
GERALD CROWSON

Made in England

CATALOGUE

“French” model “English” model

“Vatelot” model

 Boxwood Rosewood Ebony
Ivory / Ebony / Bxwood / Rosewood

 Boxwood / Rosewood Ebony

Imported by MATSUO & CO.



“ Guarneri ” model Boxwood / Rosewood / Ebony

“ Ruggeri ” model Boxwood / Rosewood / Ebony

“ Strad I ” model Boxwood / Rosewood / Ebony

“ Strad II ” model Boxwood / Rosewood / Ebony

“ Flesch ” model Boxwood / Rosewood / Ebony

“ High Teka ” model Boxwood / Rosewood / Ebony

“ Low Teka ” model Boxwood / Rosewood / Ebony

“ Stuber ” model Boxwood / Rosewood / Ebony



CROWSON PRICE LIST  2013年12月 改訂

◆　トリミングセット（糸巻＋テイルピース＋エンドピン）　　◆ ◆　チンレスト　◆ ※チンレストスクリューのみの販売はございません。 New!

★French model model. 材 Violin Viola
Violin & Viola

Titanium clamp

材 飾り Violin Viola ¥74,800 ¥75,900 ¥103,400

¥126,500 ¥141,900 （￥68,000税抜き） （￥69,000税抜き） （￥94,000税抜き）

（￥115,000税抜き） （￥129,000税抜き） ¥61,600 ¥62,700 ¥92,400

¥185,900 ¥210,100 Guarneri　（ガルネリ） （￥56,000税抜き） （￥57,000税抜き） （￥84,000税抜き）

（￥169,000税抜き） （￥191,000税抜き） ¥70,400 ¥71,500 ¥99,000

¥151,800 ¥169,400 （￥64,000税抜き） （￥65,000税抜き） （￥90,000税抜き）

（￥138,000税抜き） （￥154,000税抜き） ¥61,600 ¥62,700 ¥92,400

¥211,200 ¥235,400 Strad （ストラド） （￥56,000税抜き） （￥57,000税抜き） （￥84,000税抜き）

（￥192,000税抜き） （￥214,000税抜き） ¥70,400 ¥71,500 ¥99,000

（￥64,000税抜き） （￥65,000税抜き） （￥90,000税抜き）

◆　トリミングセット（糸巻＋テイルピース＋エンドピン）　　◆ ¥61,600 ¥62,700 ¥92,400

★English model Ruggeri　（ルジェリ） （￥56,000税抜き） （￥57,000税抜き） （￥84,000税抜き）

材 飾り Violin Viola ¥70,400 ¥71,500 ¥99,000

¥137,500 ¥152,900 （￥64,000税抜き） （￥65,000税抜き） （￥90,000税抜き）

（￥125,000税抜き） （￥139,000税抜き） ¥61,600 ¥62,700 ¥92,400

¥196,900 ¥221,100 Flesch　（フレッシュ） （￥56,000税抜き） （￥57,000税抜き） （￥84,000税抜き）

（￥179,000税抜き） （￥201,000税抜き） ¥66,000 ¥67,100 ¥94,600

¥162,800 ¥180,400 （￥60,000税抜き） （￥61,000税抜き） （￥86,000税抜き）

（￥148,000税抜き） （￥164,000税抜き） ¥57,200 ¥58,300 ¥88,000

¥221,100 ¥247,500 Highteka （ハイテカ） （￥52,000税抜き） （￥53,000税抜き） （￥80,000税抜き）

（￥201,000税抜き） （￥225,000税抜き） ¥66,000 ¥67,100 ¥94,600

（￥60,000税抜き） （￥61,000税抜き） （￥86,000税抜き）

※糸巻・テイルピース・エンドピンの価格につきましては、裏面に記載してあります。 ¥57,200 ¥58,300 ¥88,000

※在庫のない商品に関しまして、2～3ヵ月かかる場合もございます。 Lowteka　（ロウテカ） （￥52,000税抜き） （￥53,000税抜き） （￥80,000税抜き）

　予めご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 ¥66,000 ¥67,100 ¥94,600

（￥60,000税抜き） （￥61,000税抜き） （￥86,000税抜き）

¥57,200 ¥58,300 ¥88,000

Stuber　（スチュバー） （￥52,000税抜き） （￥53,000税抜き） （￥80,000税抜き）
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MATSUO and CO.  Asahiseimei Bldg., 41-9 Sangenjaya 1-chome, Setagaya-ku, Tokyo 154-0024  Tel : 03-3410-1915  Fax : 03-3487-6558  E-mail : info@matsuo-tokyo.jp



CROWSON PRICE LIST  2013年12月 改訂

◆　糸巻（４本）　★French model　◆ ◆　テイルピース　French & English model　◆

材 飾り Violin Viola Cello 材 飾り Violin Viola Cello

¥66,000 ¥73,700 ¥101,200 ¥46,200 ¥53,900 ¥97,900

（￥60,000税抜き） （￥67,000税抜き） （￥92,000税抜き） （￥42,000税抜き） （￥49,000税抜き） （￥89,000税抜き）

¥110,000 ¥126,500 ¥176,000 ¥50,600 ¥58,300 ¥101,200

（￥100,000税抜き） （￥115,000税抜き） （￥160,000税抜き） （￥46,000税抜き） （￥53,000税抜き） （￥92,000税抜き）

¥80,300 ¥89,100 ¥118,800 ¥55,000 ¥63,800 ¥110,000

（￥73,000税抜き） （￥81,000税抜き） （￥108,000税抜き） （￥50,000税抜き） （￥58,000税抜き） （￥100,000税抜き）

¥124,300 ¥141,900 ¥195,800 ¥59,400 ¥66,000 ¥114,400

（￥113,000税抜き） （￥129,000税抜き） （￥178,000税抜き） （￥54,000税抜き） （￥60,000税抜き） （￥104,000税抜き）

◆　糸巻（４本）　★English model　◆ ◆　エンドピン　◆

材 飾り Violin Viola Cello 材 飾り

¥77,000 ¥84,700 ¥122,100

（￥70,000税抜き） （￥77,000税抜き） （￥111,000税抜き）

¥121,000 ¥137,500 ¥198,000

（￥110,000税抜き） （￥125,000税抜き） （￥180,000税抜き）

¥91,300 ¥100,100 ¥140,800

（￥83,000税抜き） （￥91,000税抜き） （￥128,000税抜き）

¥134,200 ¥154,000 ¥217,800

（￥122,000税抜き） （￥140,000税抜き） （￥198,000税抜き）

◆　糸巻（４本）　Vatelot model　◆ ※トリミングセット、チンレストの価格につきましては、裏面に記載してあります。

材 飾り Violin Viola Cello ※在庫のない商品に関しまして、2～3ヵ月かかる場合もございます。

¥39,600 ¥46,200 ¥73,700 　予めご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

（￥36,000税抜き） （￥42,000税抜き） （￥67,000税抜き）

¥52,800 ¥61,600 ¥92,400

（￥48,000税抜き） （￥56,000税抜き） （￥84,000税抜き）
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