
修理料金表 / Repair fee table 
楽器、弓、その他、修理メンテナンスいたします。  

記載されていない修理価格やそれぞれの修理期間などは、 お気軽にお問い合わせくださいませ。 

本体 / BODY 
Violin Viola Cello Bass

サイズ 4/4, 3/4 1/2まで - 4/4, 3/4 1/2まで -

駒（こま） 交換 デラックス ¥	 14,040 - ¥	15,120 ¥	 29,160 - ¥	48,600

スタンダード ¥	 11,880 ¥	 10,800 ¥	12,960 ¥	 25,920 ¥	 23,760 ¥	32,400

調整 ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥4,320~ ¥4,320~ ¥5,400~

魂柱 交換 割り材 ¥	 9,720 ¥	 9,720 ¥	 9,720 - - -

スタンダード ¥	 6,480 ¥	 5,400 ¥	 6,480 ¥12,960 ¥10,800 ¥16,200

音調整 時価 - - - - -

立て直し ¥2,160~ - - - - -

指板（しばん） 交換（上ナット込み） ¥	 29,160 ¥	 27,000 ¥	30,240 ¥	 81,000 ¥	 75,600 ¥	129,600

削り ¥6,380~ ¥6,380~ ¥6,380~ ¥16,200~ ¥16,200
~

¥21,600
~

はがれ接着 ¥3,240~ 
¥10,800

¥3,240~ 
¥10,800

¥3,240~ 
¥12,960

¥3,240~ 
¥24,000

¥3,240~ 
¥24,000

¥3,240~ 
¥37,800

上ナット 交換 ¥	 5,400 ¥	 5,400 ¥	 5,400 ¥	 10,800 ¥	 10,800 ¥	12,960

調整 ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥4,320~ ¥4,320~ ¥4,320~

下ナット 交換 ¥	 5,400 ¥	 5,400 ¥	 5,400 ¥	 10,800 ¥	 10,800 ¥	12,960

ペグ 交換 エボニー、ローズ
ウッド

¥	 2,700 ¥	 2,160 ¥	 2,700 ¥	 4,320 ¥	 3,780 -

ツゲ（材料別） ¥	 3,240 ¥	 2,700 ¥	 3,240 ¥	 4,860 ¥	 4,320 -

調理 ¥1,080~ ¥1,080~ ¥1,080~ ¥2,160~ ¥2,160~ -

穴埋め（１ヶ所） ¥	 10,800 ¥	 10,800 ¥	10,800 ¥	 16,200 ¥	 16,200 ¥	21,600

ネック 付け直し ¥	 10,800 ¥	 10,800 ¥	10,800 ¥	 32,400 ¥	 32,400 ¥	48,600

クサビ ¥	 20,520 ¥	 20,520 ¥	20,520 ¥	 41,040 ¥	 41,040 ¥	48,600

継ぎネック ¥	 129,600 ¥	118,800 ¥	129,600 ¥	280,800 ¥	280,800 ¥	378,000

LIUTAIO N.TAKAHASHI



※出張料金：県内に限ります。地域により料金が異なるため、お問い合わせください。 

開閉 表板 ¥	 27,000 ¥	 23,760 ¥	27,000 ¥	 54,000 ¥	 48,600 ¥	70,200

開閉 裏板 ¥	 32,400 ¥	 29,160 ¥	32,400 ¥	 64,800 ¥	 54,000 ¥	86,400

割れ 魂柱パッチ ¥	 37,800 ¥	 37,800 ¥	37,800 ¥	 48,600 ¥	 48,600 ¥	54,000

パッチ・クリーツ（１枚） ¥	 1,080 ¥	 1,080 ¥	 1,080 ¥	 1,620 ¥	 1,620 ¥	 1,944

表・裏・横板（開閉別） ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~

はがれ １ヶ所 ¥1,080~ ¥1,080~ ¥1,080~ ¥1,080~ ¥1,080~ ¥1,080~

ブロック ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~

エンドピン 取り付け（部品代別） ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~

穴埋め ¥6,480~ ¥6,480~ ¥6,480~ ¥6,480~ ¥6,480~ ¥6,480~

テールピース 取り付け（部品代別） ¥	 1,080 ¥	 1,080 ¥	 1,080 ¥	 2,160 ¥	 2,160 ¥	 2,160

テールナイロン 交換（部品代別） ¥	 1,080 ¥	 1,080 ¥	 1,080 ¥	 1,620 ¥	 1,620 ¥	 2,160

Violin Viola Cello Bass

Violin Viola Cello Bass

サイズ 4/4, 3/4 1/2まで - 4/4, 3/4 1/2まで -

バスバー 交換（開閉別） ¥	43,200 ¥	37,800 ¥	43,200 ¥	75,600 ¥	70,200 ¥	10,800

はがれ接着（開閉別） ¥2,160~ ¥2,160~ ¥2,160~ ¥3,240~ ¥3,240~ ¥4,320~

ブロック 交換 上ブロック ¥	12,960 ¥	12,960 ¥	12,960 ¥	27,000 ¥	27,000 ¥	37,800

（開閉・ネックセット別） - - - - - -

下ブロック（開閉別） ¥	12,960 ¥	12,960 ¥	12,960 ¥	27,000 ¥	27,000 ¥	37,800

コーナーブロック ¥	10,800 ¥	10,800 ¥	10,800 ¥	21,600 ¥	21,600 ¥	32,400

１箇所（開閉別） - - - - - -

ライニング 交換１ヶ所（開閉別） ¥	 4,320 ¥	 4,320 ¥	 4,320 ¥	 8,640 ¥	 8,640 ¥	10,800

ライニング はがれ接着１ヶ所（開閉別） ¥	 1,080 ¥	 1,080 ¥	 1,080 ¥	 2,160 ¥	 2,160 ¥	 2,700

ニス 全面塗り直し 要見積

全面コーティング 要見積

リタッチ ¥3,000~

クリーニング ¥3,240~ ¥3,240~ ¥3,240~ ¥	 9,720 ¥	 9,720 -

弦 交換（持込） ¥	 540 ¥	 540 ¥	 540 ¥	 1,080 ¥	 1,080 ¥	 3,240



弓 / BOW 
毛替えに関しては、２時間程度お待ちいただきます。
弓 Violin Viola Cello Bass

毛替え 白毛 ¥	 5,940 ¥	 5,400 ¥	 5,940 ¥	 7,560 ¥	 7,020 ¥	 8,100

黒毛 - - - - - ¥	 8,100

皮巻 牛・羊・山羊 ¥	 2,700 ¥	 2,700 ¥	 2,700 ¥	 2,700 ¥	 2,700 ¥	 2,700

カンガルー ¥	 3,240 ¥	 3,240 ¥	 3,240 ¥	 3,240 ¥	 3,240 ¥	 3,240

トカゲ ¥	 4,230 ¥	 4,230 ¥	 4,230 ¥	 4,230 ¥	 4,230 ¥	 4,230

チップ プラスチック ¥	 5,400 ¥	 5,400 ¥	 5,400 ¥	 5,400 ¥	 5,400 ¥	 6,480

牛骨 ¥	 9,720 ¥	 9,720 ¥	 9,720 ¥	 9,720 ¥	 9,720 ¥	 10,800

ラッピング 銀線 ¥	 8,640 ¥	 8,640 ¥	 8,640 ¥	 8,640 ¥	 8,640 ¥	 8,640

メッキ線 ¥	 4,320 ¥	 4,320 ¥	 4,320 ¥	 4,320 ¥	 4,320 ¥	 4,320

雌ネジ 交換 ¥	 1,620 ¥	 1,620 ¥	 1,620 ¥	 1,620 ¥	 1,620 ¥	 1,620

雄ネジ 交換 ¥	 3,240 ¥	 3,240 ¥	 3,780 ¥	 5,400 ¥	 5,400 ¥	 6,480


