
210 4/4 - 1/16 ¥79,200 ¥72,000 ※在庫限りで廃盤

230 4/4 - 1/16 ¥79,200 ¥72,000

300 4/4 ¥143,000 ¥130,000  310 4/4 のアウトフィット

500 4/4 ¥198,000 ¥180,000  510 4/4 のアウトフィット

4/4 - 1/4 ¥85,800 ¥78,000

1/8 - 1/16 ¥80,300 ¥73,000

510 4/4 - 1/4 ¥143,000 ¥130,000

540 4/4 - 1/2 ¥275,000 ¥250,000

1100 4/4 ¥495,000 ¥450,000 ※分数3/4-1/2サイズは受注生産

1200 4/4 ¥715,000 ¥650,000

ヘリテージバイオリン 1500 4/4 ¥1,100,000 ¥1,000,000

20S 15.5 inch

20W 16.0 inch

7S 15.5 inch

7W 16.0 inch

142S 15.5 inch

142W 16.0 inch

72f 4/4 - 1/2 ¥286,000 ¥260,000

73f 1/4 - 1/10 ¥264,000 ¥240,000

72 4/4 - 1/2 ¥220,000 ¥200,000

73 1/4 - 1/10 ¥198,000 ¥180,000

74 4/4 ¥495,000 ¥450,000

エターナルチェロ 80 4/4 ¥990,000 ¥900,000

アウトフィットコントラバス
（本体､弓､ケース一体）

28SET 4/4 ¥418,000 ¥380,000 28のアウトフィット

コントラバス 28 4/4 ¥330,000 ¥300,000

税込定価 税抜定価

アウトフィットビオラ
（本体､弓､ケース一体）

エターナルビオラ

チェロ

品　名 品 番 備　 考サイズ 税込定価 税抜定価

品　名 品 番 備　 考

ビオラ

アウトフィットチェロ
（本体､弓､ケース一体）

 72, 73 のアウトフィット

品　名 品 番

アウトフィットバイオリン
（本体､弓､ケース一体）

税抜定価

品　名 品 番 サイズ 税込定価

サイズ

エターナルバイオリン

バイオリン

310

 価格表 2022年9月改定分

税抜定価 備　 考

 7S, 7W のアウトフィット

備　 考サイズ

¥160,000¥176,000

¥120,000¥132,000

¥495,000 ¥450,000

税込定価
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1016 4/4 - 1/16 ¥17,600 ¥16,000 ブラジルウッド

1029 4/4 - 1/16 ¥31,900 ¥29,000 ヘルナンブーコ

1051 4/4 - 1/4 ¥55,000 ¥50,000 ヘルナンブーコ

1081 4/4 ¥88,000 ¥80,000 ヘルナンブーコ

1120 4/4 ¥132,000 ¥120,000 ヘルナンブーコ

1260 4/4 ¥286,000 ¥260,000 ヘルナンブーコ ・ シルバー金具

1400 4/4 ¥440,000 ¥400,000 ヘルナンブーコ ・ ゴールド金具

2023 ¥25,300 ¥23,000 ブラジルウッド

2038 ¥41,800 ¥38,000 ヘルナンブーコ

2070 ¥77,000 ¥70,000 ヘルナンブーコ

2160 ¥176,000 ¥160,000 ヘルナンブーコ ・ シルバー金具

2280 ¥308,000 ¥280,000 ヘルナンブーコ ・ ゴールド金具

3027 4/4 - 1/10 ¥29,700 ¥27,000 ブラジルウッド

3043 4/4 - 1/10 ¥47,300 ¥43,000 ヘルナンブーコ

3081 4/4 - 1/2 ¥88,000 ¥80,000 ヘルナンブーコ

3180 4/4 ¥198,000 ¥180,000 ヘルナンブーコ ・ シルバー金具

3350 4/4 ¥385,000 ¥350,000 ヘルナンブーコ ・ ゴールド金具

4045 ｼﾞｬｰﾏﾝｽﾀｲﾙ ¥49,500 ¥45,000 ブラジルウッド

4080 ｼﾞｬｰﾏﾝｽﾀｲﾙ ¥88,000 ¥80,000 ヘルナンブーコ

4200 ｼﾞｬｰﾏﾝｽﾀｲﾙ ¥220,000 ¥200,000 ヘルナンブーコ ・ シルバー金具

VO-7 4/4 ¥24,200 ¥22,000 オブロング型

24F 4/4 - 1/16 ¥15,400 ¥14,000 三角ケース

ビオラケース 10F 16.0 inch ¥22,000 ¥20,000 三角ケース

4/4 - 1/2 ¥25,300 ¥23,000

1/4 - 1/10 ¥22,000 ¥20,000

バスバッグ BF-10 4/4 ¥36,300 ¥33,000

バイオリン弓ケース BCV 4/4 ¥13,200 ¥12,000 ビオラ兼用　※在庫限りで廃盤

チェロ弓ケース BCC 4/4 - 1/10 ¥11,000 ¥10,000

バス弓ケース BCB ¥16,500 ¥15,000

バイオリン肩当 SVS S / M / L ¥3,300 ¥3,000 オリジナル肩当

チェロバッグ CF-8

品　名 品 番

バイオリンケース

備　 考サイズ 税込定価 税抜定価

バイオリン弓

ビオラ弓

チェロ弓

コントラバス弓

備　 考サイズ 税込定価 税抜定価品　名 品 番

 価格表 2022年9月改定分
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MD-4 ラウンド型 ¥110,000 ¥100,000 ※在庫限りで廃盤

MD-10 ラウンド型 ¥159,500 ¥145,000 ※在庫限りで廃盤

マンドリンケース 16 ラウンド型 ¥25,300 ¥23,000 ※在庫限りで廃盤

マンドラケース 5 ラウンド型 ¥27,500 ¥25,000 ※在庫限りで廃盤

¥440 ¥400 1E

¥880 ¥800 2A

¥1,210 ¥1,100 3D

¥1,430 ¥1,300 4G

¥3,960 ¥3,600 セット

¥660 ¥600 1E

¥1,166 ¥1,060 2A

¥1,584 ¥1,440 3D

¥2,090 ¥1,900 4G

¥5,500 ¥5,000 セット

¥990 ¥900 1A

¥1,364 ¥1,240 2D

¥1,430 ¥1,300 3G

¥1,716 ¥1,560 4C

¥5,500 ¥5,000 セット

¥3,520 ¥3,200 1A

¥3,740 ¥3,400 2D

¥4,180 ¥3,800 3G

¥5,060 ¥4,600 4C

¥16,500 ¥15,000 セット

¥4,180 ¥3,800 1G

¥4,620 ¥4,200 2D

¥6,380 ¥5,800 3A

¥6,820 ¥6,200 4E

¥22,000 ¥20,000 セット

マンドラ

品　名 品 番 備　 考サイズ 税込定価 税抜定価

 価格表 2022年9月改定分

品　名 品 番 サイズ 税込定価 税抜定価 備　 考

赤

4/4＝4/4+3/4共通

1/2＝1/2+1/4共通

1/8＝1/8+1/16共通

バイオリン弦

ビオラ弦

4/4＝4/4+3/4共通

1/2＝1/2+1/4共通

1/8＝1/8+1/16共通

青

チェロ弦
4/4＝4/4+3/4共通

1/2、1/4、1/8、1/10

バス弦 4/4＝4/4+3/4共通
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