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オルゴール

絵画・画材

オルゴールの音色がきれいです。

オルゴールメロディ 20

メロディ 20 専用作曲用カード

41330 --------------------------- ￥6,600 ￥6,000

41334 --------------------------------- ￥165 ￥150

サイズ：108 × 70 ×高 30㎜

サイズ：幅 70 ×長さ 530㎜

作曲用カードは穴が開いてないので、専用穴あけパン
チで 20 線譜に沿って開けて下さい。ただし、半音は
奏でられず、ハ長調の音階になっていますので、楽譜
既成の曲カードを参考に、オリジナルな曲づくりがで をハ長調に直してから穴あけします。
き、音感教育に最適です。
カードの左右両端にドレミ・・が印刷されていて、
2 オクターブ + ラまで、20 音階の音域があります。
＜注意＞

デザイン

カードの 20 音階でハンドルを廻すと
ノスタルジックな音色を奏でます。

工芸・民芸

メロディ 20 専用小箱

曲カードが必要です。
作曲する場合は作曲用カー
ドとパンチが必要です。

作曲用カード穴あけパンチ
41335 --------------------------------- ￥770 ￥700

41305 ------------------------------- ￥847 ￥770

版画・染色
木彫・木工芸

完成サイズ：横 131 ×奥行 90 ×高 58㎜
材質：ほお材
仕様：組み立て済み。

メロディ 20 専用曲カード

＜セット内容＞
箱部分 1 個
ふた
1個

41331 イエスタディワンスモア
41332 スモールワールド（小さな世界）
41333 ハッピーバースディ

オルゴールメロディ
20 専用箱で、箱に回
転棒を通す切り込みが
加工されてます。

サイズ：全長 122・穴φ 3㎜

41331 〜 3 ----------------------- 各￥220 ￥200

サイズ：幅 70 ×長さ 530㎜

20 音階の穴があいており、曲を鳴らせます。
※ 無くなり次第廃止

ミニ引き出しボックス
てん刻

ミニチュア小箱

41304 -------------------- ￥979 ￥890

41303 -------------------- ￥528 ￥480

彫塑・彫刻

完成サイズ：横 80 ×奥行 70 ×高 91㎜
材質：ほお材 仕様：組み立て済み。

完成サイズ：横 70 ×奥行 60 ×高 60㎜
材質：ほお材 仕様：組み立て済み

＜セット内容＞
引き出し付き箱部分 1 個
引き出し 1 個
ふた 1 個
引き出し用取っ手 1 個

＜セット内容＞
箱部分 1 個 ふた 1 個
蝶番 1 個 木ねじ 4 個
ミニチュアオルゴールは紙箱に入ってい
ますので、ふたの裏側に接着剤で固定し
ます。

陶

手廻しオルゴール専用箱で、穴にさしこ
んで、3 個のビスで固定します。ふたは
かぶせる方式です。

ミニチュアオルゴール

芸

41340 〜 44 --------- 各￥330 ￥300

手廻しオルゴール

サイズ：外箱 40 × 30 ×厚 12㎜

41350 〜 54 -------- 各￥220 ￥200
ガラス工芸

サイズ：45 × 35 ×高 20㎜

41340 スモールワールド
41341 虹の彼方に
41342 ブラームスの子守歌
41343 ミュージックボックス
41344 守ってあげたい

ビス付き

金属工芸

41350 あの日に帰りたい
41351 なごり雪
41352 クリスマスイブ
41353 サウンドオブミュージック
41354 トップ・オブザワールド
無くなり次第廃止

通常のオルゴールのミニチュア判で 18 弁あり 4 小節の曲です。
無くなり次第廃止
傾斜角度 100°
で箱の中のストッパーにより、曲が止まります。
※ 実物は紙箱に入っています、写真のオルゴールは、中身です。紙箱から出さないで下さい。

校歌オルゴール機械
41600 8 小節（ストッパー付）------- ￥968 ￥880

皮革工芸

41602 16 小節（ストッパー付）-- ￥1,870 ￥1,700
＜サイズ＞
ストッパーの棒の長さ：42 ㎜
  8 小節：55 × 45 × H20㎜（ストッパー取付時 65㎜）
16 小節：65 × 53 × H25㎜（ストッパー取付時 65㎜）

七宝焼

毎年、12 月以降は、混雑いたしておりますので、
11 月末までにお申し込みください。
音楽ファイル MP3 での承認も可能です。
試作品制作代別途かかります。担当までご相談下さい。

16 小節

8 小節

資料

＜納期＞
楽譜の当社到着後、一ヵ月以内に試作
品をお送りいたします。試作品をお聴
きになり、確認後、二ヵ月以内に商品
をお届けいたします。

備品

＜申込方法＞
校歌のメロディーのオルゴールを、別途製作い
たしております。校歌の楽譜（伴奏付き、作詞・
MP3 ファイルのメール送付の場合は、
作曲者明記）をお送りください。
試作データを 4 〜 5 日で送る事ができ
尚、新規のご注文は 50 個以上でお願いいた
します。2 回目のご注文より 10 台以下もお受 ます。
け付けいたしますが、別価格になりますので、 その場合は、試作品は送りませんので、
御相談下さい。
データ承認（PDF ファイル）です。

デラックスオルゴール箱

41302 ---------------------------- ￥1,518 ￥1,380
完成サイズ：210 × 120 × 90㎜ 材質：ほお材
仕様：組み立て済み。
オルゴール取り付け部分と足のみ組み立て式。
開閉方式は、丁番式です。
＜セット内容＞
上板 1、側板 1
支柱 2、足部 2、
蝶番（ビス付き）2

オルゴール
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絵画・画材

デザイン

オルゴール宝石箱

41321 --------------------------- ￥1,606 ￥1,460

蝶番不用オルゴール箱

完成サイズ：250 × 140 × 90㎜ 材質：ほお材
仕様：組み立て式、開閉方式は、丁番式です。

41312 --------------------------- ￥1,133 ￥1,030

完成サイズ：175 × 90 × 65㎜

完成サイズ：240 × 130 × 87㎜
材質：しな材 仕様：半組み立済
開閉方式は、釘差し込み式です。

足部 2 枚、オルゴールカバー上板・側板
オルゴールカバー支柱 4 本

オルゴール機械（ストッパー付き）

丁番式ではありません
かぶせるだけの
簡単構造のフタ式です。

オルゴール機械（ストッパー付き）
サイズ：55 × 45 × H20㎜

無くなり次第廃止

41452 夜空のムコウ ----------- ￥660 ￥600
41453 世界に一つだけの花 -- ￥660 ￥600
41454 虹（福山 雅治）------------- ￥660 ￥600

41424 いい日旅立ち ----------- ￥605 ￥550

41455 いつも何度でも -------- ￥660 ￥600

41415 雨に濡れても

41431 いとしのエリー -------- ￥605 ￥550

41456 Flavor of Life（宇多田ヒカル）- ￥660 ￥600

41419 青きドナウ

41433 卒業写真 ----------------- ￥605 ￥550

41457 I Believe（綾香）--------- ￥660 ￥600

41447 ろまん飛行 -------------- ￥605 ￥550

41458 愛唄（GReeeeN）---------- ￥660 ￥600

41407 ラブストーリー
廃止

41420 コンドルは飛んで行く
41422 潮騒のメロディー

廃止

41438 星に願いを -------------- ￥660 ￥600

廃止

41442 ロッキーのテーマ ----- ￥660 ￥600

41441 ワインレッドの心

芸

41443 小さな世界 -------------- ￥660 ￥600

41445 ミッシェル

41444 ミッキーマウスマーチ - ￥660 ￥600

41495 チャコの海岸物語

ガラス工芸

41446 スターウォーズ -------- ￥660 ￥600

41496 昂（スバル）

41448 I Love You（尾崎 豊）----- ￥660 ￥600

41497 ウイアーザチャンプ

41449 桜坂（福山 雅治）---------- ￥660 ￥600

41498 メモリー

41450 Love Love Love--------- ￥660 ￥600

41499 魅惑のワルツ

41451 Tsunami------------------ ￥660 ￥600

注意：箱の高さに合うようにストッパーの長さは、切っ
て調節して使用してください。

※オルゴール機械の機種によりビス穴の位置が図と異なる場合があります、様々な穴があいている場合があります、ビスの入る穴を確認して下さい。

金属工芸

無くなり次第廃止

＜オルゴール取り付け方＞

41459 永遠にともに（コブクロ）- ￥660 ￥600

陶

41439 ガルデルワルツ

廃止

彫塑・彫刻

41423 贈る言葉 ----------------- ￥605 ￥550

41404 トロイメライ

てん刻

各￥330 ￥300

サイズ：55 × 45 × H20㎜

各1枚

木彫・木工芸

＜セット内容＞
側板 1
上板釘取付加工済 1
上板 1、側板 1
補強柱 2、釘 2

材質：ほお材

＜セット内容＞

版画・染色

＜セット内容＞
オルゴールカバー上板 1
オルゴールカバー側板 1
オルゴールカバー補強柱 2
蝶番（ビス付き） 2
側板 2、側板 2
上板 1、底板 1、足部 2

41300 ------------------------------- ￥990 ￥900

工芸・民芸

あぜくらオルゴール箱

皮革工芸

→
→

→

3. 巻ネジの穴（約 1㎝）をバンドビット 4. オルゴールをビスで留めます。
などで開け、また、ビス止めの位置 3 箇
所には、キリなどで軽く穴を開けておき
ます。

七宝焼

1. ネジをゆるめて、図の様にストッパー 2. オルゴール機械を箱の中に置いて取り
を取り付けます。その後、もう一度ネジ 付ける位置を決めます。このとき、巻ネ
をしめて下さい。
ジの位置とビス止めする位置（●の部分
3 箇所）を確認しておきます。

＜ 支柱と側板の取り付け方は、箱の種類によって違います＞

資料

• あぜくらオルゴール箱

• オルゴール宝石箱

備品

5. 上ぶたに、ストッパーを出す位置に数 6. 最後に、ふたを閉めてみて、ストッパー
ミリの穴を開け、接着剤で上ぶたを取り をペンチで切って、ストッパーの長さを
付けます。
調節します。

