
価格改定のお知らせ 大和マーク株式会社

商品コード 商品名 旧価格 新定価

8000152010 天神板　No.R2-4P ローズウッド4P ¥550 ¥620

8000152020 天神板　No.B2-3P 黒3P ¥450 ¥500

8000411010 ネック材　アフリカン・マホガニー1P ¥5,800 ¥6,500

8000411020 ネック材　アフリカン・マホガニー への字 ¥2,500 ¥2,700

8030411010 【お買い得　3枚/パック】　ネック材 　アフリカン・マホガニー1P ¥16,800 ¥18,900

8030411020 【お買い得 3枚/パック】　ネック材　アフリカン・マホガニー への字 ¥7,270 ¥7,850

8050411010 【お買い得 5枚/パック】　ネック材　アフリカン・マホガニー1P ¥27,550 ¥30,800

8050411020 【お買い得 5枚/パック】　ネック材　アフリカン・マホガニー への字 ¥11,870 ¥12,800

8100411010 【お買い得 10枚/パック】　ネック材　アフリカン・マホガニー1P ¥52,200 ¥58,500

8100411020 【お買い得 10枚/パック】　ネック材　アフリカン・マホガニー への字 ¥22,500 ¥24,300

8000421010 ネック材(角度無)ギター用25mm　ハード・メイプル（板目） ¥2,300 ¥2,800

8000421011 ネック材(角度無)ギター用30mm　ハード・メイプル（板目） ¥2,900 ¥3,500

8000421015 ネック材(角度無)ベース用25mm　ハード・メイプル（板目） ¥3,200 ¥3,700

8000421016 ネック材(角度無) ベース用30mm　ハード・メイプル（板目） ¥3,700 ¥4,200

8000421510 ネック材(角度14°) 　ギター用 ハード・メイプル1P ¥3,200 ¥3,500

8000421515 ネック材(角度14°) 　ベース用 ハード・メイプル1P ¥4,200 ¥4,600

8000421520 ネック材(角度14°)　 ギター用 ハード・メイプル3P ¥3,200 ¥3,500

8000421525 ネック材(角度14°)　 ベース用 ハード・メイプル3P ¥4,200 ¥4,600

8001111040 表甲板(高級品)　ジャーマン・スプルース ¥14,500 ¥15,950

8001111041 表甲板(最高級品)　ジャーマン・スプルース ¥18,800 ¥20,680

8031111040 【お買い得 3セット/パック】　表甲板(高級品)　ジャーマン・スプルース ¥42,190 ¥46,400

8031111041 【お買い得 3セット/パック】　表甲板(最高級品)　ジャーマン・スプルース ¥54,700 ¥60,170

8051111040 【お買い得 5セット/パック】　表甲板(高級品)　ジャーマン・スプルース ¥68,870 ¥75,750

8051111041 【お買い得 5セット/パック】　表甲板(最高級品)　ジャーマン・スプルース ¥89,300 ¥98,230

8101111040 【お買い得 10セット/パック】　表甲板(高級品)　ジャーマン・スプルース ¥130,500 ¥143,550

8101111041 【お買い得 10セット/パック】　表甲板(最高級品)　ジャーマン・スプルース ¥169,200 ¥186,100

8001112010 サイド&バック　アフリカン・マホガニー ¥4,450 ¥5,200

8001112050 サイド&バック　ハード・メイプル ¥6,600 ¥7,200

8001112070 サイド&バック　ウォールナット ¥8,900 ¥11,000

8001112090 サイド&バック　オバンコール ¥6,600 ¥7,300

8031112010 【お買い得 3セット/パック】　サイド&バック　アフリカン・マホガニー ¥12,950 ¥15,120

8031112050 【お買い得 3セット/パック】　サイド&バック　ハード・メイプル ¥19,200 ¥20,940

8031112070 【お買い得 3セット/パック】　サイド&バック　ウォールナット ¥25,800 ¥32,000

8031112090 【お買い得 3セット/パック】　サイド&バック　オバンコール ¥19,200 ¥21,240

8051112010 【お買い得 5セット/パック】　サイド&バック　アフリカン・マホガニー ¥21,100 ¥24,700

8051112050 【お買い得 5セット/パック】　サイド&バック　ハード・メイプル ¥31,300 ¥34,200

8051112070 【お買い得 5セット/パック】　サイド&バック　ウォールナット ¥42,200 ¥52,200

8051112090 【お買い得 5セット/パック】　サイド&バック　オバンコール ¥31,300 ¥34,650

8101112010 【お買い得 10セット/パック】　サイド&バック　アフリカン・マホガニー ¥40,000 ¥46,800

8101112050 【お買い得 10セット/パック】　サイド&バック　ハード・メイプル ¥59,400 ¥64,800

8101112070 【お買い得 10セット/パック】　サイド&バック　ウォールナット ¥80,100 ¥99,000

8101112090 【お買い得 10セット/パック】　サイド&バック　オバンコール ¥59,400 ¥65,700

8001121010 ギター用ボディー材　アルダー ¥5,300 ¥5,800

8001121015 ベース用ボディー材　アルダー ¥6,000 ¥6,500

8001121020 ギター用ボディー材　バスウッド ¥4,200 ¥4,700

8001121025 ベース用ボディー材　バスウッド ¥5,000 ¥5,500

8001121030 ギター用ボディー材　アフリカン・マホガニー ¥5,500 ¥6,000

8001121035 ベース用ボディー材　アフリカン・マホガニー ¥6,000 ¥6,500

8001121050 ギター用ボディー材　ソフトメイプル ¥5,300 ¥5,800
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8001121080 ギター用ボディー材　ホワイトアッシュ ¥8,500 ¥9,500

8001121085 ベース用ボディー材　ホワイトアッシュ ¥9,000 ¥10,000

8001121090 ギター用ボディー材　ライトアッシュ ¥12,000 ¥13,500

8001121095 ベース用ボディー材　ライトアッシュ ¥13,000 ¥15,000

8001121120 ボディー材　メイプル  ギター用18ｍｍ ¥3,700 ¥4,000

8001121125 ボディー材　メイプル  ベース用18ｍｍ ¥4,200 ¥4,500

8001121521 ボディー材(高級品)　カーリーメイプル　ギター用18ｍｍ ¥47,000 ¥54,000

8001121522 ボディー材　カーリーメイプル　ギター用18ｍｍ ¥37,000 ¥42,000

8001121526 ボディー材(高級品)　カーリーメイプル　ベース用18ｍｍ ¥47,000 ¥54,000

8001121527 ボディー材　カーリーメイプル　ベース用18ｍｍ ¥37,000 ¥42,000

8001121530 ボディー材　メイプル  ギター用6ｍｍ ¥2,100 ¥2,400

8001121535 ボディー材　メイプル ベース用6ｍｍ ¥2,700 ¥3,000

8001121551 ボディー材(高級品)　カーリーメイプル　ギター用6ｍｍ ¥23,000 ¥26,000

8001121552 ボディー材　カーリーメイプル　ギター用6ｍｍ ¥18,000 ¥20,000

8001121556 ボディー材(高級品)　カーリーメイプル　ベース用6ｍｍ ¥23,000 ¥26,000

8001121557 ボディー材　カーリーメイプル　ベース用6ｍｍ ¥18,000 ¥20,000

8001114010 表板/裏板　アフリカン・マホガニー ¥5,350 ¥6,300

8001114050 表板/裏板　ハード・メイプル ¥8,000 ¥8,800

8001114070 表板/裏板　ウォールナット ¥10,700 ¥13,200

8001124010 表板/裏板/サイド板　アフリカン・マホガニー ¥7,200 ¥8,300

8001124050 表板/裏板/サイド板　ハード・メイプル ¥10,700 ¥11,700

8001124070 表板/裏板/サイド板　ウォールナット ¥14,300 ¥17,600

800143203A ロゼッタNo203A ¥1,250 ¥1,400

800143203B ロゼッタNo203B ¥1,250 ¥1,400

800143203D ロゼッタNo203D ¥1,250 ¥1,400

8001432040 ロゼッタNo204 ¥1,250 ¥1,400

800143204A ロゼッタNo204A ¥650 ¥730

8001432590 ロゼッタNo259 ¥1,450 ¥1,630

8001412060 ロゼッタNo.206 ¥1,250 ¥1,400

8001412070 ロゼッタNo.207 ¥1,250 ¥1,400

8001412080 ロゼッタNo.208 ¥1,250 ¥1,400

8001412090 ロゼッタNo.209 ¥1,250 ¥1,400

8001412100 ロゼッタNo.210 ¥1,250 ¥1,400

8001412110 ロゼッタNo.211 ¥1,250 ¥1,400

8001412120 ロゼッタNo.212 ¥1,550 ¥1,750

8001412130 ロゼッタNo.213 ¥1,550 ¥1,750

8001412140 ロゼッタNo.214 ¥1,500 ¥1,680

8001412150 ロゼッタNo.215 ¥1,550 ¥1,750

8001412160 ロゼッタNo.216 ¥1,550 ¥1,750

8001412170 ロゼッタNo.217 ¥1,550 ¥1,750

8001412180 ロゼッタNo.218 ¥1,550 ¥1,750

8001412190 ロゼッタNo.219 ¥1,550 ¥1,750

8001412200 ロゼッタNo.220 ¥1,550 ¥1,750

8001412210 ロゼッタNo.221 ¥1,550 ¥1,750

8001412230 ロゼッタNo.223 ¥1,550 ¥1,750

8001412240 ロゼッタNo.224 ¥1,550 ¥1,750

8001412250 ロゼッタNo.225 ¥1,550 ¥1,750

8001412260 ロゼッタNo.226 ¥1,550 ¥1,750

8001412270 ロゼッタNo.227 ¥1,550 ¥1,750
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8001412280 ロゼッタNo.228 ¥1,550 ¥1,750

8001412290 ロゼッタNo.229 ¥1,550 ¥1,750

8001412300 ロゼッタNo.230 ¥1,550 ¥1,750

8001412310 ロゼッタNo.231 ¥1,550 ¥1,750

8001412320 ロゼッタNo.232 ¥1,550 ¥1,750

8001412330 ロゼッタNo.233 ¥1,550 ¥1,750

8001412340 ロゼッタNo.234 ¥1,550 ¥1,750

8001412350 ロゼッタNo.235 ¥1,550 ¥1,750

8001412360 ロゼッタNo.236 ¥1,550 ¥1,750

8001412370 ロゼッタNo.237 ¥1,550 ¥1,750

8001412380 ロゼッタNo.238 ¥1,550 ¥1,750

8001412390 ロゼッタNo.239 ¥1,550 ¥1,750

8001412400 ロゼッタNo.240 ¥1,550 ¥1,750

8001412410 ロゼッタNo.241 ¥1,550 ¥1,750

8001412420 ロゼッタNo.242 ¥1,550 ¥1,750

8001412440 ロゼッタNo.244 ¥1,700 ¥1,900

8001412450 ロゼッタNo.245 ¥1,700 ¥1,900

8001412460 ロゼッタNo.246 ¥1,700 ¥1,900

8001412470 ロゼッタNo.247 ¥1,700 ¥1,900

8001412480 ロゼッタNo.248 ¥1,700 ¥1,900

8001412490 ロゼッタNo.249 ¥1,700 ¥1,900

8001412500 ロゼッタNo.250 ¥1,700 ¥1,900

8001412510 ロゼッタNo.251 ¥2,100 ¥2,350

8001412520 ロゼッタNo.252 ¥1,700 ¥1,900

8001412530 ロゼッタNo.253 ¥1,700 ¥1,900

8001412540 ロゼッタNo.254 ¥2,100 ¥2,350

8001412550 ロゼッタNo.255 ¥2,100 ¥2,350

8001412570 ロゼッタNo.257 ¥2,100 ¥2,350

800141215G ロゼッタNo.215G ¥750 ¥840

800141215H ロゼッタNo.215H ¥750 ¥840

800141217A ロゼッタNo.217A ¥750 ¥840

800141218A ロゼッタNo.218A ¥750 ¥840

800141222A ロゼッタNo.222A ¥750 ¥840

800141227A ロゼッタNo.227A ¥750 ¥840

800141228A ロゼッタNo.228A ¥750 ¥840

800141239A ロゼッタNo.239A ¥600 ¥670

800141407A ロゼッタNo.407A ¥750 ¥840

800141420A ロゼッタNo.420A ¥800 ¥900

800141431A ロゼッタNo.431A ¥800 ¥900

8001431000 直棒  No.WH-10 ¥1,650 ¥1,850

8001431001 直棒  No.BK-10 ¥1,650 ¥1,850

8001431002 直棒  No.YL-10 ¥1,650 ¥1,850

8001431003 直棒  No.RD-10 ¥1,650 ¥1,850

8001431004 直棒  No.GR-10 ¥1,650 ¥1,850

8001431005 直棒  No.OG-10 ¥1,650 ¥1,850

8001431006 直棒  No.BR-10 ¥1,650 ¥1,850

8001431007 直棒  No.DB-10 ¥1,650 ¥1,850

8001431008 直棒  No.BL-10 ¥1,650 ¥1,850

8001431050 直棒  No.WH-05 ¥1,100 ¥1,250
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8001431051 直棒  No.BK-05 ¥1,100 ¥1,250

8001431052 直棒  No.YL-05 ¥1,100 ¥1,250

8001431053 直棒  No.RD-05 ¥1,100 ¥1,250

8001431054 直棒  No.GR-05 ¥1,100 ¥1,250

8001431055 直棒  No.OG-05 ¥1,100 ¥1,250

8001431056 直棒  No.BR-05 ¥1,100 ¥1,250

8001431057 直棒  No.DB-05 ¥1,100 ¥1,250

8001431058 直棒  No.BL-05 ¥1,100 ¥1,250

8001513010 バックセンターNo.301 ¥700 ¥780

8001513020 バックセンターNo.302 ¥700 ¥780

8001513030 バックセンターNo.303 ¥600 ¥670

800151303A バックセンターNo.303A ¥200 ¥230

8001513040 バックセンターNo.304 ¥600 ¥670

800151304A バックセンターNo.304A ¥200 ¥230

8001513050 バックセンターNo.305 ¥950 ¥1,070

800151305A バックセンターNo.305A ¥250 ¥280

8001513060 バックセンターNo.306 ¥950 ¥1,070

800151306A バックセンターNo.306A ¥250 ¥280

8001513070 バックセンターNo.307 ¥1,250 ¥1,400

800151307A バックセンターNo.307A ¥350 ¥400

8001513080 バックセンターNo.308 ¥1,050 ¥1,180

8001513090 バックセンターNo.309 ¥1,050 ¥1,180

8001513100 バックセンターNo.310 ¥950 ¥1,070

800151310A バックセンターNo.310A ¥250 ¥280

8001513110 バックセンターNo.311 ¥950 ¥1,070

800151311A バックセンターNo.311A ¥250 ¥280

800151311H バックセンターNo.311H ¥950 ¥1,070

800151311W バックセンターNo.311W ¥250 ¥280

8001513120 バックセンターNo.312 ¥1,600 ¥1,800

8001513130 バックセンターNo.313 ¥1,600 ¥1,800

800151313A バックセンターNo.313A ¥500 ¥560

8001513140 バックセンターNo.314 ¥2,300 ¥2,580

800151315A バックセンターNo.315A ¥200 ¥230

8001513230 バックセンターNo.323 ¥1,600 ¥1,800

800151323C バックセンターNo.323C ¥1,600 ¥1,800

800151324A バックセンターNo.324A ¥250 ¥280

800151325A バックセンターNo.325A ¥250 ¥280

8001513260 バックセンターNo.326 ¥2,300 ¥2,580

800151327A バックセンターNo.327A ¥350 ¥400

8001751301 ツキ板 白 ¥600 ¥690

8001751302 ツキ板 黒 ¥750 ¥860

8001751303 ツキ板 黄 ¥750 ¥860

8001751304 ツキ板 赤 ¥750 ¥860

8001751305 ツキ板 ピンク ¥750 ¥860

8001751306 ツキ板 紫 ¥750 ¥860

8001751307 ツキ板 緑 ¥750 ¥860

8001751308 ツキ板 オレンジ ¥750 ¥860

8001751309 ツキ板 茶 ¥750 ¥860

8001751310 ツキ板 コゲ茶 ¥750 ¥860
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8001751311 ツキ板 青 ¥750 ¥860

8001751501 ツキ板 白 ¥650 ¥750

8001751502 ツキ板 黒 ¥1,100 ¥1,270

8001751503 ツキ板 黄 ¥1,100 ¥1,270

8001751504 ツキ板 赤 ¥1,100 ¥1,270

8001751505 ツキ板 ピンク ¥1,100 ¥1,270

8001751506 ツキ板 紫 ¥1,100 ¥1,270

8001751507 ツキ板 緑 ¥1,100 ¥1,270

8001751508 ツキ板 オレンジ ¥1,100 ¥1,270

8001751509 ツキ板 茶 ¥1,100 ¥1,270

8001751510 ツキ板 コゲ茶 ¥1,100 ¥1,270

8001751511 ツキ板 青 ¥1,100 ¥1,270

8001751601 ツキ板 白 ¥700 ¥810

8001751602 ツキ板 黒 ¥1,150 ¥1,320

8001751603 ツキ板 黄 ¥1,150 ¥1,320

8001751604 ツキ板 赤 ¥1,150 ¥1,320

8001751605 ツキ板 ピンク ¥1,150 ¥1,320

8001751606 ツキ板 紫 ¥1,150 ¥1,320

8001751607 ツキ板 緑 ¥1,150 ¥1,320

8001751608 ツキ板 オレンジ ¥1,150 ¥1,320

8001751609 ツキ板 茶 ¥1,150 ¥1,320

8001751610 ツキ板 コゲ茶 ¥1,150 ¥1,320

8001751611 ツキ板 青 ¥1,150 ¥1,320

800171755A パーフリングNo.755A ¥180 ¥200

800171755B パーフリングNo.755B ¥180 ¥200

800171755C パーフリングNo.755C ¥180 ¥200

800171755E パーフリングNo.755E ¥180 ¥200

800171755F パーフリングNo.755F ¥180 ¥200

800171755G パーフリングNo.755G ¥180 ¥200

800171755H パーフリングNo.755H ¥180 ¥200

800171755I パーフリングNo.755I ¥110 ¥125

800171756A パーフリングNo.756A ¥180 ¥200

800171756B パーフリングNo.756B ¥180 ¥200

800171758A パーフリングNo.758A ¥60 ¥70

800171758B パーフリングNo.758B ¥60 ¥70

800171758C パーフリングNo.758C ¥60 ¥70

800171758D パーフリングNo.758D ¥60 ¥70

800171758E パーフリングNo.758E ¥60 ¥70

800171758F パーフリングNo.758F ¥60 ¥70

800171758G パーフリングNo.758G ¥60 ¥70

800171760A パーフリングNo.760A ¥350 ¥400

800171760B パーフリングNo.760B ¥350 ¥400

800171760C パーフリングNo.760C ¥350 ¥400

800171760E パーフリング　No.760E ¥350 ¥400

8001717610 パーフリングNo.761 ¥180 ¥200

8001717630 パーフリングNo.763 ¥180 ¥200

800171740D ダルマNo.740D ¥700 ¥780

800171740F ダルマNo.740F ¥700 ¥780

800171741D ダルマNo.741D ¥700 ¥780
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800171741F ダルマNo.741F ¥700 ¥780

800171742D ダルマNo.742D ¥700 ¥780

800171742F ダルマNo.742F ¥700 ¥780

800171743D ダルマNo.743D ¥1,500 ¥1,680

800171743F ダルマNo.743F ¥1,500 ¥1,680

800171744Ｄ ダルマNo.744Ｄ ¥1,500 ¥1,680

800171744F ダルマNo.744F ¥1,500 ¥1,680

800171745D ダルマNo.745D ¥1,500 ¥1,680

800171745F ダルマNo.745F ¥1,500 ¥1,680

800171746D ダルマNo.746D ¥1,500 ¥1,680

800171746F ダルマNo.746F ¥1,500 ¥1,680

800171747D ダルマNo.747D ¥700 ¥780

800171747F ダルマNo.747F ¥700 ¥780

800171748D ダルマNo.748D ¥1,500 ¥1,680

800171748F ダルマNo.748F ¥1,500 ¥1,680

800171749D ダルマNo.749D ¥700 ¥780

800171749F ダルマNo.749F ¥700 ¥780

800171750D ダルマNo.750D ¥1,500 ¥1,680

800171750F ダルマNo.750F ¥1,500 ¥1,680

800171750O ダルマNo.750O ¥1,500 ¥1,680

800171740C ダルマNo.740C ¥700 ¥780

800171741C ダルマNo.741C ¥700 ¥780

800171742C ダルマNo.742C ¥700 ¥780

800171743C ダルマNo.743C ¥1,500 ¥1,680

800171744C ダルマNo.744C ¥1,500 ¥1,680

800171745C ダルマNo.745C ¥1,500 ¥1,680

800171746C ダルマNo.746C ¥1,500 ¥1,680

800171747C ダルマNo.747C ¥700 ¥780

800171748C ダルマNo.748C ¥1,500 ¥1,680

800171749C ダルマNo.749C ¥700 ¥780

800171750C ダルマNo.750C ¥1,500 ¥1,680

8001817200 バインディング　No.720 ¥1,500 ¥1,680

8001817210 バインディング　No.721 ¥900 ¥1,010

8001817220 バインディング　No.722 ¥900 ¥1,010

8001817230 バインディング　No.723 ¥900 ¥1,010

8001817240 バインディング　No.724 ¥1,700 ¥1,900

8001817250 バインディング　No.725 ¥250 ¥280

8001817260 バインディング　No.726 ¥900 ¥1,010

8001817270 バインディング　No.727 ¥600 ¥670

8001817280 バインディング　No.728 ¥600 ¥670

8001817290 バインディング　No.729 ¥1,700 ¥1,900

8001817310 バインディング　No.731 ¥1,500 ¥1,680

8001841101 バインディング　No.MA-01 ¥280 ¥310

8001841102 バインディング　No.MA-02 ¥280 ¥310

8001841103 バインディング　No.MA-03 ¥280 ¥310

8001841201 バインディング　No.MH-01 ¥280 ¥310

8001841202 バインディング　No.MH-02 ¥280 ¥310

8001841203 バインディング　No.MH-03 ¥280 ¥310

8001841301 バインディング　No.RS-01 ¥340 ¥380



価格改定のお知らせ 大和マーク株式会社

商品コード 商品名 旧価格 新定価

8001841302 バインディング　No.RS-02 ¥340 ¥380

8001841303 バインディング　No.RS-03 ¥340 ¥380

8001915110 駒飾りNo.511 ¥300 ¥340

8001915120 駒飾りNo.512 ¥300 ¥340

8001915210 駒飾りNo.521 ¥600 ¥670

800191521A 駒飾りNo.521A ¥600 ¥670

8001915130 駒飾りNo.513 ¥400 ¥450

8001915150 駒飾りNo.515 ¥300 ¥340

8001915160 駒飾りNo.516 ¥400 ¥450

8001915170 駒飾りNo.517 ¥600 ¥670

8001915180 駒飾りNo.518 ¥600 ¥670

8001915190 駒飾りNo.519 ¥600 ¥670

8001915200 駒飾りNo.520 ¥600 ¥670

8001915220 駒飾りNo.522 ¥600 ¥670

8001915230 駒飾りNo.523 ¥600 ¥670

8001915240 駒飾りNo.524 ¥600 ¥670

8001915250 駒飾りNo.525 ¥600 ¥670

8001915270 駒飾りNo.527 ¥600 ¥670

8001915290 駒飾りNo.529 ¥600 ¥670

800191BF01 駒飾りNo.BF-01 ¥2,700 ¥3,000

800191BN50 駒飾りNo.BF-50 ¥500 ¥560


