
項目 Vn 4/4, 3/4 分数(1/2以下) Va Vc

初回調整 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥4,400

クリーニング(磨きも含む) ¥5,500～ ¥2,750～ ¥6,600～ ¥11,000～

駒

駒 ¥18,700 ¥13,200 ¥22,000 ¥34,100

駒曲がり矯正 ¥4,400 ¥3,300 ¥4,400 ¥6,600

駒調整 ¥4,400～ ¥3,300～ ¥4,400～ ¥6,600～

駒溝埋め(1カ所) ¥770 ¥770 ¥770 ¥880

上・下ナット

ナット溝埋め(1カ所） ¥770 ¥770 ¥770 ¥880

上ナット調整 ¥3,300～ ¥2,750～ ¥3,300～ ¥4,400～

下ナット調整 ¥4,400～ ¥3,300～ ¥4,400～ ¥5,500～

上ナット交換 ¥6,600 ¥6,600 ¥6,600 ¥8,800

下ナット交換 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥11,000

指板

指板削り(全面) ¥6,600～ ¥4,400～ ¥6,600～ ¥11000～

指板表面調整 ¥4,950～ ¥3,300～ ¥4,950～ ¥8,250～

指板上げ ¥25,300～ ¥20,350～ ¥25,300～ ¥49,500～

指板交換※指板代は別途。 ¥27,000 ¥21,600 ¥32,400 ¥64,800

指板接着 ¥4,400～ ¥3,300～ ¥4,400～ ¥6,600～

魂柱

魂柱 ¥7,700 ¥5,500 ¥8,800 ¥11,000

魂柱立て直し ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,650

魂柱調整 ¥3,850～ ¥3,300～ ¥3,850～ ¥5,500～

ペグ

ペグ調整( 4本) ¥880 ¥880 ¥880 ¥1,320

ペグ合わせ(1本) ¥1,650～ ¥1,320～ ¥1,650～ ¥2,200～

ペグ交換(1本)※ペグ代は別途。 ¥1,350 ¥1,350 ¥1,350 ¥1,870

ペグ交換(１本/柘植)※ペグ代は別途。 ¥1,870 ¥1,870 ¥1,870 ¥2,420

ペグ穴埋め(1本) ¥8,800～ ¥8,800～ ¥8,800～ ¥11,000～

スパイラル・ブッシング( １本) ¥9,130～ ¥9,130～ ¥9,130～ ¥13,200～

エンドピン

エンドピン交換※エンドピン代は別途。 ¥4,400 ¥2,200 ¥4,400 ¥6,600

エンドピン調整 ¥4,400 ¥2,200 ¥4,400 ¥6,600

エンドピン穴埋め ¥6,600 ¥5,500 ¥6,600 ¥16,500

Vcエンドピン装着 ¥5,500

テールピース＆アジャスター

テールピース調整 ¥2,200～ ¥1,650～ ¥2,200～ ¥4,400～

アジャスター調整 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330



テールガット交換※ガット代は別途。 ¥880 ¥880 ¥880 ¥1,650

あご当て

あご当て調整 ¥2,750～ ¥2,200～ ¥2,750～

あご当て調整(柘植) ¥3,300～ ¥2,750～ ¥3,300～

あご当て金具交換※金具代は別途。 ¥3,300～ ¥3,300～ ¥3,300～

ネック

ネック・ピン止め ¥19,800～ ¥16,500～ ¥19,800～ ¥27,500～

ネック角度調整 ¥17,600 ¥15,400 ¥17,600 ¥26,400

ネックリセット ¥132,000～ ¥110,000～ ¥132,000～ ¥176,000～

ネック再接着 ¥46,200～ ¥35,200～ ¥46,200～ ¥57,200～

ネック調整 ¥13,200～ ¥11,000～ ¥13,200～ ¥19,800～

継ぎネック ¥160,600～ ¥132,000～ ¥160,600～ ¥220,000～

表・裏板

表板・裏板の剥がれ接着 ¥2,200～ ¥1,650～ ¥2,200～ ¥3,300～

表板開閉 ¥38,500 ¥30,800 ¥38,500 ¥52,800

表板開閉(一部) ¥6,050～ ¥3,300～ ¥6,050～ ¥7,700～

裏板開閉 ¥44,000 ¥38,500 ¥44,000 ¥71,500

裏板開閉(一部) ¥7,700～ ¥4,400～ ¥7,700～ ¥11,000～

表板厚み調整 ¥44,000 ¥38,500 ¥44,000 ¥77,000

裏板厚み調整 ¥49,500 ¥41,800 ¥49,500 ¥82,500

バスバー

バスバー交換 ¥77,000 ¥66,000 ¥88,000 ¥143,000

バスバー(スタッド上) ¥110,000 ¥85,800 ¥143,000 ¥198,000

バスバー調整 ¥27,500～ ¥22,000～ ¥33,000～ ¥49,500～

パッチ

魂柱パッチ(表板) ¥110,000 ¥88,000 ¥110,000 ¥132,000

魂柱パッチ(裏板) ¥132,000 ¥110,000 ¥132,000 ¥165,000

パッチ(魂柱エリア以外) ¥66,000～ ¥49,500～ ¥66,000～ ¥88,000～

エッジ

エッジ作り直し(コーナー) ¥8,250～ ¥7,150～ ¥8,250～ ¥9,350～

エッジ作り直し ¥19,800～ ¥16,500～ ¥19,800～ ¥26,400～

エッジ作り直し(Cバウツ) ¥27,500～ ¥22,000～ ¥27,500～ ¥33,000～

ダブリング ¥55000～ ¥44000～ ¥55000～ ¥77000～

ダブリング(ハンガリアン) ¥77,000～ ¥66,000～ ¥77,000～ ¥110,000～

裏板ボタン補強 ¥88,000 ¥77,000 ¥88,000 ¥132,000

黒檀クラウン(ボタン部分) ¥33,000 ¥27,500 ¥33,000 ¥44,000

石膏型

石膏型(全体) ¥38,500 ¥33,000 ¥38,500 ¥55,000

石膏型(部分) ¥19,800 ¥17,600 ¥19,800 ¥29,700



石膏型(１つ追加につき) ¥29,700 ¥23,100 ¥29,700 ¥38,500

保護フィルム・パーチメント

保護フィルム ¥1,650 ¥1,320 ¥1,650 ¥2,750

パーチメント ¥440 ¥440 ¥440 ¥550

ニス補修

ニス補修 ¥6,050～ ¥6,050～ ¥6,050～ ¥6,050～

割れ修理

割れ接着 ¥4,400～ ¥3,300～ ¥4,400～ ¥6,600～

割れ・クリーニング ¥6,050～ ¥6,050～ ¥6,050～ ¥6,050～

スタッド(割れ補強) ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650 ¥2,200

音調整

音調整(１時間あたり) ¥6,050 ¥6,050 ¥6,050 ¥6,050

毛替え Vn 4/4(3/4) 分数(1/2以下) Va Vc

カナダ ￥6,050(￥5,500) ¥4,950 ¥6,050 ¥7,700

カザフスタン ￥8,250(￥7,150) ¥6,600 ¥8,250 ¥9,350

モンゴル上質 ￥9,350(￥8,250) ¥7,700 ¥9,350 ¥10,450

イタリア ￥9,900(￥9,500) ¥8,350 ¥9,900 ¥11,000

弓修理 Vn 4/4, 3/4 分数(1/2以下) Va Vc

牛革(※) ¥3300～ ¥2750～ ¥3300～ ¥3850～

トカゲ革(※) ¥4400～ ¥3850～ ¥4400～ ¥4950～

スティック保護テープ ¥550 ¥550 ¥550 ¥550

チップ交換(プラスティック) ¥8,800 ¥6,600 ¥8,800 ¥11,000

チップ交換(イミテーション) ¥13,200 ¥8,800 ¥13,200 ¥13,750

チップ交換(象牙) ¥16,500 ¥14,850 ¥16,500 ¥19,800

貝スライド交換(貝のみ) ¥8,800 ¥7,700 ¥8,800 ¥9,900

貝スライド交換(貝+黒檀) ¥11,000 ¥8,800 ¥11,000 ¥13,200

パールアイ交換(1か所) ¥6,600 ¥5,500 ¥6,600 ¥7,700

銀線巻き ¥13,200 ¥11,000 ¥13,200 ¥14,300

銀糸巻き ¥13,200 ¥11,000 ¥13,200 ¥14,300

雄ねじ交換 ¥3,520 ¥2,750 ¥3,520 ¥4,180

雌ねじ交換 ¥2,200 ¥1,870 ¥2,200 ¥3,300

雌ねじ穴埋め直し ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥5,500

雄ねじ穴埋め直し(スティック部分) ¥6,600 ¥6,050 ¥6,600 ¥8,800

フロッグ交換(中古) ¥5,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,600


