
　天神取替 31,500 　上棹詰 　花林 16,800

63,000 　（天神を取って 　紫檀 21,000

90,300 先端を詰る）　 　紅木 25,200

　東さわり付 2,520円　加算

　全体 均等詰 　花林 49,980

　（１寸詰） 　紫檀 57,120

　（１寸５分詰） 　紅木 65,310

　上棹取替 　花林 25,200 　（２寸詰） 　東さわり付 5,250円+金物代　加算

　紫檀 平 37,800

一本溝 42,000 　１ヶ所詰 　花林 24,150

　紅木 平 ･ 一本溝 52,500 　（上詰を除く） 　紫檀 26,250

二本溝 58,800 　紅木 31,500

　短棹入れ 　紫檀 平 44,100

（支給中棹作） 溝 52,710

　中棹取替 　花林 36,000 　紅木 平 59,850

　紫檀 平 58,800 溝 63,420

一本溝 71,400

　紅木 平 ･ 一本溝 79,800

二本溝 86,100 　棹みがき 　花林 31,500

　（天神はずす） 　紫檀 63,000

　（カンベリ含む） 　紅木 74,000

　下棹取替 　花林 33,600

　紫檀 平 71,400 10,500 ～

一本溝 75,600 21,000

　紅木 平 ･ 一本溝 90,300 　仕込手間 　並胴上下 15,330

二本溝 96,600 　（交換含む） 　丸打胴上下 24,150 ～

　（金物別　 　綾杉胴上下 26,250 ～

福林　りんどう）　 17,850 ～

　金 ・ 銀棹については材料代　加算 26,250 ～

　並胴 ・ 花林三味線 27,300 ～

　中子取替 　花林 10,500 　丸打 ･ 紅木三味線 27,300 ～

　紫檀 14,700 46,200 ～

　紅木 21,000 　上福林仕込 46,200 ～

　ハ直しも含む 　下胴仕込 4,200 ～

　中子綾杉 　花林 15,330

(刻賃) 　紫檀 17,430

　紅木 28,350

　糸巻仕込 　長唄・民謡 縞黒檀 3,360

　仮継作り 　平 16,800 　（三線含む） 本 ・ 青黒檀 6,300 ～

　溝 一本 18,900 　荒削５掛 象牙・プラ 11,340 ～

二本 21,000 　調整５掛 　津軽 縞黒檀 6,090

　仮継ぎ直し 　溝調整 2,100～ 　糸穴開５掛 本 ・ 青黒檀 9,450 ～

　長さ切り 2,100～ 　センター出し ３掛 象牙 ・ プラ 14,490 ～

　入れほぞ 　花林 平 10,500 　東さわり入れ 　角 民謡 27,300 ～

一本溝 16,800 津軽 29,400 ～

　（木釘は 　紫檀 平 ･ 一本溝 16,800 　（金物代含む） 津軽Ｌ大 31,500 ～

別料金）　 　紅木 平 ･ 溝 　18,900～ 　（上駒代別料金） 　丸 民謡 16,800 ～

津軽 18,900 ～

　東さわり （交換） 丸　　～民謡 8,400 ～

　木釘入れのみ１本 2,520円 （研磨代別） 角　　～民謡 14,700 ～

駒　取替 （角 ・ 丸）　紅木 3,150 ～

象牙 5,880 ～

　さわり溝　切り直し 　花林材～紅木材 7,350 ～

　ほぞ金入の場合 25,200円＋ほぞ金代　加算

　ほぞ金入の場合 12,600円＋ほぞ金代　加算

　新品を付けた場合は、中子取替　加算

　津軽綾杉胴上下

　地唄並胴上下

　地唄丸打胴上下

　中子は原則として古い物使用

　金 ・ 銀棹については材料代　加算

　ほぞ金入の場合 25,200円＋ほぞ金代　加算

　天神付き棹みがきの場合　８掛

　ほぞ金入の場合 27,300円+ほぞ金代　加算

　ほぞ金入の場合 15,330円＋ほぞ金代　加算

　東さわりの付いている物

　紅木 （福林合金金物共）

　金 ・ 銀棹については材料代　加算

　ほぞ金入の場合12,600円＋ほぞ金代　加算

　花林 （福林真鍮金物共）

　東さわり付　5,250円　加算　（新しい金物は

　紫檀 （福林合金金物共）

　別料金）

　　 丸……8,400円 加算

　金 ・ 銀棹については材料代　加算

　　 角……16,800円 加算

   特急(納期４日～１週間位）は、再見積りになります。

 * 白字は、都度見積が必要になる場合があります。 * 黒字は、納期1ヶ月程　かかります。

 （納期は、４日～１週間位）

三味線修理　価格表 （1） （税込）

 * 津軽価格の明記してないものに付いては津軽は ３割増しです。
 * ほぞ金物１ヶのみは ２割増しです。

　（目違直し含む）

　金 ・ 銀棹については材料代　加算

　ハ直しも含む ・ 材料代　加算

　ほぞ作り直しは1ヶ所 21,000円　加算

　ほぞ金入の場合 1,790円　加算+ほぞ金代

　イソみがき　（福林 つけたまま）

　金 ・ 銀棹については材料代　加算

　うるし入れ　棹１本

　福林１ヶ所　交換の場合は　４掛　(金物代別)

　地唄綾杉胴上下

　福林１ヶ所　はずれ直し　４掛

　ウレタン入れ

　りんどう付き　下仕込は ６掛

　津軽並胴上下

　津軽丸打胴上下

　上仕込または　下仕込のみは ５掛
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　つや出し  棹　胴 一ヶ所 2,100 ～  付け 5,040 ～

全体 6,300 ～  付け直し 7,140 ～

 津軽は ３割増し  東さわり付 2,310円 加算

　色染  棹 一ヶ所 2,100 ～  欠け直し 破片全有 6,090 ～

全体 6,300 ～ 破片１部有 18,900 ～

 胴 一ヶ所 2,100 ～ 破片無 21,000 ～

全体 6,300 ～ 削り落とし 16,800 ～

 津軽は ３割増し コクソ-のみ 7,350 ～

　かんべり直し  花林 14,700 ～  さわり溝切り直し 5,040 ～

 紫檀・紅木 18,900 ～   胴修理  丸打 胴付け 12,600 ～

　（面のみ研磨）  さわり溝切り直しも含む みがき直し 16,800 ～

 但し、東さわり付 5,040円 加算 とめ切り 29,400 ～

  　みがき直し

　鳩胸の型直し  地唄式に直す 21,000 ～ 色染 6,300 ～

 長唄式に直す 12,600 ～ 漆入れ 12,600 ～

 花林 6,090 ～  綾杉 胴付け 12,600 ～

 紫檀・紅木 10,290 ～ みがき直し 19,950 ～

　ほぞ金入れ  手間代のみ 54,600 ～ とめ切り 32,550 ～

　(金物代別) 津軽 58,800 ～ 　　みがき直し

　ホゾ直し  合せ 9,450 ～ 色染 6,300 ～

　（1ヶ所）  スキ 6,300 ～ 漆入れ 12,600 ～

 ゆるみ 10,500 ～ 　ハ調整  花林 6,300 ～

 カケ 3,150 ～  紫檀・紅木 11,550 ～

　割れ直し  割れ(小）～ 3,150 ～

　（1ヶ所）  キズ 3,150 ～ 　胴ゆるみ直し  花林 6,300 ～

　ハガレ  ハガレ（大・小）研磨します 21,000 ～  紫檀・紅木 11,550 ～

　（木釘は別料金）  木釘入れのみ、1本　（研磨別料金） 2,520 ～  中子付け直しの場合 5,670円 加算 ～

　糸巻修理  ジョイント  花林 3,600 ～

   牙1本 ８分以下 15,750 ～  紫檀・紅木 4,200 ～

   牙1本 ８分以上 21,000 ～  取り外しは 1,260円 加算 ～

 ジョイント  天神外す 花林 42,840 ～

   黒檀 1本 ８分以下 12,600 ～ 紫檀・紅木 64,260 ～

   黒檀 1本 ８分以上 15,750 ～  天神ついたまま ～

 みがき直し（面取無） 花林 35,700 ～

   １本 12,600 ～ 紫檀・紅木 49,980 ～

 みがき直し（面取有）  （金物代別） 1,050 ～

   １本 15,750 ～  * 津軽価格の明記してないものについては津軽は ３割増しです。

象牙

　津軽 ～ 16,800 ～ 21,000～

開 　民謡 ～ 18,900 ～ 23,100～

き 　津山72・75 ～ 25,200 ～ 29,400～

　津山78 ～ 29,400 ～ 29,400～

 * 特殊な形については、別途お見積りいたします。

　目違いとり
（部分 目違いのみ
研磨）

  天神修理

 （紅木、紫檀、

　べっ甲　先すげ賃 (べっ甲・手元　支給材）　価格表 （税込）

　中子付

　  　　 花林　共）

 （津軽4分大以上

 *但し、東さわり付

　（研磨仕上）

手元

紅木・水牛

 （納期は、４日～１週間位）

16,800

18,900

25,200

27,300

三味線修理　価格表 （2） （税込）

プラスチック

 津軽は３割増しで 5,040円 加算

 中子付け直しの場合 5,670円 加算

　棹ほそめ

    りんどう付は

 　 ３割加算）

　（ハ調整別）

　（ハ調整別）

 * 白字は、都度見積が必要になる場合があります。    特急(納期４日～１週間位）は、再見積りになります。

 * 黒字は、納期1ヶ月程　かかります。

　上駒 付け

5,040円　加算
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犬両 　並 16,800 　中　（難皮・薄皮） 42,000

（長唄） 　中 19,110 　上 （小ｷｽﾞ有） 63,000

（小唄） 　上 26,040 　特 75,600

（民謡） 　特 31,920 　中 表片 31,500

　並 表片 11,760 裏片 21,000

裏片 8,400 　上 表片 55,440

　中 表片 12,180 裏片 31,500

裏片 9,660 　特 表片 60,060

　上 表片 18,480 裏片 37,800

裏片 13,020 　上 （小ｷｽﾞ有） 69,300

　特 表片 23,520 　特 81,900

裏片 15,960 　上 表片 60,900

犬両 　並 31,500 裏片 34,650

（地唄） 　中 34,020 　特 表片 65,100

　上 39,900 裏片 40,950

　特 49,980 　上 （小ｷｽﾞ有） 71,400

　並 表片 21,000 　特 84,000

裏片 15,750 　上 表片 65,100

　中 表片 23,520 　特 表片 71,400

裏片 17,010  * 四ツ犬裏は地唄犬裏片と同じです。

　上 表片 30,030

裏片 19,950 　長唄 両面 31,080 ～

　特 表片 35,700 片面 20,920 ～

裏片 24,990 地唄・民謡 両面 33,180 ～

犬両 　並 44,100 (1.2～2分) 片面 23,100 ～

（津軽） 　中 47,880 　津軽 両面 39,480 ～

　上 59,850 片面 27,510 ～

　特 69,930

　並 表片 30,870 　支給皮賃張り価格表

裏片 22,050 　犬両上 12,600 　両四ツ上 35,700

　中 表片 31,920 　犬両特 15,750 　四ツ犬上 35,700

裏片 23,940 　地唄犬両上 19,950 　両四ツ特 39,900

　上 表片 42,840 　地唄犬両特 23,100 　四ツ犬特 39,900

裏片 29,820 　津軽犬両上 43,050 　両四ツ特特 44,100

　特 表片 47,040

裏片 35,070

　特上 94,500

　特上 表片 63,000

裏片 47,250 　にちわ印　特許皮張り　価格表 （税込）

　特特 144,900 両面 27,300

　特特 表片 119,700 片面 18,480

裏片 72,450 両面 30,030

片面 19,950

 * バチ皮はサービスです。 両面 32,760

 * 特上以上は、納期１０日位かかります。 片面 20,790

両面 32,760

片面 19,110

両面 35,490

片面 21,000

両面 38,220

片面 23,100

 * 納期１ヶ月かかります。

（地唄）

片面表７掛 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

張替　価格表 (税込）

 * 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

（民謡厚皮）

四ツ犬
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　犬両 中 15,750 中 21,000

上 21,000 上 27,300

特 25,200 特 37,800

中 表片 11,550 中 表片 14,700

裏片 8,400 裏片 10,500

上 表片 15,750 上 表片 18,900

裏片 10,500 裏片 13,650

特 表片 21,000 特 表片 26,250

裏片 12,600 裏片 18,900

 胡弓　支給皮賃張り 価格表 （税込）

　両犬 上 12,600 　両四ツ 上 25,200

　支給皮 特 15,750 　支給皮 特 31,500

　にちわ印 特許 皮張り 価格表 (税込） にちわ印 特許 二胡　皮張

両面 12,600

片面 21,000

　三線　張替　価格表 （税込）

　本錦蛇皮 　　 皮張り　 （両面）

  人工錦蛇皮 皮張り　　 （両面）

片面は　両面の７掛

胡弓　張替　価格表 （税込）

　両四ツ

25,200

15,120

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

皮 張 替

44,100

26,460

なめし済 三味線皮

7　【三味線】


	01-05
	01-06

