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2021 年 4 月 1 日現在の在庫表です。 
ご注文時に数が不足している可能性もありますので、念の為、お電話にてご確認頂けますと幸いです。 
PRS JAPAN 設立にあたり、現在パーツやアクセサリーの供給が停止しております。 
次回納期未定ですので、予めご了承願います。 
メールフォームからのお問い合わせも承っております。（お見積りをご返信致します） 
https://www.buguitars.com/contact.html 
 

【保守部品 ナット】 

※適合機種不明の際はお問い合わせください。 
 PRS ナットはひとつ￥1,760-（税込） です。 

 修理用パーツのためバルク品となります 
 

• PRS ナット Regular (Standard) （残 2） 
※Pattern-Regular もこちらです 
 

• PRS ナット Wide-Thin OR Wide-Fat （納期未定） 
※Pattern, Pattern-Thin, Pattern-Vintage もこちらです 
 

• PRS ナット 513 用 ※Black （残 2） 
※2010 年頃までの同形状のナットがついた 513 用です 他機種には適合致しません 
 

• PRS ナット Bone （残 1） 
※Pattern Vintage ネックシェイプ用です 
 

• PRS ４弦ベース用ナット （絶版 販売終了） 
 

PRS ナットについては『当店 Blog 記事』を参照ください。 
 
●フレットは在庫切れです。（納期未定） 
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【保守用パーツ ／ 回路系】 

 
• PRS 純正 Volume Pot  （残 2） 3,960-(税込)  ※最初からハイパスが取り付けてあります。 

PRS 用 500K A  
• PRS 純正 Tone Pot  （残 2） ￥3,960-(税込) ※最初からトーンコンデンサが取り付けてあります。 

 
• PRS 純正 5way blade switch （5way ｾﾚｸﾀｰ/新 Custom24 用） （残 1） ￥8,740-（税込） 

 
• PRS 5way Rotary Switch -UP DATED- （残 2） ￥18,150-(税込) 

 
 

• 3way プッシュプルコンバージョンキット 
※5way ロータリースイッチ ⇒ 3way トグルスイッチへ変更したい場合はこれ！ 
 
★B.U.G. Original H.G. 3way conversion kit★ ￥12,390-(税込) 大好評！ 
遠方からのご依頼もとっても多いです！ ほぼ 100%が Version2 の組み込みです。 
工賃は穴加工、取り付け、その他細かいギターのセッティングまで全部コミコミで大満足の 7,000 円！ 
※その他関連ページ（自社サイト内リンク） 
 

• ★B.U.G. Original 5way Blade Switch 仕様 Coil Tap Modify★ パーツ代、工賃コミコミ税込￥7,000- 
大好評！ 
push/pull トーンポットを使用して各PU の単体タップ出力を追加します！元の 5 音色＋タップ 2 音色＝

計 7 音色になります。 
 

• ★オススメ★ FSE Custom Tone CAP トーン用コンデンサ ￥1,320-(税込) 
FSE 特注 SBE 社製 Orange Drop！ 
トーンに艶感、センシティブさ、もう一歩の表現力をお求めの方に是非！ 
（ ※0.02mf と、0.03mf、0.05mf（シングル用） あり。 
※関連ページ（自社 Blog 記事へのリンク） 
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【ペグ類】 

 
※PRS オリジナルロッキング、ローマスロッキング、PhaseII チューナーは廃番につき、 

次回の入荷はありません。適合についてはお問い合わせください。 
 
☆ニッケルと表記がありますが、クロームです。 
 

• PRS Low-mass Locking Tuner (Nickel) with エボニーノブ仕様 ￥28,350-(税込)  残 1set 
 

• PRS Low-mass Locking Tuner (Gold) with エボニーノブ仕様 ￥25,200-(税込)  残 1set 
袋パッケージぼろの為、特別価格になっております。 
 

• PRS PhaseII Locking Tuner (Nickel) with Ebony buttons ￥27,720-(税込) （ラス 1 !!） 
 

• PRS Phase II Locking Tuners 用 
• ※本家シャーラー製エボニーボタン Large サイズ ￥6,530-(税込) 残 2set 

 
在庫は常に変動していますので、お電話または問い合わせフォームにて 
ご確認宜しくお願い申し上げます。 

 
• PRS PhaseIII チューナー用エボニーボタン （6 ヶセット）（残 1）￥12,100-(税込) 
• PRS PhaseIII チューナー用 Faux Bone ボタン （6 ヶ セット）(残 1) ￥12,100-(税込) 
• PRS PhaseIII チューナー用 Perloid ボタン （6 ヶ セット）(残 1) ￥12,100-(税込) 

※Perloid ボタンのみミニタイプです 
 

•  PRS SE Locking Tuner Chrome Set (残 3) ￥11,770-(税込)  
 

• Gotoh MG-T Locking Tuner chrome for SE Models (お取り寄せ可能！) ￥9,870-(税込) 
 
 

【ブリッジパーツ】 

 
• PRS Brass Insert Stop tail piece （納期未定） ￥33,000-(税込) 

Paul's Guitar 搭載のブリッジがついに販売開始 ⇒ Blog 記事リンク 
 

• PRS アジャスタブル Stop tail piece （Gold） （残 1） ¥51,260-(税込) 
• PRS Stop tail piece Bridge Studs2 個セット (Nickel) （残 2） ￥7,260-(税込) 

 
• PRS Tremolo サドル (Nickel) (6pcs) （残 1） ￥11,880-(税込) ビス・スプリングもセットです。 
•  
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• PRS トレモロブリッジ Update Kit （残 1） ￥3,300-(税込) 
↑アームブッシュ・ビス・スプリング・サドル用イモネジのセットです 

 
イントネーション調整用のサドルビスやスプリング単体は保守用在庫がある時もございます。 

詳しくはお問い合わせください。 
 

 

【その他パーツ】 

 
• PRS トレモロアーム (USA) Nickel （残 3） ￥3,960-(税込) 
• PRS トレモロアーム (USA) Gold （納期未定） ￥4,400-(税込) 

 
• PRS SE / S2 用トレモロアーム Chrome （残 6） ￥1,100-(税込) 

 ※新タイプ アームキャップ黒付き 
 ※2015 年以降の新 CE のアームもこちらです 

 
• PRS バックプレート for Electronics Cavity （Nickel ＆ Gold ネジ） “いわゆるブーメラン” 

⇒ Custom22 24, CE22 24, McCarty, SinglecutTrem （残 1） ￥4,290-(税込) 
 

• PRS エスカッション（PU RING) 現行品 アイボリー Universal （残 3） ￥3,380-(税込) 
• PRS エスカッション（PU RING) 黒 for Stop tail （絶版 ラス 2 !!） ￥3,080-(税込) 
• PRS エスカッション（PU RING) クリーム for Tremolo （絶版 ラス 1 !!） ￥3,080-(税込) 

 
※エスカッションは 2 個 1 セット、Treble / Bass 用の区別はございません 

  新旧エスカッションの形状については『当店 Blog 記事』を参照ください 
 
 

• PRS ランプシェードノブ２ヶ Set クリアブラック （残 1） ￥3,380-(税込)  
 
 
 

以上 
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