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価格は全て税抜表示となっております

ファゴット PRICE LIST
2023 年 5 月 23 日現在

ピュヒナー ファゴット

品番 希望小売価格 仕　　　様

プレミエール ノナカモデル

ウェブサイトで
最新の価格を
ご確認ください※1

2/ピュヒナー
ボーカル付

ヘッケル式、シルバープレートキー、4ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、E-F♯］、HighDキー、HighEキー、Aコネクティングシステム、ウォー
ターチューブ、ダークレッドフィニッシュ、ケース付
ヘッケル式、シルバープレートキー、4ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、E-F♯］、HighDキー、HighEキー、Aコネクティングシステム、ウォー
ターチューブ、アンティークフィニッシュ、ケース付

モデル ジュビリー ヘッケル式、シルバープレートキー、9ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、E-F♯］、HighDキー、HighEキー、Aコネクティングシステム、ウォー
ターチューブ、ダークレッドフィニッシュ、ケース付

モデル クラシック ヘッケル式、シルバープレートキー、9ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、E-F♯］、HighDキー、HighEキー、スターリングシルバー製ウォー
ターチューブ、クラシックフィニッシュ、ケース付

モデル 23
ヘッケル式、シルバープレートキー、13ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯、A♭-B♭］、HighDキー、HighEキー、Aコネクティング
システム、スターリングシルバー製ウォーターチューブ、ダークレッドフィニッシュ、ケース付
ヘッケル式、シルバープレートキー、13ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯、A♭-B♭］、HighDキー、HighEキー、Aコネクティング
システム、スターリングシルバー製ウォーターチューブ、アンティークフィニッシュ、ケース付

モデル 23 コンパクト
ヘッケル式、ショートカットモデル、シルバープレートキー、13ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯、A♭-B♭］、HighDキー、HighE
キー、Aコネクティングシステム、スターリングシルバー製ウォーターチューブ、ダークレッドフィニッシュ、ケース付
ヘッケル式、ショートカットモデル、シルバープレートキー、13ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯、A♭-B♭］、HighDキー、HighE
キー、Aコネクティングシステム、スターリングシルバー製ウォーターチューブ、アンティークフィニッシュ、ケース付

モデル スペリオール

ヘッケル式、ショートカットモデル、シルバープレートキー（13スターリングシルバーキー）、15ローラー（真珠層製）、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、
E-F♯、A♭-B♭］、HighDキー、HighEキー、ダブルCキー、Aコネクティングシステム、4グライディングローラー、スターリングシルバー製ウォー
ターチューブ、ダークレッドフィニッシュ、バランサー、ケース付
ヘッケル式、ショートカットモデル、シルバープレートキー（13スターリングシルバーキー）、15ローラー（真珠層製）、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、
E-F♯、A♭-B♭］、HighDキー、HighEキー、ダブルCキー、Aコネクティングシステム、4グライディングローラー、スターリングシルバー製ウォー
ターチューブ、アンティークフィニッシュ、バランサー、ケース付
ヘッケル式、ショートカットモデル、シルバープレートキー（13スターリングシルバーキー）、15ローラー（真珠層製）、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、
E-F♯、A♭-B♭］、HighDキー、HighEキー、ダブルCキー、Aコネクティングシステム、4グライディングローラー、スターリングシルバー製ウォー
ターチューブ、クラシックフィニッシュ、バランサー、ケース付

メーニッヒ ファゴット

品番 希望小売価格 仕　　　様

214 トパーズ ¥2,950,000 2/メーニッヒ
ボーカル付

ヘッケル式、シルバープレートキー、26キー、8ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯］、HighDキー、HighEキー、ダブルLowCキー、
バランサー、ケース付

214 ダイヤモンド ¥4,290,000 1/ヘッケル
ボーカル付

ヘッケル式、ショートカットモデル、シルバープレートキー、26キー、8ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯］、HighDキー、HighEキー、
ダブルLowCキー、メカニックホルダー＆ボディーリングプラチナメッキ、Aコネクティングシステム、スターリングシルバー製ウォーターチューブ、
バランサー、ケース付

214 プラチナ ¥5,020,000 2/ヘッケル
ボーカル付

ヘッケル式、ショートカットモデル、シルバープレートキー、26キー、14ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯］、HighDキー、HighEキー、
ダブルLowCキー、メカニックホルダー＆ボディーリングプラチナメッキ、Aコネクティングシステム、スターリングシルバー製ウォーターチューブ、
金メッキ付スターリングシルバー製オクターブホール、バランサー、ケース付

ピュヒナー コントラファゴット

品番 希望小売価格 仕　　　様

モデル 27
ウェブサイトで
最新の価格を
ご確認ください※2

2/ピュヒナー
ボーカル付

スタンダードタイプ、最低音B♭、ウッドボディ＆銀メッキベル、シルバープレートキー、
6ローラー［左薬指C、E♭/左小指C♯、E♭/右小指F、A♭］、ケース付

モデル 28

プロフェッショナルタイプ、最低音B♭、ウッドボディ＆銀メッキベル、シルバープレートキー、
13 ローラー［左薬指C、E♭/ 左小指C♯、E♭/ 右小指F、F♯、A♭/ 右親指B♭、E、F♯、A♭］、ダークレッドフィニッシュ、ケース付　

プロフェッショナルタイプ、最低音B♭、ウッドボディ＆銀メッキベル、シルバープレートキー、
13 ローラー［左薬指C、E♭/ 左小指C♯、E♭/ 右小指F、F♯、A♭/ 右親指B♭、E、F♯、A♭］、アンティークフィニッシュ、ケース付　

※1、2 ピュヒナー最新価格ウェブサイト
▶ www.nonaka.com/puchner/shop/index_showroom.html

品番 希望小売価格 仕　　　様

41i オープンプライス 2/ヘッケル
ボーカル付 ヘッケル式、オーダーメイド

ヘッケル ファゴット

ヴァルター ファゴット

品番 希望小売価格 仕　　　様

ゾリステン
ウェブサイトで
最新の価格を
ご確認ください※3

2/ヴァルター
ボーカル付

ヘッケル式、シルバープレートキー、13ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯］、HighDキー、HighEキー、Aコネクティングシステム、
バランサー、ケース付

※3 ヴァルター ファゴット最新価格ウェブサイト
▶ www.nonaka.com/walter/shop/index_showroom.html



●価格は全て税抜表示となっております。

オスカー・アドラー コントラファゴット

品番 希望小売価格 仕　　　様

1369 ¥4,100,000 2/アドラーボーカル付
最低音B♭、ウッドボディ＆銀メッキベル、シルバープレートキー、コンパクトモデル
11ローラー［左薬指C、E♭/ 左小指C♯、E♭/右小指F、F♯、A♭左親指C 、D/右親指B♭、F♯］、
３-D可動ハンドレスト、ケース付

モースマン ファゴット

品番 希望小売価格 仕　　　様

90N ¥1,115,000 １/ モースマンボーカル付 ヘッケル式、コンパクト４ピース、シルバープレートキー、４ローラー、トリルキー［C♯-D♯、E-F♯]、HighDキー、
ウォーターチューブ、ケース付　※オプション・・・テナージョイントCカバードキー

100N ¥1,350,000 １/ モースマンボーカル付 ヘッケル式、コンパクト４ピース、シルバープレートキー、４ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、E-F♯]、
HighDキー、HighEキー、ウォーターチューブ、ケース付

150N オープンプライス ２/ モースマンボーカル付 ヘッケル式、コンパクト４ピース、シルバープレートキー、６ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯]、
HighDキー、HighEキー、ダブルLowCキー、ウォーターチューブ、バランサー、ケース付

222N オープンプライス ２/ モースマンボーカル付
ヘッケル式、コンパクト４ピース、シルバープレートキー、13ローラー、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯]、
HighDキー、HighEキー、HighFキー、ダブルLowCキー、Aコネクティングシステム、
スターリングシルバー製ウォーターチューブ、バランサー、ケース付

オスカー・アドラー ファゴット

品番 希望小売価格 仕　　　様

1357/125 ¥1,020,000 1/アドラーボーカル付 ヘッケル式、シルバープレートキー、23キー［右親指A♭キー付］、5ローラー［左小指C♯、E♭/右小指F、F♯、A♭］、
トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、E-F♯］、HighDキー、ダブルLowCキー、ギグバッグケース付  ※1    

1357 ¥1,120,000 1/アドラーボーカル付
ヘッケル式、シルバープレートキー、24キー［右親指A♭キー、右薬指B♭キー付］、
5ローラー［左小指C♯、E♭/右小指F、F♯、A♭］、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、E-F♯］、
HighDキー、ダブルLowCキー、バランサー、ギグバッグケース付

1358 ¥1,390,000 1/ アドラーボーカル付
ヘッケル式、シルバープレートキー、26キー、10ローラー［左小指C♯、E♭/左親指C、D/右小指F、F♯、A♭/
右親指F♯（2）、A♭］、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯］、HighDキー、HighEキー、ダブルLowCキー、
バランサー、ギグバッグケース付

1361 ¥1,680,000 2/ アドラーボーカル付
ヘッケル式、シルバープレートキー、27キー、11ローラー［左小指C♯、E♭/左親指C、D/右小指F、F♯、A♭/
右親指B♭、E（２）、F♯］、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、D-E♭、E-F♯、A♭-B♭］、HighDキー、HighEキー、
ダブルLowCキー、バランサー、ケース付 

※ 1　1357/125 のコンパクトケース付きタイプは販売終了となりました。

アクセサリー

品番 希望小売価格 ブランド 仕様

ギグバッグケース ¥70,000 アドラー ファゴット用　リュックタイプ　ナイロン製

コンパクトケース ¥61,000 ノナカ ファゴット用　カバー付　小型ハードケース

ボーカル

¥62,000 アドラー ファゴット用　銀メッキ仕上げ　No.1、No.2、No.3　※ 3
¥123,000 メーニッヒ ファゴット用　銀メッキ仕上げ　No.1、No.2、No.3　※ 3

¥139,000 モースマン（AG） ファゴット用　BRASS 製 銀メッキ仕上げ

¥139,000 モースマン（AW） ファゴット用　NICKEL SILVER 製 銀メッキ仕上げ

¥160,000 モースマン（AB） ファゴット用　BRONZE 製 金メッキ仕上げ

¥204,000 モースマン（AM） ファゴット用　ANTIQUE-BRASS 製 金メッキ仕上げ
ハンドレスト ¥7,800 アドラー ファゴット用　プラスチック製

※3　ボーカルの全長が　No.0　→　No.1　→　No.2　→　No.3　→　No.4　の順で長くなります。

C9300811（2023年5月）

取扱店 ●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 

公式アカウントで最新情報発信中！

フォックス バスーン

品番 希望小売価格 仕　　　様

122E
オープンプライス

参考価格
¥1,120,000

1/ボーカル付
（No.1）

メープルウッドボディ、ロングボア、シルバープレートキー、ジャーマンベル、4ローラー［左小指C♯、D♯/右小指F、A♭］、
トリルキー［C♯-D♯、E-F♯］、HighDキー、ダブルLowCキー、洋銀製ウォーターチューブ、バランサー、ケース付

222D
オープンプライス

参考価格
¥1,470,000

2/ボーカル付
（No.1 No.2）

メープルウッドボディ、ロングボア、シルバープレートキー、ジャーマンベル、5ローラー［左小指C♯、D♯/右小指F、F♯、A♭］、
トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、E-F♯］、HighDキー、HighEキー、ダブルLowCキー、洋銀製ウォーターチューブ、バランサー、ケース付

240D
オープンプライス

参考価格
¥2,350,000

2/ボーカル付
（No.1 No.2）

レッドメープルウッドボディ、ショートボア、シルバープレートキー、ジャーマンベル、9ローラー［左小指C♯、D♯/左親指LowC、LowD/右小指
F、F♯、A♭/右親指B♭、F♯］、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、E-F♯、D-E♭、A♭-B♭］、HighDキー、HighEキー、ダブルLowCキー、洋銀製ウォーター
チューブ、バランサー、ケース付

250D
オープンプライス

参考価格
¥2,350,000

2/ボーカル付
（No.1 No.2）

レッドメープルウッドボディ、ロングボア、シルバープレートキー、ジャーマンベル、9ローラー［左小指C♯、D♯/左親指LowC、LowD/右小指
F、F♯、A♭/右親指B♭、F♯］、トリルキー［C-C♯、C♯-D♯、E-F♯、D-E♭、A♭-B♭］、HighDキー、HighEキー、ダブルLowCキー、洋銀製ウォーター
チューブ、バランサー、ケース付

685D オープンプライス 2/ボーカル付
（No.1 No.2）

マウンテンメープルウッドまたはレッドメイプルウッドボディ、コンパクトモデル（5ピース）、ショートボア/ティックウォール、シルバープレート
キー、ジャーマンベル、13ローラー［左小指C♯、D♯/左親指ウィスパー、C♯、LowC、LowD/右小指F、F♯、A♭/右親指B♭、E（2）、F♯］、トリルキー

［C-C♯、C♯-D♯、E-F♯、D-E♭、A♭-B♭］、HighDキー、ダブルHighEキー、HighFキー、ダブルLowCキー、Aコネクティングシステム、銀製ウォー
ターチューブ、バランサー、ケース付


