
リペア料金表（エレキギター・エレキベース）

▼セットアップ・調整
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

セットアップ・調整・メンテナンス
【基本内容】 ロッド調整・弦高調整・オクターブ調整・ナット高さ調整・ブリッジ溝切りフ

ローティング・ピックアップ 高さ等の調整
¥3,500 ¥4,500 

※フロイドローズの場合 ¥3,500 ¥4,500 
[※セットアップ・調整に関する6カ月保証規定※]
季節によるネックの変動により、弦高やテンションの変動は避けることができません 。このような場合においても、保証期間においてはご対応が可能な為、プレーヤーの方には安心して演奏に専念していただけます。ただ
し、弦のゲージやメーカーを変更された際のネック、ナット、テンションなどの変化は 再度セットアップメニュー の実施をお願しております。

▼ペグ交換
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ペグ交換 （→同タイプ）
【交換工賃】 ¥2,000 ¥2,500 
ブッシュ交換あり +¥2,000 +¥2,500

ペグ交換 （→別タイプ）

交換工賃（ペグ穴加工無し） ¥4,000 ¥5,000 
穴を広げて交換 ¥5,000 ¥6,000 
穴埋め・開け直しをして交換 ¥8,000 ¥10,000 
※ビス穴の埋め加工などを行う場合 ￥0（サービス） ￥0（サービス）

[※ペグ交換に関する6カ月保証規定※]
パーツは当店にて購入いただいたお客様にはパーツ不具合に関しましては同様に6カ月保証を実施。 パーツ以外の取付時における不具合や、パーツ原因でないチューニングの不安定（ペグの固定が原因）等に関しましては
、6ヶ月保証適用対象です。

▼ナット交換
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ナット交換 （材料費含む）
交換工賃（牛骨オイル漬け無漂白・タスク） ¥5,500 ¥7,000 
※多弦の場合（ギター7弦以上・ベース5弦以上） +¥2,000 +¥2,500

ナット材料費
牛骨オイル漬け無漂白・タスク +¥0 +¥0
ブラス +¥3,000 +¥4,000
その他 別途相談 別途相談

ローラーナット取付 基本工賃 ¥15,000 ￥18,000
[※ナット交換に関する6カ月保証規定※]
通常使用において解放弦のビビリやナットの摩耗が生じた場合は6カ月保証適用対象です。 ご自身、また他店様にいてナットや溝の調整、ゲージの太さ、弦のメーカー交換等によって生じる溝のずれは対象外となります。

▼ネックまわり
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ネック折れ修正
接着のみ、塗装なし、セットアップ調整 ¥15,000 ¥18,000 
補強あり、塗装あり（ウレタン・ラッカー）、基本調整 ¥45,000 ¥54,000 

ネックのリシェイプ
リシェイプ、塗装（ウレタン、ラッカー）、基本調整 ¥28,000 ¥34,000 
リシェイプ、色合わせ塗装(ウレタン、ラッカー)基本調整 ¥35,000 ¥42,000 
※ネック幅を細くする場合 +¥10,000 +¥12,000

スキャロップ
スキャロップ加工（ローズ指板） ¥20,000 ¥24,000 
スキャロップ加工（エボニー指板） ¥30,000 ¥36,000 
スキャロップ加工（メイプル指板、塗装ウレタン・ラッカー） ¥40,000 ¥48,000 

フレットレス
フレットレス加工（フレット溝埋め、エポキシなし） ¥15,000 ¥18,000 
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フレットレス バインディングあり +¥5,000 +¥6,000
フレットレス加工（フレット溝埋め、エポキシあり） +¥15,000 +¥18,000

リフィニッシュ（塗装） 剥離・塗装・研磨（ラッカー・ウレタン） ￥20,000~ ￥24,000～

ポジションインレイ交換
インレイのはずし、埋め込み加工（ローズ、エボニー） ￥10,000~ ￥12,000～
インレイのはずし、埋め込み加工（メイプル・再塗装込み） ￥25,000~ ￥30,000～

[※ネックまわりに関する6カ月保証規定※]
通常使用において塗装の剥がれ、浮が生じた場合、加工後のネックがねじれる、溝埋め加工の浮、インレイの浮など、演奏に関して支障が出た場合6カ月保証適用となります。 ご自身、他店様にて各種調整、カスタムを実
施された場合は状態変化が起きうる可能性が高いため対象外となります。

▼フレットまわり（フレット回り調整はすべてテンション掛けでの作業です）
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

フレット交換 ・ナット交換 ・指板調整 ・テンション掛
けすり合わせ ・サイドエッジ処理 ・基本調整 ・パーツ 
上記すべて含む

ローズ・エボニー指板 ¥27,000 ¥33,000 
メイプル（指板色合わせ塗装込み、ウレタン・ラッカー） ¥36,000 ¥43,000 
※バインディングありの場合 +¥3,000 +¥4,000
※セットネックの場合 +¥0（サービス） +¥0（サービス）
※国産フレット（三晃） +¥0（サービス） +¥0（サービス）
※Jescarフレット（ニッケルシルバー） +¥0（サービス） +¥0（サービス）
※Jescarフレット（ステンレス） +￥9,000 +￥11,000
※指板アール変更 +¥0（サービス） +¥0（サービス）
※多弦（ギター7弦、ベース5弦以上） +¥2,000/1弦 +\2,500/1弦
その他フレット （Freedom,Jim Dunlop,Stewmacなど） 別途パーツ代 のみご請求 別途パーツ代 のみご請求

フレットすり合わせ フレット擦り合わせ（テンション掛け、リファイリング込み）、基本調整 ￥9,000 ¥11,000 
[※フレットまわりに関する6カ月保証規定※]
通常使用において解放弦のビビリやナットの摩耗が生じた場合は6カ月保証適用対象です。 フレットの摩耗によるビビリ等に関しましても6カ月保証期間であれば擦り合わせやセットアップでの対応実施が可能な為、6カ
月保証適用対象です。 ご自身、また他店にいてネック調整、擦り合わせ、ナットや溝の調整、ゲージの太さ、弦のメーカー交換等によって生じる溝のずれは対象外となります。

▼ブリッジまわり
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ブリッジ交換 （→同タイプ）
交換工賃 ￥5,000 ¥6,000 
※溝切り（レスポールなど） +¥0（サービス） +¥0（サービス）
※フロイドローズ +¥5,000（サービス） +¥6,000（サービス）

ブリッジ交換 （→別タイプ/塗装修正別）

ビス穴修正で交換可能なもの \10,000～ \12,000～
6点ビス穴トレモロ→2点ブッシュトレモロ （穴埋め（塗装は別途）・基本調整） \10,000～ \12,000～
ノントレモロから6点ビス穴、2点ブッシュトレモロなど （ザグリ加工、基本調整、セット
アップ、塗装は別途）

\20,000～ \24,000～
トレモロありからノントレモロ（トレモロなし） （穴埋め、基本調整、再塗装） 随時お見積り 随時お見積り

ブリッジスタッド ブリッジアンカー修正 穴埋め・穴あけ・基本調整、塗装は別途 ¥15,000 ¥18,000 
塗装修正 ウレタン、ラッカー（面積により異なる） 随時お見積り 随時お見積り
[※ブリッジまわりに関する6カ月保証規定※]
パーツは当店にて購入いただいたお客様にはパーツ不具合に関しましては同様に6カ月保証を実施。 パーツ以外の取付時における不具合や、パーツ原因でないチューニングの不安定（ブッシュなど）等に関しましては、6
ヶ月保証適用対象です。

▼リフィニッシュ（剥がし・再塗装・パーツ取り外し・再組込・基本調整の料金込み）

内容 詳細
旧価格（税抜き） 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ラッカー ウレタン ラッカー ウレタン

ボルトオンタイプ

ボディー（塗りつぶし、ソリッド） ¥55,000 ¥55,000 ¥66,000 ¥66,000 
ボディー（シースルー、ステイン） ¥60,000 ¥60,000 ¥72,000 ¥72,000 
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ボルトオンタイプ
ネック裏 ¥20000～ ¥20000～ ¥24000～ ¥24000～
ヘッド塗装（マッチングヘッドなど） ¥20,000 ¥20,000 ¥24,000 ¥24,000 

セットネック・スルーネック
全面（塗りつぶし、ソリッド） ¥80,000～ ¥80,000～ \96,000～ \96,000～
全面（シースルー、ステイン） ¥95,000～ ¥95,000～ \114,000～ \114,000～

[※リフィニッシュに関する6カ月保証規定※]
通常使用における塗装の浮や緩みに関しましては6カ月保証適用対象です。 通常使用時に発生する傷などは対象外、またラッカー塗装は色移りや変化が起きやすい為、保証対象外となります。

▼電装まわり
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ピックアップ交換
１個に付き ¥2,000 ¥2,500 
セミアコ・フルアコの場合 +¥2,500 +¥5,000

ポット・スイッチ・ジャック など電気部品交換

１個に付き ¥1,000 ¥1,500 
セミアコ・フルアコの場合、　追加 ¥2,500 ¥5,000 
配線材交換リード線含む、2芯（ベルデン、ＷＥなど） ¥12,000 ¥14,000 
配線材交換リード線含む、4芯（ベルデン、ＷＥなど） ¥20,000 ¥24,000 
配線材交換リード線除く（ベルデン、ＷＥなど） ¥6,000 ¥7,500 

ハムバッカー２芯→４芯加工 （タップ線引き出し） 配線材交換リード線除く（ベルデン、ＷＥなど） ¥4,000 ¥5,000 

ハムバッカー カバー取り付け・取り外し
取り外し ¥1,000 ¥1,500 
取り付け（パーツ別） ¥2,000 ¥2,500 

ノイズシールド処理 導電塗料、銅泊など ¥6,000～（都度お見積り） ¥7,200～（都度お見積り）
コントロール部の洗浄 分解洗浄 ¥5,500 ¥7,000 
接点復活材のみ パーツ分解が必要ないもの ¥1,000 ¥1,500 
[※電装まわりに関する6カ月保証規定※]
パーツは当店にて購入いただいたお客様にはパーツ不具合に関しましては同様に6カ月保証を実施。 パーツ以外の取付時における不具合や、パーツ原因でないがりや断線に関しましては、6ヶ月保証適用対象です。 ご自身
、また他店にいて電装回りの調整等を行われた場合は対象外となります。

▼製作関連
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ピックガード製作（パーツ代込）
ＳＴ・ＴＬ・ＪＢ・ＰＢ等 ¥10,000 ¥12,000 
ＬＰ・セミアコ・フルアコ 等 ¥5,000 ¥6,000 
オリジナルシェイプ ¥12,000 ¥15,000 

バックパネル製作（パーツ代込） トレモロ部分・コントロール部分 ¥3,500 ¥4,500 
インレイ製作 貝、金属など、1個に付き ¥10,000 ¥12,000 
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リペア料金表（アコースティックギター）

▼セットアップ・調整
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

セットアップ・調整・メンテナンス
【基本内容】 ロッド調整・弦高調整・オクターブ調整・ナット高さ調整・ブリッジ溝切りフ

ローティング・ピックアップ 高さ等の調整
¥3,500 ¥4,500 

※ロッドがなくロッド調整を行えない場合 ¥4,500 ¥5,500 
[※セットアップ・調整に関する6カ月保証規定※]

季節によるネックの変動により、弦高やテンションの変動は避けることができません 。 このような場合においても、保証期間においてはご対応が可能な為、プレーヤーの方には安心して演奏に専念していただけます。 た
だし、ロッドがなくロッド調整を行えない場合は、ネック変動の保証は規定外となります。 ただし、弦のゲージやメーカーを変更された際のネック、ナット、テンションなどの変化は 再度セットアップメニュー の実施を
お願しております。

▼ペグ交換
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ペグ交換 （→同タイプ）
【交換工賃】 ¥3,000 ¥4,000 
※ビス穴の埋め加工などを行う場合 \0（サービス） \0（サービス）

ペグ交換 （→別タイプ）

交換工賃（ペグ穴加工無し） ¥3,000 ¥4,000 
穴を広げて交換 ¥5,000 ¥6,000 
穴埋め・開け直しをして交換 ¥7,000 ¥8,500 
※ビス穴の埋め加工などを行う場合 \0（サービス） \0（サービス）

[※ペグ交換に関する6カ月保証規定※]
パーツは当店にて購入いただいたお客様にはパーツ不具合に関しましては同様に6カ月保証を実施。 パーツ以外の取付時における不具合や、パーツ原因でないチューニングの不安定（ペグの固定が原因）等に関しましては
、6ヶ月保証適用対象です。

▼ナット交換
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ナット交換 （材料費含む）
交換工賃（牛骨オイル漬け無漂白・タスク） ¥5,500 ¥7,000 
※多弦の場合（ギター7弦以上・ベース5弦以上） +￥2,000 +￥2,500
ナット底部が斜めの物（ビンテージマーチンスタイル など） +￥1,000 +￥1,500

ナット材料費
牛骨オイル漬け無漂白・タスク +￥0 +￥0
ブラス +￥3,000 +￥4,000
その他 別途相談 別途相談

[※ナット交換に関する6カ月保証規定※]
通常使用において解放弦のビビリやナットの摩耗が生じた場合は6カ月保証適用対象です。 ご自身、また他店様にいてナットや溝の調整、ゲージの太さ、弦のメーカー交換等によって生じる溝のずれは対象外となります。

▼ネックまわり
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ネック折れ修正
接着のみ、塗装なし、セットアップ調整 ¥15,000 ¥18,000 
接着のみ、塗装あり（ウレタン・ラッカー）、基本調整 ¥30,000 ¥36,000 
補強あり、塗装あり（ウレタン・ラッカー）、基本調整 ¥45,000 ¥54,000 

ネックのリシェイプ
リシェイプ、塗装（ウレタン、ラッカー）、基本調整 ¥20,000 ¥24,000 
リシェイプ、色合わせ塗装(ウレタン、ラッカー)基本調整 ¥28,000 ¥34,000 
※ネック幅を細くする場合 +￥10,000 +￥12,000

リフィニッシュ（塗装） 剥離・塗装・研磨（ラッカー・ウレタン） ¥15,000 ¥18,000 
ポジションインレイ交換 インレイのはずし、埋め込み加工（ローズ、エボニー） ¥10,000 ¥12,000 



[※ネックまわりに関する6カ月保証規定※]
通常使用において塗装の剥がれ、浮が生じた場合、加工後のネックがねじれる、溝埋め加工の浮、インレイの浮など、演奏に関して支障が出た場合6カ月保証適用となります。 ご自身、他店様にて各種調整、カスタムを実
施された場合は状態変化が起きうる可能性が高いため対象外となります。

▼フレットまわり（フレット回り調整は
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

フレット交換 ・ナット交換 ・指板調整 ・テンション掛
けすり合わせ ・サイドエッジ処理 ・基本調整 ・パーツ 
上記すべて含む

ローズ・エボニー指板 ￥27,000 ¥33,000 
※バインディングありの場合 +￥3,000 +￥4,000
※国産フレット（三晃） \0（サービス） \0（サービス）
※Jescarフレット（ニッケルシルバー） \0（サービス） \0（サービス）
※Jescarフレット（ステンレス） +￥10,000 +￥12,000
※指板アール変更 \0（サービス） \0（サービス）
※多弦（ギター7弦、ベース5弦以上） +2,000円/1弦 +2,500円/1弦
その他フレット （Freedom,Jim Dunlop,Stewmacなど） 別途パーツ代 のみご請求 別途パーツ代 のみご請求

フレットすり合わせ
フレットすり合わせ（リファイリング込み） ￥5,500 ¥7,000 
フレット擦り合わせ（リファイリング込み）、基本調整 ￥9,000 ¥11,000 

[※フレットまわりに関する6カ月保証規定※]
通常使用において解放弦のビビリやナットの摩耗が生じた場合は6カ月保証適用対象です。 フレットの摩耗によるビビリ等に関しましても6カ月保証期間であれば擦り合わせやセットアップでの対応実施が可能な為、6カ
月保証適用対象です。 ご自身、また他店にいてネック調整、擦り合わせ、ナットや溝の調整、ゲージの太さ、弦のメーカー交換等によって生じる溝のずれは対象外となります。

▼ブリッジまわり
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ブリッジ浮補正
ブリッジ剥離、再接着（元のパーツ利用） ¥15,000 ¥18,000 
ブリッジ剥離、再接着（ローズでブリッジ作成） ¥35,000 ¥42,000 
ブリッジ剥離、再接着（エボニーでブリッジ作成） ¥35,000 ¥42,000 

ブリッジサドル
作成・交換工賃（牛骨オイル漬け無漂白・タスク） ¥5,500 ¥7,000 
※多弦の場合（12弦ギター） ¥5,000 ＋\6,000
その他パーツ（象牙、木製など） 別途パーツ代 別途パーツ代

ブリッジスリット加工 弦のテンション対策でスリット加工 ¥3,000 ¥4,000 
[※ブリッジまわりに関する6カ月保証規定※]
パーツは当店にて購入いただいたお客様にはパーツ不具合に関しましては同様に6カ月保証を実施。 再接着後に浮が生じた等も補償対象となります。

▼ボディまわり

内容 詳細
旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ラッカー ウレタン ラッカー ウレタン

トップ浮 ボディトップの浮 ¥10,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥15,000 
ボディ割れ 割れ修理、リタッチ塗装 ¥15,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥22,000 

バインディング修理
既存のバインディングの浮、剥がれ修理 ¥8,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥12,000 
バインディングのやり直し、作成 ¥25,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥36,000 

[※ボディまわりに関する6カ月保証規定※]
通常使用におけるトップの浮や割れ修理部分の完治が見込めない場合は6カ月保証適用対象です。 修理時に塗装を行う部分に関して、通常使用時に発生する傷などは対象外、またラッカー塗装は色移りや変化が起きやすい為、保証対象外となります。

▼電装まわり
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ピックアップ取付
エンドピン加工でのとりつけ（パーツ代別） ¥7,000 ¥8,500 
ピエゾタイプ加工 +\3,000 +\4,000



ピックアップ交換
同仕様での交換 ¥3,000 ¥4,000 
ピエゾタイプ加工 +\3,000 +\4,000

ノイズシールド処理 配線部のシールディング対策 \6,000～（都度お見積り） \7,500～（都度お見積り）
[※電装まわりに関する6カ月保証規定※]
パーツは当店にて購入いただいたお客様にはパーツ不具合に関しましては同様に6カ月保証を実施。 パーツ以外の取付時における不具合や、パーツ原因でないがりや断線に関しましては、6ヶ月保証適用対象です。 ご自身
、また他店にいて電装回りの調整等を行われた場合は対象外となります

▼製作関連
内容 詳細 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ピックガード製作（パーツ代込）
両面テープで取付タイプ ¥6,000 ¥7,500 
ジャンボタイプのピックガード ¥8,000 ¥10,000 
オリジナルシェイプ ¥12,000 ¥15,000 

インレイ製作 貝、金属など、1個に付き ¥10,000 ¥12,000 


