幼 稚 園・学 校 向け
記 念 品 オルゴール
カタログ

オルゴールという名前のタイムカプセル
音とともによみがえる記憶
あの日みんなで見た手が届きそうな空。
みかん色の夕陽に追いかけられた帰り道。
手にしたオルゴールを見つめ、
思い出す仲間とのかけがえのない時間。
まるでタイムカプセルを開けた時のように
よみがえる懐かしい日々。
自然と笑みがこぼれるあたたかい記憶。
思い出に寄り添い心に響きわたるオルゴールの奏で。

半世紀以上にわたり校歌・園歌のオルゴールを手がけてきた
日本電産サンキョー株式会社には、確かな技術と
4,000 曲以上の編曲データがあります。
大切な思い出をオルゴールに込めて、
日本電産サンキョーオルゴール記念館 すわのね が、
心に残る記念品づくりのお手伝いをいたします。
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木製 BOX オルゴール
小さな文房具の収納にもぴったりなオルゴールボックスです。蓋を開けるとオルゴールのメロディが流れます。

YB371
参考価格
YB3711 18 弁オルゴール
YB3712 23 弁オルゴール

¥4,950（税込）
¥6,930（税込）

本体
：幅 140×奥行 78×高さ68 mm
小物入れ：幅 58×奥行 60×高さ33 mm
材質
：ツガ材
色
：茶
注文個数：20 個〜
印刷部分：天面・本体側面（4 面）
・オルゴール蓋上

YB372
参考価格
YB3721 18 弁オルゴール
YB3722 23 弁オルゴール

¥5,830（税込）
¥7,150（税込）

本体
：幅 168×奥行 102×高さ70 mm
小物入れ：幅 82×奥行 85×高さ33 mm
材質
：ツガ材
色
：茶
注文個数：20 個〜
印刷部分：天面・本体側面（4 面）

YB664
参考価格
YB6641 18 弁オルゴール
YB6642 23 弁オルゴール

¥4,400（税込）
¥6,600（税込）

本体
：幅 88×奥行 88×高さ80 mm
小物入れ：幅 66×奥行 66×高さ18 mm
材質
：ツガ材
色
：茶
注文個数：20 個〜
印刷部分：天面・本体側面（4 面）

◆ 価格は数量・納期・仕様内容をお受けしてお見積りします。 ◆ 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ◆ 商品写真は加工例です。
◆ 寸法および画像の色柄は実際の商品とは多少異なる場合があります。 ◆ 天然木を使用しているため木目には個体差があります。
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木製 BOX オルゴール フォトフレーム付き
蓋を開けるとオルゴールのメロディが流れ、小さなフォトフレームが立ち上がります。

YB374
参考価格
YB3741 18 弁オルゴール
YB3742 23 弁オルゴール

YB375
¥7,150（税込）
¥8,250（税込）

本体
：幅 142×奥行 100×高さ73 mm
小物入れ：幅 42×奥行 93×高さ40 mm
台紙
：幅 60×高さ60 mm
材質
：ツガ材
色
：茶
注文個数：20 個〜
印刷部分：天面・本体側面（4 面）
・フレーム枠

参考価格
YB3751 18 弁オルゴール
YB3752 23 弁オルゴール

¥8,800（税込）
¥10,450（税込）

本体
：幅 214×奥行 118×高さ73 mm
小物入れ：幅 108×奥行 100×高さ40 mm
台紙
：幅 66×高さ66 mm
材質
：ツガ材
色
：茶
注文個数：20 個〜
印刷部分：天面・本体側面（4 面）
・フレーム枠

木製フォトフレームオルゴール
メロディと共に思い出の写真を飾ることができるフォトフレームです。記念品として大変人気の商品です。

YB379
参考価格
YB3791 18 弁オルゴール
YB3792 23 弁オルゴール

YB663
¥6,050（税込）
¥7,700（税込）

本体
：幅 225×奥行 70×高さ118 mm
台紙
：幅 127×高さ89 mm
材質
：MDF・ガラス
色
：茶
注文個数：20 個〜
印刷部分：フレーム正面右上部・右下プレート部

参考価格
YB6631 18 弁オルゴール
YB6632 23 弁オルゴール

¥4,180（税込）
¥6,380（税込）

本体
：幅 105×奥行 70×高さ128 mm
台紙
：幅 84×高さ84 mm
材質
：MDF・ガラス
色
：茶
注文個数：20 個〜
印刷部分：フレーム正面上部・下部

◆ 価格は数量・納期・仕様内容をお受けしてお見積りします。 ◆ 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ◆ 商品写真は加工例です。
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◆ 寸法および画像の色柄は実際の商品とは多少異なる場合があります。 ◆ 天然木を使用しているため木目には個体差があります。

木製ブック型オルゴール フォトフレーム付き
学校の思い出をオルゴールに。表紙部には写真を入れることができるブック型のオルゴールです。

YB381
参考価格
YB3811 18 弁オルゴール
YB3812 23 弁オルゴール

¥8,580（税込）
¥9,900（税込）

本体
：幅 123×奥行 62×高さ163 mm
小物入れ：幅 93×奥行 40×高さ67 mm
台紙
：幅 78×高さ113 mm
材質
：ツガ材・ガラス
色
：茶
注文個数：20 個〜
印刷部分：表紙フレーム枠・背表紙面・背面・表紙裏写真押え板

フォトフレームオルゴール 時計付き
18 弁オルゴールと時計が付いたフォトフレームです。アナログ時計が時を刻みます。

58021 - 001
参考価格

¥4,620（税込）
本体
：幅 115×奥行 60×高さ160 mm
台紙
：幅 117×高さ83 mm
材質
：ABS・ガラス
色
：白
注文個数：20 個〜
印刷部分：フレーム正面上部・下部

58022 - 002
参考価格

¥4,290（税込）
本体
：幅 164×奥行 60×高さ135 mm
台紙
：幅 60×高さ55 mm
材質
：ABS・ガラス
色
：白
注文個数：20 個〜
印刷部分：フレーム正面上部・下部
◆ アラーム付き

58023 - 004
参考価格

¥4,070（税込）
本体
：幅 185×奥行 60×高さ160 mm
台紙
：幅 127×高さ89 mm
材質
：ABS・ガラス
色
：白
注文個数：20 個〜
印刷部分：フレーム正面上部・下部
◆ 価格は数量・納期・仕様内容をお受けしてお見積りします。 ◆ 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ◆ 商品写真は加工例です。
◆ 寸法および画像の色柄は実際の商品とは多少異なる場合があります。 ◆ 天然木を使用しているため木目には個体差があります。
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フォトフレームオルゴール
18 弁オルゴールの樹脂製フォトフレームです。

YB687
参考価格

¥1,540（税込）
本体
：幅 98×奥行 45×高さ120 mm
台紙
：幅 88×高さ54 mm
材質
：ABS
色
：黒マット（C）
・白パール（F）
注文個数：30 個〜
印刷部分：フレーム正面下のメタルシール部

YB687C

YB687F

YB782B
参考価格

¥1,650（税込）
本体
：幅 100×奥行 45×高さ115 mm
台紙
：幅 90×高さ85 mm
材質
：ABS・ガラス
色
：紺
注文個数：30 個〜
印刷部分：フレーム正面上の半円部

YB784
参考価格

¥2,200（税込）
本体
：幅 160×奥行 40×高さ185 mm
台紙
：幅 124×高さ88 mm
材質
：ABS・透明樹脂シート
色
：黒マット（B）
・白パール（C）
注文個数：30 個〜
印刷部分：フレーム正面上部・下部

YB784B

YB784C

YB896
参考価格

¥1,540（税込）
本体
：幅 101×奥行 45×高さ96 mm
台紙
：幅 90×高さ54 mm
材質
：ABS
色
：黒マット（E）
・白パール（D）
注文個数：30 個〜
印刷部分：フレーム正面上部

YB896E

YB896D

◆ 価格は数量・納期・仕様内容をお受けしてお見積りします。 ◆ 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ◆ 商品写真は加工例です。
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◆ 寸法および画像の色柄は実際の商品とは多少異なる場合があります。

アクセサリーボックスオルゴール
18 弁オルゴールの天窓付き小型ボックスです。小物を収納することもできます。

YB908
参考価格

¥1,760（税込）
本体
：幅 132×奥行 72×高さ46 mm
材質
：ABS・透明アクリル
色
：アイボリー（A）
・黒（B）
注文個数：30 個〜
印刷部分：フタ透明部・正面楕円部

YB908A

YB908B

12 角形ケースオルゴール
18 弁オルゴールのムーブメントが見える小さな 12 角形のケースです。

YB685

YB686

参考価格

参考価格

本体
：幅 64×奥行 64×高さ43 mm
材質
：透明アクリル
色
：ブラウン
注文個数：30 個〜
印刷部分：ケース上面

本体
：幅 64×奥行 64×高さ43 mm
材質
：透明アクリル
色
：透明
注文個数：30 個〜
印刷部分：ケース上面

¥1,320（税込）

¥1,540（税込）

◆ 価格は数量・納期・仕様内容をお受けしてお見積りします。 ◆ 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ◆ 商品写真は加工例です。
◆ 寸法および画像の色柄は実際の商品とは多少異なる場合があります。
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オルゴール作成の流れ
お客様のご希望の曲、または校歌・園歌が入ったオルゴールは、注文から納品まで下記のような流れになっております。
当社にない曲でオルゴール

当社にある曲でオルゴール

作成をご希望の方

作成をご希望の方

【 価格 】
掲載商品の価格は、あくまで参考上代価格です。数量・納期・仕様
内容によりお見積りいたします。
ご希望数・ご予算に対応いたしますので、
まずはご相談ください。

【 オルゴールケースの決定 】

カタログ掲載商品より、ご希望の形状と個数を決定します。
（掲載されていない商品でもご相談に応じます）

【 納期 】
閑散期・繁忙期により異なりますが、編曲準備期間 約 1ヶ月を含め、
納期はおよそ2.5ヶ月 ~ 3ヶ月です。

【編曲用資料の準備】

オルゴールムーブメントは自社工場製造ですので、短納期の場合でも

音源（CD・音源データなど）
楽譜（編曲範囲を指定）
曲名、作詞・作曲者名

【 希望曲選択 】

ご相談の上、対応させていただきます。

曲目リストより選びます。

弊社既存曲をお選びいただく場合、約 1ヶ月早い対応が可能です。

「編曲用資料準備」
「編曲・ムーブメント型作成」

【 編曲・ムーブメント型作成 】

の必要はありません。

曲をオルゴール用に編集します。
曲の承認後、量産用ムーブメントの
型を作成します。
（作成は約 20日）

【 オルゴールケースの加工、その他対応 】
ご希望のマーク・文字の印刷やプレートの貼付など、オルゴールケースを
加工することができます。印刷版代、プレート代は内容により別途
お見積りいたします。版データ、原稿をご用意ください。
その他オリジナルアレンジ、ご支給写真の取り付けなどのご要望にも

【 量産開始 】

オルゴールムーブメントとケースの量産に入ります。
時期・数量・仕様により作業日数が異なります。

対応いたします。
掲載商品以外にも対応可能な商品はございますので、まずはお問い
合わせください。

【ご納品】

【ご納品】

ご注文から納品まで
およそ 2.5 ~3 ヶ月です。

ご注文から納品まで
およそ1.5 ~2 ヶ月です。

プレート加工例

新規曲のオルゴール編曲
曲をオルゴールにする場合、
オルゴール用の編曲が必要となります。 【 編曲に必要なもの 】

（次回も同曲でご注文の場合、編曲代はかかりません）

編曲範囲
（1回転の演奏時間）
ゼンマイを巻き上げて
からの総演奏時間
編曲代

●

18 弁

23 弁

およそ 12 ~15 秒

およそ 25~30 秒

およそ 3 分

¥61,600（税込）

およそ 4 分

¥114,400（税込）

音源（CD・音源データ等）

●

楽譜（編曲範囲を指定）

●

曲名、作詞・作曲者名

オルゴール編曲制約上、編曲範囲が短くなる場合もございます。
編曲後、データまたは試作オルゴールにて編曲内容をご確認して
いただきます。
オルゴール用編曲のため原曲とアレンジは異なりますので、あらかじめ
ご了承ください。
JASRAC・NEXTONE 管理曲については、弊社が著作権処理いたし
ます。
詳細についてはお問い合わせください。

[受付時間] 4 ~ 9月 9 : 00 ~17 : 30

10 ~ 3月 9 : 00 ~17 : 00

[ 休 館 日 ] 4月および、9月~ 3月15日の毎週月曜日
(但し祝日の場合は翌火曜日)
※ 展示替えのため休館となる場合があります。

カタログ記載内容 2021年9月現在

日本電産サンキョーオルゴール記念館

すわのね

〒393-8503 長野県諏訪郡下諏訪町5805
https://suwanone.jp/

