
















ナルダン大正琴価格表

商品名 材質 鍵盤 ケース 付属品 価格（円）

－販売終了－Ｂ－５

－販売終了－ＰＣ－５

－販売終了－ＳＰ－５

－販売終了－ＮＤ－５

２５２００Ｗ－１５０
カツラ洋材単板 ハ－ドケ－ス スペア弦２６鍵 ,

（税込）ワインカラ－ ＃５５００ ピック２枚・調子笛

２７３００鳳凰 （黒）
カツラ洋材単板 ハ－ドケ－ス スペア弦・ピック２枚２６鍵 ,

（税込）カシュ－黒塗り・鳳凰蒔絵 ＃５５００ 調子笛・ハンドカバ－

２７３００鳳凰 （ワイン）
カツラ洋材単板 ハ－ドケ－ス スペア弦・ピック２枚２６鍵 ,

（税込）カシュ－黒塗り・鳳凰蒔絵 ＃５５００ 調子笛・ハンドカバ－

３０４５０ＮＤ－６
山桑材単板 ハ－ドケ－ス スペア弦・ピック２枚２６鍵 ,

（税込）黒木目生地仕上げ ＃５５００ 調子笛・ハンドカバ－

２６２５０ま ゆ カツラ洋材単板 ハ－ドケ－ス スペア弦・ピック２枚２６鍵 ,
（税込）ライトブラウンカラ－ ＃５５００ 調子笛・ハンドカバ－

スペア弦・ピック２枚山桑材単板 専用ハ－ドケ－ス
２６鍵 調子笛・ハンドカバ－ ４９３５０初 段 焼木目生地艶仕上げ ＃７０００ ,

（税込）弦巻機セット

２９４００エレキ
洋材合板 ソフトケ－ス スペア弦・ピック２枚２６鍵 ,

（税込）マホガニ－カラ－ ＃２２００ 調子笛・コ－ド・アダプタ

３３６００エレキ 洋材合板 ハードケ－ス スペア弦・ピック２枚２６鍵 ,
（ハードケース入り） （税込）マホガニ－カラ－ ＃６０００ 調子笛・コ－ド・アダプタ

スペア弦・ピック２枚カツラ洋材単板 ハ－ドケ－ス
２６鍵 調子笛・ハンドカバ－ ２９４００長 寿 カシュ－黒塗り・富士蒔絵 ＃５５００ ,

（税込）指導テ－プ・布カバ－
スペア弦・ピック２枚カツラ洋材単板 九弦黒

２６鍵 調子笛・ハンドカバ－ ４９３５０九弦琴 （黒） カシュ－黒塗り 専用ハ－ドケ－ス ,
★ （税込）弦巻機セット

スペア弦・ピック２枚カツラ洋材単板 九弦茶
２６鍵 調子笛・ハンドカバ－ ５２５００九弦琴 （ワイン） カシュ－ワイン塗り 高級ハ－ドケ－ス ,

★ （税込）弦巻機セット
スペア弦・ピック２枚山桑材単板 九弦茶

２６鍵 調子笛・ハンドカバ－ ７３５００九弦琴 （桑） 焼木目生地艶消し仕上げ 高級ハ－ドケ－ス ,
★ （税込）弦巻機セット

スペア弦・ピック２枚総桐単板 高級レザ－
２６鍵 調子笛・ハンドカバ－ ８４０００澄み音 （五弦） 生地艶消し仕上げ 専用ハ－ドケ－ス ,

（税込）弦巻機セット・布カバ－
スペア弦・ピック２枚総桐単板 高級レザ－

２６鍵 調子笛・ハンドカバ－ ８４０００澄み音 （四弦） 生地艶消し仕上げ 専用ハ－ドケ－ス ,
（税込）弦巻機セット・布カバ－

スペア弦・ピック２枚総桐単板 高級レザ－
２６鍵 調子笛・ハンドカバ－ １５７５００澄み音 （九弦） 生地艶消し仕上げ 専用ハ－ドケ－ス ,

★ （税込）弦巻機セット・布カバ－

★印は九弦大正琴です。

●平成２３年４月１日改正



ナルダン大正琴専用ケース

商品名 材質 価格（円）
（ソフトケ－ス） （税込）＃１２００ 表：黒ビニ－ルレザ－ 内側：フエルトクロス張り １８９０,
（ソフトケ－ス） （税込）＃２２００ 表：高級黒ビニ－ルレザ－ 内側：フエルトクロス張り・補強材 ３６７５,
（ハ－ドケ－ス） （税込）＃５５００ 合板／表：ビニ－ルレザ－ 内側：フエルトクロス張り ７３５０,
（エレキ専用ハ－ドケ－ス） （税込）＃６０００ 合板／表：ビニ－ルレザ－ 内側：フエルトクロス張り ７８７５,
（初段専用ハ－ドケ－ス） （税込）＃７０００ 合板／表：高級茶ビニ－ルレザ－ 内側：フエルトクロス張り ８９２５,

（五弦用） （税込）ケ－スカバ－ 防水ビニ－ル肩掛けベルト付き 茶 ４２００,
（九弦用） （税込）ケ－スカバ－ 防水ビニ－ル肩掛けベルト付き 茶 ４７２５,

（五弦用） （税込）澄み音ケ－スカバ－ 高級ビニ－ルレザ－肩掛けベルト付き 柄模様 ６８２５,
（九弦用） （税込）澄み音ケ－スカバ－ 高級ビニ－ルレザ－肩掛けベルト付き 柄模様 ７３５０,

大正琴演奏台

商品名 材質 価格（円）
－販売終了－演奏用座奏台

（洋座奏兼用） （税込）演奏用立奏台 スチ－ル製 高低調節目盛り付き・譜面台 演奏台／合板 ２１０００,
（税込）演奏用立奏台専用ソフトケース 防水ビニール 茶 ７３５０,

大正琴弦 ピック／付属品／教則本

弦番 材質 価格（円） 商品名 価格（円）
（税込） （税込）＃１ ハ－ト型 レインボ－柄スチール １２６ １０５
（税込） （税込）五 ＃２ ひ し 型 レインボ－柄スチール １２６ １１６
（税込） （税込）弦 ＃３ ひ し 型 べっ甲柄 ソフトタイプスチール １２６ １１６
（税込） （税込）琴 ＃４ ひ し 型 べっ甲柄 ハ－ドタイプ細巻線（銀） １８９ １２６
（税込）弦 ＃５ 太巻線（銀） ２１０
（税込） （税込）セット 大正琴ハンドカバ－（＃１～＃５）計５本 ７７７ １５７５,
（税込） （税込）九 ＃１ 調子笛スチール １３７ （Ｇ） ２６３
（税込） （税込）弦 ＃２ 弦巻機・弦掛け棒セット細巻線（銀） ２１０ ９４５

（税込）
琴 セット ＃１ ５本 １５２３,

（折りたたみ式） （税込）弦 譜面台 ケ－ス付き＃２ ４本 ２３１０,
（税込） （税込）メ ＃１ 大正琴専用調律器 ＨＵ９１００スチール １５８ ７８７５,
（税込）｜ ＃２ スチール １５８
（税込） （税込）タ ＃３ 教則本 大正琴のしらべ（初級編）スチール １５８ １０５０,
（税込） （税込）｜ ＃４ 教則本 たのしい大正琴（初級編）細巻線（銀） ２５２ １０５０,
（税込） （税込）琴 ＃５ カセットテープ 大正琴のしらべ太巻線（銀） ３１５ １０５０,
（税込）弦 セット（＃１～＃５）計５本 １０４０,

●この価格表は、すべて総額（税込み価格）表示されています。

株式会社ナルダン楽器●製造発売元● 伝統ある音色を奏でる
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