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消費税8%込
本体 2x 8'+4' stops + buff stop    F0 - F5, 61 鍵 ¥3,640,000

ダブルトランスポーズ 392-415-440 Hz ¥172,000

フレンチ 音域 F0 - G5, 63 keys ¥172,000

二段鍵盤 ロココスタイル テーブルスタンド (Louis XVI style) ¥273,000
（グルマンタスカン） 猫脚 テーブルスタンド（Louis XV style） ¥455,000

（ブランシェ） 螺旋脚 テーブルスタンド （Columned） ¥637,000

（エムシュ） オリジナルの響板絵 ¥228,000
第一 8 foot stop, mobile ¥181,000
高さ調整椅子, in Louis XVI style ¥82,000
高さ調整椅子, 猫脚（Louis XV） or 螺旋脚（columned） ¥113,000
本体用運搬用カバー ¥113,000

本体 2x 8' stops + buff stop    F0 - F5, 61 鍵 ¥2,610,000
4' ストップ ¥570,000
ダブルトランスポーズ 392-415-440 Hz ¥136,000

フレンチ ロココスタイル テーブルスタンド (Louis XVI style) ¥273,000

一段鍵盤 オリジナルの響板絵 ¥228,000

（ブランシェ） オプション 高さ調整椅子 ¥82,000
(別売） 本体用運搬用カバー ¥103,000

本体 2x 8'stops+4'stop + buff stop      G0 - E5, 58 鍵 ¥3,640,000
ダブルトランスポーズ 392-415-440 Hz ¥172,000

フレミッシュ フレミッシュスタイル テーブルスタンド ¥319,000

二段鍵盤 フレミッシュスタイル 響板絵 ¥228,000

"ルッカース1638" フレミッシュペーパーとラテン語格言 ¥181,000
高さ調整椅子 ¥82,000
本体用運搬カバー ¥113,000
スタンド用運搬カバー ¥68,000
椅子と譜面台用バッグ ¥45,000

本体 2x 8'stops + buff stop     G 0 - E 5, 58 鍵 ¥2,610,000
4 foot stop ¥570,000
ダブルトランスポーズ 392-415-440 Hz ¥136,000

フレミッシュ Flemish turned stand ¥181,000

一段鍵盤 Sound board decoration ¥228,000

"クーシェ" Flemish paper with motto ¥181,000
高さ調整椅子 ¥82,000
本体用運搬カバー ¥103,000
スタンド用運搬カバー ¥68,000
脚と譜面台用バッグ ¥45,000

本体 2x 8'stops + buff stop     F0 - F5, 61 鍵 ¥3,638,000
ダブルトランスポーズ 392-415-440 Hz ¥170,000

ジャーマン 4 foot stop ¥463,000

二段鍵盤 彫刻スタンド ¥545,000

"ツェル 1728" オリジナルのバージョンコピー ¥751,000
オプション 高さ調整椅子 ¥82,000

(別売） 本体用運搬カバー ¥113,000
本体 2x 8'stops + buff stop  G0 - E5, 58 鍵 ¥2,610,000

ダブルトランスポーズ 392-415-440 Hz ¥140,000

ジャーマン ジャーマンスタイル テーブルスタンド ¥273,000

一段鍵盤 響板装飾 ¥228,000

"ミートケ" 高さ調整椅子 ¥82,000
本体用運搬カバー ¥103,000
スタンド用運搬カバー ¥68,000

価格は為替やメーカーの値上がりなどの要因で予告なく変更になることがあります
必ず⾒積を事前ご相談ください
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本体 2x 8'stops + buff stop  GA0 - D5, 55 鍵 ¥2,730,000

ダブルトランスポーズ 392-415-440 Hz ¥136,000

イタリアン 羊皮紙のローズ穴飾り \45,000から
"グリマルディ 1697" バロック ライオン脚 ¥455,000

オプション 高さ調整椅子 ¥82,000
(別売） 本体用運搬カバー ¥103,000

本体 2x 8'stops + buff stop  G0 - E5, 58 鍵 ¥2,050,000
ダブルトランスポーズ 392-415-440 Hz ¥136,000

イタリアン ダブルバフストップ ¥72,000

"ジュスティ 1679" イタリアンタイプ スタンド ¥181,000
バロック ライオン脚 ¥455,000
羊皮紙のローズ穴飾り \45,000から

オプション 高さ調整椅子 ¥82,000
(別売） 本体用運搬カバー ¥103,000

本体 2x8' stops   G0 - E5, 58 鍵 ¥1,590,000

イタリアン ダブルバフストップ ¥96,000

"コンティヌオ" 羊皮紙のローズ穴飾り \45,000から
高さ調整椅子 ¥82,000
本体用運搬カバー ¥96,000
脚と譜面台用バッグ ¥49,000

本体 1x8' stop   H0 - D5, 52 鍵 ¥879,000
特注色 ¥49,000

イタリアン バフストップ（シングル） ¥49,000

"ストゥディオ" 高さ調整椅子 ¥82,000
専用椅子（高さ固定） ¥49,000
本体用運搬カバー ¥84,000

本体 1x8' stop  F0 - F5, 61鍵 ¥1,590,000

スピネット バフストップ（シングル） ¥96,000

"グジョン 1753" 鍵盤⽩⿊逆転（全音鍵⽩） ¥96,000
オプション 高さ調整椅子 ¥82,000

(別売） 本体用運搬カバー ¥96,000
本体 アンフレッティッド  Ｆ1 - Ｆ 5, ６１ 鍵 ¥1,391,000

クラビコード 鍵盤⽩⿊逆転（全音鍵⽩） ¥82,000

"ジルバーマン 1775" 専用脚（４本） ¥45,000
本体用運搬カバー ¥56,000

本体 フレッティッド   C 1 - G 5, 56 鍵 ¥1,070,000

クラビコード 鍵盤⽩⿊逆転（全音鍵⽩） ¥82,000

"フーベルト 1784" 専用脚（４本） ¥45,000
本体用運搬カバー ¥56,000

クラビコード 本体 フレッティッド   C 1 - D 5, 51 鍵 ¥860,000

"フレンチ アノニマス" オプション 専用脚（４本） ¥40,000
(別売） 本体用運搬カバー ¥50,000

弦 ⻘銅、⾚銅、⻩銅、古代鉄 ¥1,000

半成形プレクトラム ２０個 ¥1,000
1 Gilbert Desruisseaux (1678) ¥91,000
2 Giovanni Antonio Baffo (1574) ¥68,000
3 Anonimo Italiano (XVII sec.) ¥57,000
4 Silberman (1775) ¥45,000

●納⼊設置料
納⼊設置料はご相談ください。ご⾃宅のご住所、状況を伺った上でお⾒積もり致します。
近郊は⾞での実費、遠⽅は航空貨物を使ってお届けします（九州北海道などで３万円〜）
●ご注文手順、納期
チェンバロは特注要素が多いので必ずお⾒積もりを差し上げます。ご相談ください。
海外向け特注なので、ご注文時に前受⾦（キャンセル不可）を申し受けます。(お振込で注文確定）
残⾦はイタリアの⼯房にて楽器完成時に頂戴いたします。
納期はご注文確定時から３ヶ⽉が目安です。（メーカーの繁忙期など若⼲前後します） 以上
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