
オルフェウス 30弁、50弁、72弁曲目 オリジナル印字対応のご案内

● 550円（税込）追加で下記定型フォームでのオリジナル印字が可能です。（一部商品対象外）
● 曲目ラベルの台紙の指定はできません。カタログに掲載している商品画像の台紙となります。
金色プレートのついている商品を紙ラベルには変更はできません。

● 文面は下記5パターン定型文からお選びください。
● 宛名、日付部はご指定頂いたものをこちらで印字致します。
ご注文時に宛名、日付のご指定をメールまたはFAXで送付ください。

● 宛名、日付などが不要の場合はその旨ご記入ください。（宛名のみ、日付のみの印字も可能です。）

● 曲目部はご注文頂いた曲名と作曲者名が印字されます。
● 字体の指定はできません。
● 　　　　　　ロゴマーク、装飾模様は変更できません。

詳細は各営業担当にお問い合わせください。

紙ラベル

定型文

宛名・日付

ご注文曲名と
作曲者名

ロゴマーク・
装飾模様

定型文①

Happy Birthday（誕生日）

定型文②

Happy Wedding（ご結婚）

定型文⑤

贈（贈呈）

定型文④

ありがとう（感謝、お礼）

ロゴマーク

装飾模様

定型文③

祝（お祝い）

EX247D/F/G/H、EX248D/F/G/H、EX263D/F/G/H、EX264D/F/G/H、EX265D/F/G/H、EX266D/F/G/H、EX196I

● 5,500円（税込）追加で下記定型フォームでのオリジナル印字が可能です。（一部商品対象外）
紙ラベル品の一部商品をオリジナル印字の金色プレートにすることができます。

● 曲目ラベルは以下のデザインになります。カタログに掲載している商品のうち、以下の品番は対象外です。

金色プレート

定型文①

Happy Birthday（誕生日）

定型文④

ありがとう（感謝、お礼）

定型文

宛名・日付

ご注文曲名と
作曲者名

ロゴマーク・
装飾模様

定型文②

Happy Wedding（ご結婚）

定型文⑤

贈（贈呈）

定型文③

祝（お祝い）

【定型文以外の印字について】
印字内容により別途お見積りさせて頂きますので、
弊社営業担当までお問い合わせください。
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【定型文以外の印字について】
印字内容により別途お見積りさせて頂きますので、
弊社営業担当までお問い合わせください。

曲目は、各弁数ごとの曲目リストからお好きな曲をお選びいただくことができます。
別途、オリジナル編曲も可能です。

日本電産サンキョー

お好みのボックスにお好きな曲を入れて、1台からご注文をいただくことができます

カスタムオーダーオルゴール



DS802S DS802S-W（ウォールナット）

80 弁×２オルフェウス
ディスクオルゴール

80 弁×2 オルフェウスの卓上型タイプ。 
繊細な音色がプライベート空間を癒しの空間へと誘います。

DS804S （本体）
W710×D565×H300mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブラウン、
  ツヤ消し
曲目：演奏ディスク10枚
 お好きな曲を選択
¥3,718,000（税込）

MD803 （テーブル）
W810×D650×H750mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブラウン、
 ツヤ消し
¥412,500（税込）

オプション機能

●カレンダータイマー機能
設定した日時に1回転演奏。

●自動インターバル機能
15分/30分/60分おきに
1回転演奏。

各種110,000円（税込）

卓上ディスクオルゴール

19 世紀ヨーロッパに華麗な音色を奏でる自動演奏機 ＝ オルゴールが一世を風靡しました。

そして時を越え、今もなお透き通る美しい音色を心に響かせ続けるのが、オルフェウス。

クラシックから日本の名曲まで、その幅広いジャンルと豊富な曲目は、

聞く人を至高のくつろぎへと誘います。

オルフェウスは日本電産サンキョー株式会社の登録商標です

オルゴールの音源は櫛歯状に作られた弁です。
弁はスターホイールを介してディスクの裏面に作られた突起で弾かれます。
この突起が順序よく弁を弾くことによりメロディアスな曲を奏でることができます。
突起の並びの変化により様々な曲を奏でる事ができますのでディスク盤を交換して色々な曲を楽しめます。
ディスク盤は「クラシック」はもちろん、「日本の曲」や 「現代の曲」も取り揃えています。
指定曲・オリジナル曲を編曲することもできますのでご相談ください。

DS802S
W790×D573×H1773mm
材質：かばざくら
仕上げ：ブラウン、半ツヤ
曲目：演奏ディスク10枚 お好きな曲を選択
¥5,225,000（税込）

DS802S-W （ウォールナット）
W790×D573×H1773mm
材質：ウォールナット
仕上げ：ブラウン、半ツヤ
曲目：演奏ディスク10枚 お好きな曲を選択
¥5,335,000（税込）

オプション機能

●カレンダータイマー機能
設定した日時に1回転演奏。

●コインオペレート演奏機能
使用コインに関してはお問い合わせください。

●自動インターバル機能
15分/30分/60分おきに1回転演奏。

各種110,000円（税込）
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45 弁オルフェウス 50 弁×２オルフェウス
卓上ディスクオルゴール Concerto100

ひとつの動力（ゼンマイ）で 2 つの 50 弁オルゴールのシリンダーを同時に動かす世界初の機構で、
ピアニストが奏でるクラシックの名曲をオルゴールで再現することを可能にしました。
左右各 50 弁の振動板が奏でるすばらしい協奏曲をお楽しみください。

EX511U
W413×D195×H120mm
材質：マホガニー
¥528,000（税込）

今までの 45 弁ディスクオルゴールの
価格の常識を破ったオルゴール。
聴きたい曲をいつでも気楽に楽しめ、
身近に置いておきたくなるディスクオルゴールです。
シンプルデザイン、簡単操作で
気楽にお楽みいただけます。

駆動：モーター駆動／電源：ＡＣ100Ｖ／消費電力：約4W／
付属品：演奏ディスク5枚（お好きな曲を選べます）、
 100V ACアダプター、説明書／
※別売りディスク1枚13,750円（税抜価格¥12,500）
※送料等に関しては、別途お問い合わせください。

DS401 A/B
W450×D350×H265mm
材質：アルダー突板
仕上げ：ブラウン、半ツヤ（A）
 ナチュラル、半ツヤ（B）
曲目：演奏ディスク5枚
 お好きな曲を選択
¥385,000（税込）

DS401A（ブラウン） DS401B（ナチュラル）
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72 弁オルフェウス 50 弁オルフェウス
イタリア製象嵌ボックス

Standard Selection

イタリア製象嵌ボックス

EX313 J/K
W363×D197×H91mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ有り
¥155,650（税込）

EX307 J/K
W270×D140×H80mm
材質：マホガニー
仕上げ：ブラウン、半ツヤ
¥101,200（税込）

EX243 D/F/G/H
W323×D184×H91mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブルー、ツヤ有り
¥118,910（税込）EX308 J/K

W270×D140×H80mm
材質：マホガニー
仕上げ：ワインレッド、半ツヤ
¥101,200（税込）

EX244 D/F/G/H
W323×D184×H91mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ消し
¥118,910（税込）

EX242 D/F/G/H
W323×D184×H91mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ピンク、ツヤ有り
¥118,910（税込）

EX241 D/F/G/H
W323×D184×H91mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ有り
¥118,910（税込）

オルフェウスの定番ラインナップの一つ、イタリア象嵌オルゴール。
象嵌（ぞうがん）とは工芸品の装飾技法のひとつで、
地の素材となる木材に彫刻し、そこに別の木材をはめ込み、
美しい絵や模様を表現します。

ジュエリーや時計などを収納できる上質なオルゴールボックス。

オルゴールを楽しむシンプルなタイプのオルゴール。

音を奏でる「弁」（振動板・櫛歯）が多い
ほど音域が広がり豊かな
演奏をすることができます。

「弁」をはじく振動板・櫛歯は、
国内の職人が 1 台 1 台手作業で
調律をしています。

EX363 J/K
W280×D140×H85mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブラウン、ツヤ有り 
¥116,380（税込）

EX245 D/F/G/H
W230×D148×H83mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ピンク、ツヤ有り 
¥99,990（税込）

EX217 D/F/G/H
W262×D170×H78mm
材質：MDF
仕上げ：イタリア象嵌、ブルー、ツヤ有り 
¥220,000（税込）

EX218 D/F/G/H
W262×D170×H78mm
材質：MDF
仕上げ：イタリア象嵌、ワインレッド、ツヤ有り 
¥220,000（税込）

EX364 J/K
W280×D140×H85mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ピンク、ツヤ有り
¥116,380（税込）

EX246 D/F/G/H
W230×D148×H83mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ有り
¥99,990（税込）

EX385 J/K
W250×D135×H80mm
材質：ウォールナット
仕上げ：エンジ、半ツヤ
¥107,580（税込）

日本電産サンキョー株式会社 6 日本電産サンキョー株式会社 7



72 弁オルフェウス 50 弁オルフェウス
イタリア製象嵌ボックス

Standard Selection

イタリア製象嵌ボックス

EX313 J/K
W363×D197×H91mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ有り
¥155,650（税込）

EX307 J/K
W270×D140×H80mm
材質：マホガニー
仕上げ：ブラウン、半ツヤ
¥101,200（税込）

EX243 D/F/G/H
W323×D184×H91mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブルー、ツヤ有り
¥118,910（税込）EX308 J/K

W270×D140×H80mm
材質：マホガニー
仕上げ：ワインレッド、半ツヤ
¥101,200（税込）

EX244 D/F/G/H
W323×D184×H91mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ消し
¥118,910（税込）

EX242 D/F/G/H
W323×D184×H91mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ピンク、ツヤ有り
¥118,910（税込）

EX241 D/F/G/H
W323×D184×H91mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ有り
¥118,910（税込）

オルフェウスの定番ラインナップの一つ、イタリア象嵌オルゴール。
象嵌（ぞうがん）とは工芸品の装飾技法のひとつで、
地の素材となる木材に彫刻し、そこに別の木材をはめ込み、
美しい絵や模様を表現します。

ジュエリーや時計などを収納できる上質なオルゴールボックス。

オルゴールを楽しむシンプルなタイプのオルゴール。

音を奏でる「弁」（振動板・櫛歯）が多い
ほど音域が広がり豊かな
演奏をすることができます。

「弁」をはじく振動板・櫛歯は、
国内の職人が 1 台 1 台手作業で
調律をしています。

EX363 J/K
W280×D140×H85mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブラウン、ツヤ有り 
¥116,380（税込）

EX245 D/F/G/H
W230×D148×H83mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ピンク、ツヤ有り 
¥99,990（税込）

EX217 D/F/G/H
W262×D170×H78mm
材質：MDF
仕上げ：イタリア象嵌、ブルー、ツヤ有り 
¥220,000（税込）

EX218 D/F/G/H
W262×D170×H78mm
材質：MDF
仕上げ：イタリア象嵌、ワインレッド、ツヤ有り 
¥220,000（税込）

EX364 J/K
W280×D140×H85mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ピンク、ツヤ有り
¥116,380（税込）

EX246 D/F/G/H
W230×D148×H83mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ有り
¥99,990（税込）

EX385 J/K
W250×D135×H80mm
材質：ウォールナット
仕上げ：エンジ、半ツヤ
¥107,580（税込）

日本電産サンキョー株式会社 6 日本電産サンキョー株式会社 7



30 弁オルフェウス
イタリア製象嵌ボックス

オルゴールが組み込まれたピアノ型の象嵌ボックス。

EX199I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ワインレッド、ツヤ有り
¥60,720（税込）

伝統的な楽器柄の象嵌ボックス。

50 弁オルフェウス
Standard Selection

EX196I
W160×D206×H96mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ有り
¥67,100（税込）

EX207 D/F/G/H
W230×D140×H80mm
材質：マホガニー
仕上げ：ブラウン、半ツヤ
¥87,120（税込）

EX208 D/F/G/H
W230×D140×H80mm
材質：マホガニー
仕上げ：ワインレッド、半ツヤ
¥87,120（税込）

EX238 D/F/G/H
W210×D124×H80mm
材質：ウォールナット
仕上げ：ブラウン、半ツヤ
¥93,610（税込）

EX278 D/F/G/H
W230×D140×H85mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブルー、ツヤ有り
¥92,400（税込）

EX277 D/F/G/H
W230×D140×H85mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブラウン、ツヤ有り
¥92,400（税込）

EX195I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ピンク、ツヤ有り
¥60,720（税込）

EX194I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、レッド、ツヤ有り
¥60,720（税込）

EX197I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ローズピンク、ツヤ有り
¥60,720（税込）

EX193I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブルー、ツヤ有り
¥60,720（税込）

EX192I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ピンク、ツヤ有り
¥60,720（税込）

EX191I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ有り
¥60,720（税込）

花をモチーフにした可憐な象嵌ボックス。

日本電産サンキョー株式会社 8 日本電産サンキョー株式会社 9



30 弁オルフェウス
イタリア製象嵌ボックス

オルゴールが組み込まれたピアノ型の象嵌ボックス。

EX199I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ワインレッド、ツヤ有り
¥60,720（税込）

伝統的な楽器柄の象嵌ボックス。

50 弁オルフェウス
Standard Selection

EX196I
W160×D206×H96mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ有り
¥67,100（税込）

EX207 D/F/G/H
W230×D140×H80mm
材質：マホガニー
仕上げ：ブラウン、半ツヤ
¥87,120（税込）

EX208 D/F/G/H
W230×D140×H80mm
材質：マホガニー
仕上げ：ワインレッド、半ツヤ
¥87,120（税込）

EX238 D/F/G/H
W210×D124×H80mm
材質：ウォールナット
仕上げ：ブラウン、半ツヤ
¥93,610（税込）

EX278 D/F/G/H
W230×D140×H85mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブルー、ツヤ有り
¥92,400（税込）

EX277 D/F/G/H
W230×D140×H85mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブラウン、ツヤ有り
¥92,400（税込）

EX195I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ピンク、ツヤ有り
¥60,720（税込）

EX194I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、レッド、ツヤ有り
¥60,720（税込）

EX197I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ローズピンク、ツヤ有り
¥60,720（税込）

EX193I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブルー、ツヤ有り
¥60,720（税込）

EX192I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ピンク、ツヤ有り
¥60,720（税込）

EX191I
W205×D137×H72mm
材質：MDF
仕上げ：象嵌、ブラウン、ツヤ有り
¥60,720（税込）

花をモチーフにした可憐な象嵌ボックス。
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30 弁オルフェウス
Standard Selection

EX189I
W200×D130×H70mm
材質：MDF／仕上げ：象嵌、ツヤ有り
デザイン：モノトーン
¥101,200（税込）

EX190I
W200×D130×H70mm
材質：MDF／仕上げ：象嵌、ツヤ有り
デザイン：格子
¥101,200（税込）

イタリア製象嵌ボックス

エルコラーノ社と日本電産サンキョーのコラボレーションで生まれたイタリアンモダンカラーが新鮮なオルゴールです。
歴史ある象嵌細工が施されたシンプルなデザインながらもエレガントな造形が暮らしを美しく彩ります。

Italian Modern

EX268 D/F/G/H
W215×D127×H82mm
材質：MDF／仕上げ：象嵌、ツヤ有り
デザイン：カラフルレイ 
¥189,750（税込）

EX188I
W200×D130×H70mm
材質：MDF／仕上げ：象嵌、ツヤ有り
デザイン：カラフル
¥101,200（税込）

30弁オルフェウス 30弁オルフェウス

50弁オルフェウス 30弁オルフェウス

EX163I
W195×D132×H60mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブラウン、ツヤ有り
¥50,600（税込）

EX164I
W195×D132×H60mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブルー、ツヤ有り
¥50,600（税込）

EX156I
W172×D105×H70mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブルー、ツヤ有り  
¥44,330（税込）

EX157I
W172×D105×H70mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブラウン、ツヤ有り
¥44,330（税込）

EX160I
W172×D105×H70mm
材質：MDF
仕上げ：突板、ブルー、ツヤ有り 
¥44,330（税込）

EX134I
W161×D116×H59mm
材質：ウォールナット
仕上げ：ブラウン、半ツヤ
¥39,270（税込）
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オルフェウス 30弁、50弁、72弁曲目 オリジナル印字対応のご案内

● 550円（税込）追加で下記定型フォームでのオリジナル印字が可能です。（一部商品対象外）
● 曲目ラベルの台紙の指定はできません。カタログに掲載している商品画像の台紙となります。
金色プレートのついている商品を紙ラベルには変更はできません。

● 文面は下記5パターン定型文からお選びください。
● 宛名、日付部はご指定頂いたものをこちらで印字致します。
ご注文時に宛名、日付のご指定をメールまたはFAXで送付ください。

● 宛名、日付などが不要の場合はその旨ご記入ください。（宛名のみ、日付のみの印字も可能です。）

● 曲目部はご注文頂いた曲名と作曲者名が印字されます。
● 字体の指定はできません。
● 　　　　　　ロゴマーク、装飾模様は変更できません。

詳細は各営業担当にお問い合わせください。

紙ラベル

定型文

宛名・日付

ご注文曲名と
作曲者名

ロゴマーク・
装飾模様

定型文①

Happy Birthday（誕生日）

定型文②

Happy Wedding（ご結婚）

定型文⑤

贈（贈呈）

定型文④

ありがとう（感謝、お礼）

ロゴマーク

装飾模様

定型文③

祝（お祝い）

EX247D/F/G/H、EX248D/F/G/H、EX263D/F/G/H、EX264D/F/G/H、EX265D/F/G/H、EX266D/F/G/H、EX196I

● 5,500円（税込）追加で下記定型フォームでのオリジナル印字が可能です。（一部商品対象外）
紙ラベル品の一部商品をオリジナル印字の金色プレートにすることができます。

● 曲目ラベルは以下のデザインになります。カタログに掲載している商品のうち、以下の品番は対象外です。

金色プレート

定型文①

Happy Birthday（誕生日）

定型文④

ありがとう（感謝、お礼）

定型文

宛名・日付

ご注文曲名と
作曲者名

ロゴマーク・
装飾模様

定型文②

Happy Wedding（ご結婚）

定型文⑤

贈（贈呈）

定型文③

祝（お祝い）

【定型文以外の印字について】
印字内容により別途お見積りさせて頂きますので、
弊社営業担当までお問い合わせください。
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【定型文以外の印字について】
印字内容により別途お見積りさせて頂きますので、
弊社営業担当までお問い合わせください。

曲目は、各弁数ごとの曲目リストからお好きな曲をお選びいただくことができます。
別途、オリジナル編曲も可能です。

日本電産サンキョー

お好みのボックスにお好きな曲を入れて、1台からご注文をいただくことができます

カスタムオーダーオルゴール


