
犬両 　並 20,000 　中　（難皮・薄皮） 40,000

（長唄） 　中 24,800 　上 （小ｷｽﾞ有） 60,000

（小唄） 　上 30,400 　特 72,000

（民謡） 　特 54,000 　中 表片 30,000

　並 表片 14,000 裏片 20,000

裏片 10,000 　上 表片 52,800

　中 表片 17,360 裏片 30,000

裏片 12,400 　特 表片 57,200

　上 表片 21,280 裏片 36,000

裏片 15,200 　上 （小ｷｽﾞ有） 66,000

　特 表片 37,800 　特 78,000

裏片 27,000 　上 表片 58,000

犬両 　並 32,400 裏片 33,000

（地唄） 　中 38,000 　特 表片 62,000

　上 47,600 裏片 39,000

　特 69,000 　上 （小ｷｽﾞ有） 68,000

　並 表片 22,680 　特 80,000

裏片 16,200 　上 表片 62,000

　中 表片 26,600 　特 表片 68,000

裏片 19,000  * 四ツ犬裏は地唄犬裏片と同じです。

　上 表片 33,320

裏片 23,800 　長唄 両面 29,600 ～

　特 表片 48,300 片面 19,920 ～

裏片 34,500 地唄・民謡 両面 31,600 ～

犬両 　並 50,000 (1.2～2分) 片面 22,000 ～

（津軽） 　中 66,000 　津軽 両面 37,600 ～

　上 90,000 片面 26,200 ～

　特 114,000

　並 表片 35,000 　支給皮賃張り価格表

裏片 25,000 　犬両上 12,000 　両四ツ上 34,000

　中 表片 46,200 　犬両特 15,000 　四ツ犬上 34,000

裏片 33,000 　地唄犬両上 19,000 　両四ツ特 38,000

　上 表片 63,000 　地唄犬両特 22,000 　四ツ犬特 38,000

裏片 45,000 　津軽犬両上 41,000 　両四ツ特特 42,000

　特 表片 79,800

裏片 57,000

　特上

　特上 表片

裏片 　にちわ印　特許皮張り　価格表 （税抜）

　特特 両面 29,600

　特特 表片 片面 19,920

裏片 両面 31,600

片面 22,000

 * バチ皮はサービスです。 両面 39,000

 * 特上以上は、納期１０日位かかります。 片面 26,520

両面 35,200

片面 23,600

両面 37,800

片面 25,200

両面 42,000

片面 28,000

 * 納期１０日間程 かかります。

張替　価格表 (税抜）

 * 皮の厚さは、長唄～地唄～津軽と順に厚くなります。

両四ツ

（長唄）

（小唄）

（民謡）

　合成皮 （新白峰皮革）

両四ツ

（地唄）

片面表７掛

（民謡厚皮）

四ツ犬

片面裏５掛

　民謡・地唄
1.2～2分大

　津軽

合成（特許張）

犬皮（特許張）

　長唄・
民謡　５厘

　民謡・地唄
1.2～2分大

　津軽

　長唄・
民謡　５厘
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　犬両 中 15,000 中 20,000

上 20,000 上 26,000

特 24,000 特 36,000

中 表片 11,000 中 表片 14,000

裏片 8,000 裏片 10,000

上 表片 15,000 上 表片 18,000

裏片 10,000 裏片 13,000

特 表片 20,000 特 表片 25,000

裏片 12,000 裏片 18,000

 胡弓　支給皮賃張り 価格表 （税抜）

　両犬 上 12,000 　両四ツ 上 24,000

　支給皮 特 15,000 　支給皮 特 30,000

　にちわ印 特許 皮張り 価格表 (税抜） にちわ印 特許 二胡　皮張

両面 12,000

片面 20,000

 * 納期１０日間程 かかります。

　三線　張替　価格表 （税抜）

　本錦  蛇皮１枚張り （両面）

　本皮  強化張り （両面）

  人工錦蛇皮 皮張り　　 （両面）

 * 納期１０日間程 かかります。

胡弓　張替　価格表 （税抜）

　両四ツ

24,000

14,400

表片面両面の　７掛、裏片面両面の　５掛表片面両面の　６掛、裏片面両面の　５掛

　胡弓 （合成皮 ・ 犬皮共）
合成

蛇皮

片面は　両面の７掛

皮 張 替

48,000

22,300

28,000
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