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ｺｰﾄﾞ 卸価格

01 　 生地 2,000

02 　竹駒 スス竹 2,000

01 　（頭骨） (津軽用） Ｒ型 長 2,000

01 舟型 （津軽用） 2,000

富士型 長 2,000

01
02 　竹駒　（津軽用） 上骨 （牙調含） 2,400

01
02 　（生地 ・ スス） 半骨 （牙調含） 長 ・ 短 2,400

01
02 　　 3,000

01 　竹駒　（津軽用） 3,200

01 　（生地 ・ スス） 3,200
11
12 2穴 頭骨 2,400
21
22 3穴 頭骨 3,000
31
32 4穴 頭骨 3,600

11
12 　竹駒　（津軽用）

2穴
上骨
（牙調含）

3,000

11
12 　（生地 ・ スス） 2穴

半骨
（牙調含）

3,600

11
12 2穴 半亀調 3,600

21
22 3穴

上牙
（牙調含）

3,600

すかし 上骨 3,600

04 長　（津軽用） 頭骨 3,600

04 舟型　（津軽用） 頭骨 3,600

巾3.0、2.9～3.6高 3,600

頭骨 2,400

上骨 3,000

　黒竹駒 半紅木 4,000

　（津軽用） 半紫檀 4,000

半黒檀 4,000

短 半紅木 4,000

長 半骨 7,800 　　

短 半骨 7,800

06 長唄 高　３分２厘 520

06 津軽 高　２分５厘 520

　教材用竹駒 長唄 高　３分２厘 2,000

　（糸道付） 津軽 高　２分５厘 2,000

07 紅木 4,000

08 桑 4,000

　地唄 プラ駒 プラ 高　３分４厘 1,690 ～

09 　地唄 黒水牛駒 鉛 （並） 高　２分７厘 7,800 ～

09 　地唄 白水牛駒 鉛 （上） 9,000 ～

09

銀 25,600 ～

金 （9K) 59,400 ～

巾　５分３厘

高　５分８厘

　竹駒　半亀調

　竹駒　半牙調　短

　竹駒　すかし　上骨

　黒竹駒　半黒檀

60 16,000 ～　義太夫 黒水牛駒

長

高　２分８厘

　小唄駒

重さ
1.1匁・1.2匁

　スネークウッド 駒
（津軽用）

駒 （１）　価格表　(税抜)

　プラスチック 駒

　紅木駒
　紅木舟型　短

　

　黒竹駒　半紫檀

長 ・ 短

　黒竹駒　半紅木　短

　スネークウッド駒　半骨

　にちわ印　駒

　竹駒　蝶型　短蝶型 （牙調）

半べっ甲 (べっ甲調含）

長 ・ 短

商品名

 《平均サイズ》 

   ・巾 ２分         高さ ２分３厘～２分９厘･･･（津軽用） 

   ・巾 ２分５厘     高さ ２分４厘～２分９厘･･･（津軽用） 

   ・巾 ３分        高さ ３分～３分１厘･･･（長唄・民謡用） 

 * 商品によってはサイズが無い場合は 

 

 《小唄駒 平均サイズ》 

  ・巾 ４分        高さ ３分５厘～４分 

  ・巾 ４分５厘   高さ ３分５厘～４分  

 * 商品によってはサイズが無い場合は 

   受注生産になります。  

  《小唄駒 舎利・象牙》 

  ・舎利 3,600円～ 

  ・象牙 時価 

 * 受注生産になります。 

  《清元 象牙駒》 

  ・高さ 3.6と3.8 高さ自由 

  ・巾で、価格が決まります。 

  4分5厘巾（女） 31,200円～（時価） 

  5分巾   （男） 36,400円～（時価） 

 

  

頭骨 半骨 上骨 

４ 穴 

３ 穴 

２ 穴 

１ 穴 

ﾒﾓ 小唄駒 

   舎利    4,000 

   紅木・桑  4,000 

   象牙   40,000 

ﾒﾓ 清元 

   舎利    8,000 

ﾒﾓ 地唄水牛駒 

 べっ甲(鉛） 12,000 

参考資料 

参考資料 
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ｺｰﾄﾞ 商品名  卸価格

70 　象牙駒 　～３分１厘 高 20,000

70 （長唄用） 　～３分５厘 高 21,260  　　* 象牙材料は　時価相場により、変動があります。

（民謡用） ４分巾　高さ受注（新内用） 27,400 ﾒﾓ　象牙駒

4.5分巾 高さ受注（小唄用） 31,200 　　　3分巾　2.6～3.1分高　は　おもに民謡

5分巾 高さ受注（常磐津用） 36,400 　　　3.5分巾　3.2～3.8分高　は　おもに長唄

　　牙地唄（鉛入れ）　22,000～30,000

ﾒﾓ　舎利駒　　

05 　舎利駒 　～３分 高 2,200 　　　舎利小唄駒　4,000

05 （富士型） 　～３分３厘 高 2,600

05 （長唄用） 　～３分５厘 高 3,000

05 （民謡用） 　舟型　（津軽用） 3,000

10 　胡弓駒 　竹　山型 ４分７厘 高 2,200

10 　桑　山型 ６分４厘 高 2,200

10 　桑　丸型 ６分 高 2,200

10
　桑 宮城

山型
５分５厘 高 2,200

　津軽 16,000

　津軽
斜置式

16,000

　唄胴用 16,000

　小唄用 16,000

　地唄用 16,000

　民謡用 16,000

10 　忍駒 　紅木材 　唄 4,000

10 　５厘大 4,000

10 　２分大 4,000

10 　４分大 4,000

　５分大 4,000

　桑材 4,000

10 　白象印 　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 　忍駒 800

　エレキキット 40,000

　サイレントエレキキット 40,000

10 　樫 320

10 　紅木 1,000

10 　黒檀 1,000
3901
002 　竹 200
3901
001 　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 200

　かせ
　コード　8001

601 　紅木 　１枚 2,000

602 　２枚重 6,000

　舎利 　１枚 2,400

　２枚重 9,200

　にちわ印　エレキキット

　二胡駒

　コード付

　 かせ　１枚

　　かせ　２枚重

駒 （２）　価格表 (税抜)

　にちわ印　胡弓　駒

　にちわ印　忍び　駒

　象牙　駒　《関東製》

サイズ

　にちわ印　舎利　駒

　アルミ製

　& 紅木付　忍駒

（三線 P.55、二胡 P.56のページにも記載してます）

　三線駒

　にちわ印　二胡　駒　・　三線　駒

象牙駒  

エレキキット   40,000円 

サイレント エレキキット  

アルミ ＆ 紅木忍駒  

 別売り  
   専用アンプ （１０W) 
          14,000円 

しならないアルミ製 

紅木 

拡大写真 

エレキキット セット 図 

竹駒 山型   ４分７厘 高 

桑駒 山型   ６分４厘 高 

桑駒 丸型    ６分 高 桑駒 宮城式 山型 ５．５ 高  

コ
ー
ド

付
 

桑宮城駒 山型  ５分５厘 高 

紅木 
   

舎利 
   舎利 

竹 ・ プラスチック  
三線の駒 樫  ・  紅木  ・  黒檀 

紅木 
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