13"）、¥94,000（16"×15"）
Hoop ： Triple Flange Hoop（8Lug）
Head ： YAMAHA／REMO Coated Ambassador（Top）
 YAMAHA／REMO Clear Ambassador（Bottom）
  
※試奏時の打面ヘッドはすべてデフォルト仕様で、タム、フロ
ア・タムがヤマハ／レモ・コーテッド・アンバサダー、バス・ドラ
ムがヤマハ／レモのパワーストローク3コーテッドを装着。
※Total Priceは10"×8"TT（RBT1009／¥58,000）、12"×
10"TT（RBT1210／¥62,000） 、14"×13"FT（RBF1413
／¥85,000）、16"×15"（RBF1615／¥94,000）、
（RBB2218／¥197,000）×2の値段となります。

［Color］Solid Black（SOB）

［Specification & Price］
〈Total Price〉¥474,000（税抜）
（Except Snare Drums,Cymbals & Cymbal Stands）

20"×16" Bass Drum（RBB2016）
Price ： ¥177,000
Hoop ： Wood Hoop（10Lug）
Head ： YAMAHA／REMO Coated 
 Powerstroke 3（Batter）
 YAMAHA／REMO Smoothwhite 
 Powerstroke 3（Front）

10"×7.5"（RBT1007）、12"×8"（RBT1208） Tom
Price ： ¥57,000（10"×7.5"）、¥61,000（12"×8"）
Hoop ： Triple Flange Hoop（6Lug）
Head ： YAMAHA／REMO Coated Ambassador（Top）  
 YAMAHA／REMO Clear Ambassador（Bottom）

14"×13"（RBF1413）、
16"×15"（RBF1615） Floor Tom
Price ： ¥85,000（14"×13"）、¥94,000（16"×15"）
Hoop ： Triple Flange Hoop（8Lug）
Head ： YAMAHA／REMO Coated Ambassador（Top）
 YAMAHA／REMO Clear Ambassador（Bottom）
  
※Total Priceはタム・セットRBP4F3［10"×7.5"TT
（RBT1007）、12"×8"TT（RBT1208） 、14"×13"FT
（RBF1413）、TH945B／¥203,000］、16"×15"
（RBF1615／¥94,000）、（RBB2016／¥177,000）の値
段となります。

【Set Up】 【Set Up】

ローがしっかり出ているから軽く踏んでも“ドス”っと鳴ってくれるので速いツーバスも楽に踏めそう硬さがあるけど、同時にしなやかさもあって強く振らなくても音がしっかりと鳴ってくれる

P a r t . 5
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Recording Custom 
Metal Snare Drums
Aluminum Model

Brass Model

Stainless Steel Model

RAS1455
¥59,000
【サイズ】14"×5.5" 
【シェル】アルミニウム（1.2mm厚）
【フープ】3mmアルミダイカストフープ
【スナッピー】ハイカーボンスティール20本
（SG10本タイプ付属）

RRS1455 
¥61,000
【サイズ】14"×5.5" 
【シェル】ブラス（1.2mm厚）
【フープ】2.3mmダイナフープ
【スナッピー】ハイカーボンスティール20本
（SG10本タイプ付属）

RLS1455
¥57,000
【サイズ】14"×5.5" 
【シェル】ステンレス（1.2mm厚）
【フープ】2.3mmダイナフープ
【スナッピー】ハイカーボンスティール20本
（SG10本タイプ付属）

RAS1465
¥61,000
【サイズ】14"×6.5" 
【シェル】アルミニウム（1.2mm厚）
【フープ】3mmアルミダイカストフープ
【スナッピー】ハイカーボンスティール25本

RRS1465
¥63,000
【サイズ】14"×6.5" 
【シェル】ブラス（1.2mm厚）
【フープ】2.3mmダイナフープ
【スナッピー】ハイカーボンスティール25本

RRS1365
¥58,000
【サイズ】13"×6.5" 【シェル】ブラス（1.2mm厚）
【フープ】2.3mmダイナフープ
【スナッピー】ハイカーボンスティール20本

RLS1470
¥60,000
【サイズ】14"×7" 
【シェル】ステンレス（1.2mm厚）
【フープ】2.3mmダイナフープ
【スナッピー】ハイカーボンスティール25本

■ Common Specification
【ヘッド】 レモ・コーテッド・アンバサダー（トップ）／レモ・スネア・アンバサダー（ボトム）
【ラグ】 ワンピースラグ　【スネアベット】 2.4mm 
【ストレイナー】 Qタイプ（Lサイド）／DC3タイプ（Rサイド）

　スネアは3モデルどれもヌケが素晴らしい
ですね。スネアに関しては、前にヤマハで試奏
させてもらう機会があって、そのときもヌケ
が抜群に良いなと思ったんですけど、録った
音を聴いてあらためてそう思いました。マイ
クを通すとより一層、音が良く聴こえるとい
うところも、“レコカス”ならではだと思いま
した。昔の9000番台を彷彿とさせる印象を
受けました。僕はあの頃のブラス・シェルが好
きで結構持っているんですけど、キャラク
ターは似ているように思いますね。
　ブラスはとにかく派手ですね。普段もスネ
アはブラスを使っているんですけど、ローが
出るのにまろやかなところが好きなんです。
“レコカス”のブラスはその特徴が良く出てい
て、特に6.5"は独特の深みもあって好きです
ね。いつも叩いている馴染みの音に近いです。
ステンレス・スティールは、レコーディングで

はカンカンに張って叩いたんですけど、とに
かくヌケが良くて、音量もかなり出ますね。深
胴の方が7"っていうところも興味深くて、
タッチも独特ですね。アルミはシェル全体が
鳴っているイメージで、下にヌケるというより
は、横に広がるような印象ですね。フワっとし
ているというか。でもローはしっかり出ている。
レコーディングでは6.5"を使ったんですけど、
音は5.5"の方がソリッドなように思いました。
　5.5"のモデルに付属する10本タイプのス
ナッピーをつけると、音量が上がったように
聴こえるのが面白いですね。押しつける面が
少ないからか、鳴りがすごくオープンで、とに
かくシェルが響いているイメージですね。特
にブラスは持ち味の明るさがより際立つよう
な感じがしました。とにかく個性が強力なの
で、どのシェルでもこのスナッピーをつけれ
ば、近い音になるのも面白かったです（笑）。

マイクを通すとより一層音が良く聴こえるというところも“レコカス”ならでは

“レコカス”のスネア・ドラムの中から、ガッドがレコメンド（推薦）する14"×5.5"の
ステンレス・スティール・モデルを1名様にプレゼント！　詳細はP117をチェック!!B I G  P R E S E N T !
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付録DVD連動 ヘッドの違いによる音の違いを検証 付録DVDの
内容をチェック！

　コンテンツ①は、本号の表紙特集であるヤマハの新レコーディングカスタムの
魅力に迫る内容。目玉は若手 No.1 の呼び声も高い売れっ子ドラマー、青山英
樹によるパフォーマンス映像！　彼の代名詞とも言える “ ツーバス・キット ” と、
めずらしい “ ワンバス・キット ” の 2 台による演奏を、マルチ・カメラを駆使し、
あますところなく収録している。
　レコーディングカスタム特集では、打面ヘッドによるサウンドの変化を検証し
た映像も収録。こちらはサウンドの違いが堪能できる内容だ。

　コンテンツ②は、本誌 2016 年 8 月号の close up！で掲載した、ヤマハ
のエレクトロニック・ドラム＝ DTX drums の最新モデル “920K” にフォー
カスした内容。横山和明、山本真央樹、川口千里という豪華 3ドラマーのスペ
シャル・パフォーマンス映像を収録している。

C o n t e n t s  ①

YAMAHA“Brand-New”
Recording Custom

C o n t e n t s  ②

YAMAHA DTX drumsの全貌 
focus on 920K & 760K
feat. 横山和明、山本真央樹、川口千里

今月号の付録DVDに
は2つのコンテンツを収録！　
ここでは気になるその内容を
紹介していこう。

向 啓介（世田谷RECスタジオ）

■コーテッド・アンバサダー

レコーディングに当たって

E n g i n e e r ' s  C o m m e n t s■ピンストライプ

■クリア・エンペラー

2人の“神”のインタビュー、そして青山による試奏レポートを読んで、
今回の新しい“レコーディングカスタム”は、ヘッドの組み合わせがポイントと思った方も多いことだろう。
そこでラストに、コーテッド、ピンストライプ、クリアという3種類の打面ヘッドを用意し、
その音の違いを検証してみた。録音&ミックスを担当したエンジニアのコメントも併せて掲載！
なお付録DVD収録の音源は何とノー・エフェクト状態！　
ナチュラルな“レコカス”サウンドをじっくりと体感してほしい!!

P a r t .6

試奏&文 ： 長野祐亮／撮影 ： 八島 崇

　今回のレコーディングでは、22"×16"BD、12"
×8"TT、16"×15"FTの3点キットを使用し、それ
ぞれの打面ヘッドのみ張り替えて検証を行った。
なお、チューニングはそれぞれのヘッドが生きる
音色に調整。また、スネア・ドラムは、コーテッド編
録音時にアルミ・シェル、ピンストライプ編にブラ
ス・シェル、クリア編にステンレス・スティール・
シェルをセレクト。スネアの打面ヘッドはすべて
ヤマハ／レモのコーテッド・アンバサダー。

　今回レコーディングカスタムの録音をして
感じたことは、“音を加工しなくてもしっかり
とドラムらしい音で録音されている”というこ
とです。ドラムを録音しているのだから、ドラ
ムらしい音で録れるのは当たり前のことのよ
うに思われるかもしれませんが、普段CDなど
で聴いている、いわゆる“ドラムらしい音”とい
うのは、実はいろいろな加工を施したものなの
です。その点、今回の新しいレコーディングカ
スタムは耳で聴いた生音が良いのはもちろん、
マイクを通しても欲しい部分はしっかりと
鳴っていて、逆にミックス時に邪魔になってし
まう帯域の倍音が抑えられているため、“素の
音”の段階でもしっかりと“ドラムらしい音”で
録音されていることに感動しました。
　また今回のレコーディングでは同じセッ
ティングでヘッドだけ3種類違うものを録音
して比較したのですが、同じドラム・キットで
ここまで音色に違いが出るものなのかと、正直
驚きました。レコーディングカスタム1台と、数
種類のヘッドを揃えるだけで、いろいろなジャ
ンルの音楽に対応することができる対応力も、
このドラムが長年に渡ってレコーディング・ス
タジオで愛されてきた理由なんだなと、今回の
比較録音であらためて実感しました。

　新しいレコーディングカスタムに標準装備されているコーテッド・アンバサ
ダーは、特有の甘い成分と陰影に富んだ響きが、深みのある味わいを醸し出して
くれます。タムとバス・ドラムは、高過ぎず低過ぎずのミドル・チュ—ニングを
意識しましたが、タム類は“トゥ〜ン”というサステインを求めて、ミドルから少
しだけボルトを緩めたイメージです。まろやかさと低域の太さを兼ね備えた音
色で、弾力に満ちたアタック感が印象的でした。これはジャンルを選ばすに幅広
く使える音色ですね。バス・ドラムはノーミュートでも、違和感ないタッチと音
色でしたが、薄い吸音材とウェイトを入れることで、さらに“ズッシリ”と締りの
ある低音が強調されました。アルミニウム・スネアはミディアム・ハイ・チューニ
ングという感じで、スナッピーは標準装備の20本を、少しルーズに張って軽快
で伸びやかなサステインを生かすように意識しました。録音された音は低域も
予想以上に豊かに出ています。

　ピンストライプは、70年代後半〜80年代に流行ったサステインの短いサウ
ンドを意識しました。シェルに新品ヘッドをセットして、テンション・ボルトを
手で締められるところまで回し、それをチューニングキーで軽く整えただけの
極端なロー・ピッチとなっています。ヘッドはエッジに乗っかっているだけとい
う状態に近く、ヒット時にタムとバス・ドラムの打面が大きく揺れる映像からも、
そのテンションの緩さが確認できると思います。この強烈なアタック重視のサ
ウンドは、80年代当時のデッドな音色をリアル・タイムで体験している人には
熱く響くと思いますが、極端なロー・ピッチでもシェルが良く鳴っており、タム
の音程感も明確でバス・ドラムの図太い塊感も抜群です。ロック系はもちろん、
ファンク、ポップス系にも似合う音色だと思います。スネアはミドル・ピッチく
らいを意識していますが、ブラス特有の豊かな余韻と太い低域のバランスが心
地良いです。

　クリア・ヘッドはハイとローの2バージョンを試しました。ハイ・ピッチのタ
ム類は、テンション・ボルトを常識的な力加減で、これ以上回らないポイントま
で締めています。他に細かい調整はほとんどしていませんが、それでもチューニ
ングが整ってしまうのは、楽器の精度の高さの表れだと思います。ちなみに裏の
ヘッドはどのチューニングにおいてもまったくいじっていません。バス・ドラム
もかなり締め込んでいますが、特有の“ゴン・ゴン”という成分を含んだサウンド
は、昔のレコーディングカスタムを思い起こさせてくれる懐かしい音色であり、
硬くて小気味良い芯を含んだイメージ通りの音色が再現できました。ローの成
分もしっかりと出ているので、ファンクやソウル系にもよく似合うと思います。
一方のロー・ピッチは、かなり緩めの調整ですが、前項のピンストライプよりは
全体的に少しだけ張り気味になっています。ロー・ピッチでありながらクリアら
しい明るく透明感のあるサステインが特徴的で、今のロック・バンドにも良く馴
染むと思います。スネアはハイ・ピッチですが、軽いタッチから荒々しいタッチ
まで、ダイナミクス豊かに反応してくれます。

《使用ヘッド》 タム、フロア・タム ： ヤマハ／レモ・コーテッド・アンバサダー、
 バス・ドラム ： ヤマハ／レモ・パワーストローク3コーテッド

《使用ヘッド》 タム、フロア・タム、バス・ドラム ： ヤマハ／レモ・ピンストライプ

《使用ヘッド》 タム、フロア・タム ： レモ・クリア・エンペラー、
 バス・ドラム ： ヤマハ／レモ・パワーストローク3クリア

■製品に関する問い合わせは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　ギター・ドラムご相談窓口（☎0570-056-808）まで。
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