












2020年 4月3日現在
PRICE LIST

価格は全て税抜表示となっております

トランペット
品　番 キー・調子 仕上げ 希望小売価格 仕　　　　　　　　様

601 B♭
ラッカー ¥103,000 ボア11.73mm、ゴールドブラスマウスパイプ、モネルピストン銀メッキ ¥117,000

2055T 銀メッキ ¥171,000 ボア11.73mm、シームレスベル、モネルピストン、第1スライドトリガー付
※上記商品はマウスピース・ケース付です。

バランサー
仕　　様 希望小売価格

3ピースバランサー ニッケルプレート ¥16,000
ゴールドプレート ¥35,000

トロンボーン
モデル名 キー・調子 品番 ベルサイズ ボア スライド ベル材質 希望小売価格

606 B♭ 606

8”
12.70mm ニッケル イエローブラス

¥94,000
606SP ¥130,000 銀メッキ

607F B♭/F 607F 13.34mm ブラス ¥250,000
608F 608F ゴールドブラス ¥240,000

2B B♭

2B

7-3/8”

12.22mm/
12.47mm

（デュアルボア）
ニッケル

イエローブラス ¥320,000
2BSP お問い合わせください 銀メッキ
2BG ゴールドブラス ¥340,000
2BS

スターリングシルバー
¥490,000

2BSGX ¥550,000 アウタースライド銀メッキ、トリム金メッキ
チューニングスライド金メッキ、ベル彫刻入

2B ブラックラッカー
イエローブラス

¥330,000 ブラックラッカー仕上げ
2BL

12.47mm ニッケル
ライトウェイト

¥320,000 ジグス・ウィグハムモデル
2BLS ¥320,000 ジグズ・ウィグハムモデル、

ショートチューニングスライド

2B＋ B♭
2BPL

7-3/8” 12.77mm ブラス
イエローブラス ¥320,000

2BPLG ゴールドブラス ¥340,000
2BPLS スターリングシルバー ¥490,000

3B

B♭

3B

8” 12.90mm

ニッケル

イエローブラス ¥320,000
3BSP お問い合わせください 銀メッキ
3BG ゴールドブラス ¥340,000
3BS

スターリングシルバー
¥490,000

3BSGX ¥550,000 アウタースライド銀メッキ、トリム金メッキ
チューニングスライド金メッキ、ベル彫刻入

3B ブラックラッカー イエローブラス ¥330,000 ブラックラッカー仕上げ
3B 片岡モデル ニッケル

ライトウェイト

¥320,000 片岡雄三モデル
3BG 片岡モデル ゴールドブラス ¥340,000 片岡雄三モデル
3BS 片岡モデル スターリングシルバー ¥490,000 片岡雄三モデル

B♭/F
3BF

ニッケル

イエローブラス ¥390,000
3BFSP お問い合わせください 銀メッキ
3BFS スターリングシルバー ¥560,000

3B＋ B♭
3BPL

8” 13.34mm
イエローブラス ¥320,000

3BPLG ゴールドブラス ¥340,000
3BPLS スターリングシルバー ¥490,000

4B B♭ 4B 8-5/8” 13.89mm ゴールドブラス ¥320,000
B♭/F 4BF ¥390,000

2166 B♭ 2166 8” 12.22mm ブラス イエローブラス ¥345,000 ニッケルシルバーピストンバルブ
※記載の無い上記商品は全てラッカー仕上げです。SP仕上げ、GP仕上げも可能です（受注発注）。上記商品はマウスピース・ケース付です。



●価格は全て税抜表示となっております。

チューバ
品　番 キー・調子 仕上げ 希望小売価格 仕　　　　　　　　様

1135W
BB♭

ラッカー ¥715,000 3/4サイズ、ボア16.76mm、14-7/8”アップライトベル、3フロントバルブ
1140W ラッカー ¥730,000 ボア16.26mm、15”アップライトベル、3トップバルブ
2341W ラッカー ¥1,090,000 ボア17.45mm、20”アップライトベル、4フロントバルブ

※上記商品はマウスピース・ケース付です。

スーザフォン
品　番 キー・調子 仕上げ 希望小売価格 仕　　　　　　　　様

2350W BB♭ ラッカー ¥960,000 ブラス製、ボア17.45mm、ベル26”
2350WSP 銀メッキ ¥1,150,000 ブラス製、ボア17.45mm、ベル26”

※上記商品はマウスピース・ケース付です。

マーチングブラス
品　番 キー・調子 仕上げ 希望小売価格 仕　　　　　　　　様

1117 B♭ ラッカー ¥212,000 トランペット／ボア11.73mm、ベル5-⅛”
1117SP 銀メッキ ¥242,000 トランペット／ボア11.73mm、ベル5-⅛”
1121 F ラッカー ¥274,000 メロフォン／ボア11.89mm、ベル10-½”
1121SP 銀メッキ ¥309,000 メロフォン／ボア11.89mm、ベル10-½”
1122 B♭ ラッカー ¥340,000 フレンチホルン／ボア11.89mm、ベル10”
1122SP 銀メッキ ¥375,000 フレンチホルン／ボア11.89mm、ベル10”
1127 B♭ ラッカー ¥367,000 バリトン／ボア12.70mm、ベル10”、ラージシャンクマウスピースレシーバー
1127SP 銀メッキ ¥402,000 バリトン／ボア12.70mm、ベル10”、ラージシャンクマウスピースレシーバー
1151 BB♭ ラッカー ¥840,000 チューバ／ボア18.64mm、ベル21”
1151SP 銀メッキ ¥990,000 チューバ／ボア18.64mm、ベル21”
K12SP B♭ 銀メッキ ¥240,000 トランペット／Lボア11.78mm、ベル5”
K20SP F 銀メッキ ¥265,000 メロフォン／ボア11.89mm、ベル10”
K30 B♭ ラッカー ¥430,000 ユーフォニアム／ボア14.27mm、ベル11”
K30SP 銀メッキ ¥475,000 ユーフォニアム／ボア14.27mm、ベル11”
K50 BB♭ ラッカー ¥1,050,000 チューバ／ボア18.64mm、ベル20”、4バルブ
K50SP 銀メッキ ¥1,200,000 チューバ／ボア18.64mm、ベル20”、4バルブ

※上記商品はマウスピース・ケース付です。

www.nonaka.com/king/
●仕様、付属品は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●モデルによっては、納期を必要とする場合がありますのでご了承ください。
総発売元  株式会社ノナカ  総輸入元  野中貿易株式会社
231-0011  横浜市中区太田町4-46
●お問い合わせは弊社WEB サイト「お問い合わせ &カタログ請求」よりご連絡ください。

www.nonaka.com お問い合わせ 野中貿易公式Facebook

取扱店

C9300322（2020年4月）

バリトン
品　番 キー・調子 仕上げ 希望小売価格 仕　　　　　　　　様

623
B♭

ラッカー ¥328,000 3/4サイズ、ボア14.27mm、10”アップライトベル、3トップニッケルピストン
625 ラッカー ¥308,000 10”フロントベル、ボア14.27mm、3フロントアクションバルブ
627 ラッカー ¥308,000 11”アップライトベル、ボア14.27mm、3フロントアクションバルブ

※上記商品はマウスピース・ケース付です。

ユーフォニアム
品　番 キー・調子 仕上げ 希望小売価格 仕　　　　　　　　様

628
B♭

ラッカー ¥350,000 ボア14.73mm、11”アップライトベル、ニッケルピストン
2280 ラッカー ¥385,000 ボア14.73mm/15.24mm、11”アップライトベル、4ピストン
2280SP 銀メッキ ¥415,000 ボア14.73mm/15.24mm、11”アップライトベル、4ピストン

※上記商品はマウスピース・ケース付です。
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1135W
BB♭

ラッカー ¥715,000 3/4サイズ、ボア16.76mm、14-7/8”アップライトベル、3フロントバルブ
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品　番 キー・調子 仕上げ 希望小売価格 仕　　　　　　　　様

1117 B♭ ラッカー ¥212,000 トランペット／ボア11.73mm、ベル5-⅛”
1117SP 銀メッキ ¥242,000 トランペット／ボア11.73mm、ベル5-⅛”
1121 F ラッカー ¥274,000 メロフォン／ボア11.89mm、ベル10-½”
1121SP 銀メッキ ¥309,000 メロフォン／ボア11.89mm、ベル10-½”
1122 B♭ ラッカー ¥340,000 フレンチホルン／ボア11.89mm、ベル10”
1122SP 銀メッキ ¥375,000 フレンチホルン／ボア11.89mm、ベル10”
1127 B♭ ラッカー ¥367,000 バリトン／ボア12.70mm、ベル10”、ラージシャンクマウスピースレシーバー
1127SP 銀メッキ ¥402,000 バリトン／ボア12.70mm、ベル10”、ラージシャンクマウスピースレシーバー
1151 BB♭ ラッカー ¥840,000 チューバ／ボア18.64mm、ベル21”
1151SP 銀メッキ ¥990,000 チューバ／ボア18.64mm、ベル21”
K12SP B♭ 銀メッキ ¥240,000 トランペット／Lボア11.78mm、ベル5”
K20SP F 銀メッキ ¥265,000 メロフォン／ボア11.89mm、ベル10”
K30 B♭ ラッカー ¥430,000 ユーフォニアム／ボア14.27mm、ベル11”
K30SP 銀メッキ ¥475,000 ユーフォニアム／ボア14.27mm、ベル11”
K50 BB♭ ラッカー ¥1,050,000 チューバ／ボア18.64mm、ベル20”、4バルブ
K50SP 銀メッキ ¥1,200,000 チューバ／ボア18.64mm、ベル20”、4バルブ

※上記商品はマウスピース・ケース付です。

www.nonaka.com/king/
●仕様、付属品は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●モデルによっては、納期を必要とする場合がありますのでご了承ください。
総発売元  株式会社ノナカ  総輸入元  野中貿易株式会社
231-0011  横浜市中区太田町4-46
●お問い合わせは弊社WEB サイト「お問い合わせ &カタログ請求」よりご連絡ください。

www.nonaka.com お問い合わせ 野中貿易公式Facebook
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品　番 キー・調子 仕上げ 希望小売価格 仕　　　　　　　　様
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B♭

ラッカー ¥328,000 3/4サイズ、ボア14.27mm、10”アップライトベル、3トップニッケルピストン
625 ラッカー ¥308,000 10”フロントベル、ボア14.27mm、3フロントアクションバルブ
627 ラッカー ¥308,000 11”アップライトベル、ボア14.27mm、3フロントアクションバルブ
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2280 ラッカー ¥385,000 ボア14.73mm/15.24mm、11”アップライトベル、4ピストン
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