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建材に使用される優れた調湿材を応用し、
ピアノ用に新しく開発した湿度調節パネル。
湿度の高い環境では湿気を吸収し、
反対に過乾燥の状態では湿気を放出して、
湿度を一定に保とうとする素材です。
また、劣化しにくいため、
末永くお使いいただけます。

No.87

ご注文番号 2166 0011

¥41,800(税込)

湿度ピタット グランドピアノ用

●Sタイプ（C2クラスまで）　
●Mタイプ（C3クラス以上）

人体に有害な
化学物質を含まない！
人体に有害な
化学物質を含まない！

ニオイがしない
無臭タイプ！
ニオイがしない
無臭タイプ！

防虫・防錆効果
アップ！
防虫・防錆効果
アップ！

あらゆる金属に
効果あり！
あらゆる金属に
効果あり！

（有効期間は、ご使用条件によって異なります。）

羊毛とポリエステルを
混紡した調湿材
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イメージ図

植物精油を
主成分とした
自然派防虫剤です。

植物精油を
主成分とした
自然派防虫剤です。

強～い
味方です!

湿
害
から

大切なピアノを守
る

チラシ有効期間
2022年7月30日（土）まで

このマークが付いている商品につきましては、
別途送料がかかります。
発送地域や条件により送料が異なりますので、
ご注文の際はお問い合せください。

商品到着後、必ず中身をご確認ください。
万一、配送途中の事故などで商品が破損・汚損した場合は、お取り替え致します。
ただし、一度ご使用になられた商品の返品・交換はご容赦ください。
いずれの場合も、商品到着後２週間以内にお取扱店までご連絡ください。

商品の確認･返品・お取り替えについて
■お取扱店

Q： どうしてシリカゲルA型
とシリカゲルB型の混
合が良いの？

A： 調 整機能（吸脱着）
のあるシリカゲルB型を
低湿度領域の吸収に
優れたシリカゲルA型で
補います。

Q： 乾燥剤は下前パネルの
内側に、防虫・防錆剤
は上の方に吊るすのは
なぜ？

A： シリカゲルB型の有害
ガスを吸着する性質が、
防虫・防錆の効果を 
吸ってしまう可能性があり、
別々で置きます。

食品添加物にも認可されて
いるシリカゲルA型B型を
適度にブレンドした安全な
乾燥剤です。

ピアノを湿害から守る新素材「湿度ピタット」を採用。
中空ポリエステルと厳選された羊毛を独自の製法で
形成した新素材は多湿時に吸湿し、
乾燥時には内部の湿気を放出し、調湿機能を発揮します。

湿度ピタット フロア用
●サイズ：奥行250×幅600×厚み45mm　
●2枚1セット

ご注文番号 2161 0111

¥1,650(税込)
●24P

キーパーZ
〈NET.500g〉 ご注文番号 2162 0511

¥1,320(税込)
●15ml×2個入
　有効期間 6ヵ月～1ヵ年

キーパーSV
（無臭タイプ）

ご注文番号 2162 0221

¥2,200(税込)
●30ml×2個入
　有効期間 8ヵ月～1ヵ年

キーパーSC
（無臭タイプ）

ご注文番号 2162 0411

¥1,320(税込)
●20ml×2個入
　有効期間 6ヵ月～1ヵ年

キーパーSS
（森の香）

ご注文番号 2161 0211

¥1,430(税込)
●30P

モイストール
〈NET.350g〉

ダンプチェイサー（除湿器）

加湿器
セット皆さんの地域の気候に

最適なシステムを
選択して下さい

床への反響音を防ぐと共に、湿度調整もできます。 湿度調節+防音効果

湿度の変化は、こんなにもピアノの調子を狂わせます !
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常に適温を保つ 
ダンプチェイサーなら 

一年中安心です。
・鍵盤の不安定
・響板われ
・ルーズピン

・音程のくるい
・鍵盤スティック
・アクションの不安定
・サビ

湿度
季節

適正湿度

低湿度

高湿度

除湿器並びに湿度調節器を設定していない
ピア
ノは
冬も
、夏
も、
ピア
ノは
不適
当で
さま
ざまな

環境にさらされています。 ●ピアノ内部の温度を部屋の温度より２～３度高くし、空気を乾燥させ除湿します。
●ダンプチェイサーは木部に近い箇所に設置しますが、ヒーター本体の熱では発火点に
至りませんので、火災などの心配はありません。
●自動調節器を取り付けることにより、湿度が約５０％以上になるとスイッチが自動的に
入り、約４８％（相対湿度）になるとスイッチが切れ、とても経済的です。
●湿度調節されたピアノ内部は、鍵盤スティックやサビ・カビを防止します。
●1年中、ピアノは適正温度・湿度で守られます。

除湿器 ●φ2×120～150cm　●UP・GP兼用　●PSE対応
調節器 ●11×5.5×3.3cm　（除湿器専用）
加湿器 ●W36×D10×H15cm　（加湿器専用調節器付き）

★ご注文の際、電力（Ｗ）をご指定ください。（25W or 15W）

2163 0111
2163 0211
2163 0110
2163 0210
2163 0311
2163 0710

除湿器25Ｗ
除湿器15Ｗ

自動調節器セット25Ｗ
自動調節器セット15Ｗ

自動調節器
加湿器セット

¥12,100
¥12,100
¥28,600
¥28,600
¥16,500
¥44,000

ご注文番号 品　名 標準価格（税込）

2166 1021
2166 1022
2166 1023

カバーなし
カバー付/白
カバー付/黒

¥5,500
¥8,800
¥8,800

ご注文番号 品　名 標準価格（税込）

ダンプチェイサー（ピアノ内部環境制御システム）

安心の5年間保証付

高湿度から守ります
除湿器＋調節器

全コンディションから守ります
除湿器＋調節器＋加湿器

部分的システム コンプリートシステム MADE IN USA　世界50カ国で愛用されているダンプチェイサー

使用例図

特
　
長

1.電気を使わず湿度調整ができます。
2.ピアノ底面から出る音を軽減し床への反響を抑えます。
3.床から時間差で届く反響音が抑えられます。

リーズナブルなカバーなしタイプ、お部屋に馴染むカバー付/白、
ピアノに馴染むカバー付/黒の3タイプご用意しております。

湿度ピタットフロア用（カバーなし）の使用例

●カバーなし　●カバー付/白
●カバー付/黒

主成分

S100ml M200ml※ キーフレッシュ
抗菌剤入

ご注文番号 2172 0331

¥605(税込)
●鍵盤専用クリーナー
●内容量100ml　●24P

イトーシンオリジナル
ピアノスピーディークロス
ご注文番号 2173 0151

¥550(税込)
●素材 ポリエステル：約70％
　　　 ナイロン：約30％
●40×40cm

内容量
100ml
200ml

¥440
¥770

標準価格（税込）
クリーンエース
ご注文番号
2172 0121
2172 0122

抗菌剤
G2TAMα
プラス配合

特殊加工繊維マイクロファイバーにより、
今まで拭き取りが困難だった汚れも
除去することが出来るクロスです。

シリコンクロス

●シリコン加工済　●45×43cm

2173 0111
2173 0112
2173 0113

¥462

ご注文番号 標準価格（税込）
イエロー
ピンク
ブルー

色

大事なピアノ守ります！！
GPフロントフレームカバー（C1～C5用）

●133×36cm　
●ブラック

ご注文番号 2185 1131

¥8,800(税込)

レギュラータイプ
（粘着式）

スクールタイプ
（ネジ止め式）

鍵盤蓋開閉補助具
フィンガード

●鉄製・ローラー部ウレタン樹脂　●UP専用　●Ｗ47×Ｄ108×Ｈ22～84mm　
●特許第3470059号　※一部取付不可のピアノがあります。

¥7,920(税込)
ご注文番号 2185 2213

2185 2212
レギュラータイプ
スクールタイプ

グランドピアノ用移動機

アクションを守ります。特にホコリやレッスン中に出た消しゴムのカスなどは
アクションの金属部分が錆びる原因になります。

●艶出し用ワックス　●24P
※200mlのみ化粧箱入

●UP専用　●クランプ式　
●プラスチック製　●21×13×5cm　
●米国製

安全のためにピアノ教室など
お子様の使用するピアノには
ぜひお取り付けください。

※ピアノの構造上、一部お取り付けできない機種があります。

※象牙や人工象牙にはお使いいただけません。

ピアノロック
ご注文番号 2190 0121

¥19,800(税込)

グランドピアノ移動機
横綱さん〈サイドセットアップ〉

ご注文番号 2268 0411

¥605,000(税込)

グランドピアノ移動機
大関さん〈フロントセットアップ〉

ご注文番号 2268 0441 

¥495,000(税込)
●W1550×D850×H1160～1280mm
●重量：110kg　●耐荷重：1000kg（約）
●ハンドバー式油圧ジャッキ
※一部対応できない機種があります。
　お問い合わせください。

●対応キャスター：φ70×Ｗ110mm以内　
●1台3輪
●330×310×75mm／輪　
●重量3.8kg／輪
●車輪ストッパー付　
※上記対応キャスターサイズより
　大きい場合取付不可

グランドピアノ専用
ピアノ補助キャスター
ダブルモデル
ご注文番号 2190 0116

¥66,000(税込)

日本製

●Ｗ1260×D1000×H600～1340mm
●重量：141kg　●耐荷重：800kg（約）
●フット式油圧ジャッキ　　
※一部対応できない機種があります。
　お問い合わせください。

●対応キャスター：φ70×Ｗ110mm以内
●1台3輪
●340×315×68mm／輪　
●重量1.8kg／輪
●車輪ストッパー付　
※上記対応キャスターサイズより
　大きい場合取付不可

グランドピアノ専用
ピアノ補助キャスター
シングルモデル
ご注文番号 2190 0114

¥47,300(税込)

日本製

・ ホテル・学校・イベントホール
 などにおすすめです！
・ 補助キャスターをセットしたまま、
 ピアノ演奏が可能です。
・ 車輪はウレタン製ですので、
 床にキズを付ける心配は
 ありません。

ホワイト イエロー

ピンク

ブルーシンプルなデザイン、大きな表示。簡単操作。
置・掛兼用
おうちルーム
デジタルmidi
温湿度計
ご注文番号 2165 0150

¥1,980(税込)

●カラー：ホワイト・イエロー・
　　　　ピンク・ブルー
●サイズ：約90×85×20mm　
●質量：約100g
●材質：ABS樹脂・PC樹脂
●電源：単4形電池×1　
●製造:中国製

〔特徴〕
●温度・湿度を同時に計測
●最高温度、最低温度を記憶
●見やすい大型液晶画面
●フェイスアイコンで快適・不快を表示
●卓上・壁掛け（背面マグネット）兼用

〔仕様〕
●使用範囲　温度：0～50 C゚　
　　　　　　湿度：20～90%RH
●精度　温度：±1 C゚（0～40 C゚）、
　　　　　　 ±2 C゚（左記以外）
　　　　湿度：±5%（40～70%RH 常温）、
　　　　　　  ±7%RH（左記以外）

環境と人体に優しい安全な防虫・防錆剤です。

■発 売 元

サポートグッズ

メンテナンスグッズ

乾燥剤

除湿・加湿

湿度調整パネル

温湿度計

防虫・防錆剤

Piano Accessorie Goods ピアノ
アクセサリーグッズ

梅雨対策のおすすめ
グッズ
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防音対策商品 ピアノ椅子

ピアノカバー

補助ペダル

メトロノーム地震対策商品

設置例

ピアノ消音ユニット
Premium V2

●取付料別途

2511 0412
2511 0414

¥187,000
¥308,000

ご注文番号 標準価格（税込）
アップライトピアノ
グランドピアノ

規格

金華山織 PFT
ご注文番号 2122 1051

¥11,000(税込) ●レーヨン100％

キーカバー
〈エンジ〉

ご注文番号 2175 0111

¥770(税込) ●ウール・他　●15×125cm

ご注文番号 2122 5001

¥5,500(税込)

柄織
ご注文番号 2121 1021

¥2,200(税込) ●ポリエステル100%

レースL-200Ⅱ

ピアノ消音ユニット
Classic V2

●取付料別途

2511 0411
2511 0413

¥154,000
¥275,000

ご注文番号 標準価格（税込）
アップライトピアノ
グランドピアノ

規格

音源

鍵盤センサー
タッチ感度
鍵盤感度調整

ペダル機能

最大同時発音数
コントローラーサイズ

ピッチコントロール

デモ演奏
録音再生
ディスプレイ
音色数

超薄型非接触光センサー 
５段階調整 

鍵盤毎　個別調整可能 

128 音 
Ｗ１２１×Ｈ２６×Ｄ６７ｍｍ 

Ｃｌａｓｓｉｃ V2 Premium V2

―

―
―

液晶ディスプレイ
10

80 曲
4トラック（約 40,000 音）
128×64 LCD ディスプレイ
Pre set 17 ／ User set 16

フランス DREAM社製 SＡＭ 9708
（ピアノ１はイタリア ファツオリピアノ サンプリング）

ダンパーペダル、ソフトペダル
（グランドピアノは、ソステヌート対応） 

標準 440Hz
（438～ 445Hz　可変）

※詳しい内容については
　イトーシンホームページ「ピアノ消音ユニット」
　のページをご覧ください。

ニッコーメトロノーム
スタンダード
ご注文番号 2141 1030

¥5,500(税込)
●カラー： パールピンク・アイボリー・パールイエロー・
 パールブルー・ブラック・ブリリアントレッド
●サイズ：11×11.7×20.7cm　●プラスチック製
●テンポ回数：40～208回／分　●2. 3. 4. 6拍子ベル付

セイコーメトロノーム
SPM320
ご注文番号 2142 1060

¥5,500(税込)
●カラー： ノアールブラック・スカイブルー・
 ピュアホワイト・チェリーピンク・
 ライムグリーン・ラベンダーパープル・
 パステルイエロー
●サイズ：11.4×20.2×11.9cm
●プラスチック製　
●テンポ：40～208回／分
●ビート：0. 2. 3. 4. 6

セイコーメトロノーム
SPM400
ご注文番号 2142 1140

¥5,830(税込)
●カラー：チェリーピンク・ホワイト・スカイブルー・ブラック
●サイズ：8.7×20.1×11cm　
●テンポ：40～208回／分（39ステップ固定）
●ビート：0. 2. 3. 4. 6

ニッコーメトロノーム
スタンダード light
（拍子ベル無し）
ご注文番号 2141 1140

¥4,400(税込)
●カラー： アイボリー・パールピンク・ラベンダー・アクアマリン
●サイズ：11×11.7×20.7cm　
●プラスチック製　●テンポ範囲：40～208回／分

ニッコーメトロノーム
スタンダード plus
ご注文番号 2141 1110

¥5,500(税込)
●カラー： フレッシュグリーン・ラベンダー・アクアマリン
●サイズ：11×11.7×20.7cm　●プラスチック製　
●テンポ範囲：40～208回／分　●2. 3. 4. 6拍子ベル付

ピアノ補助ペダル
M-60
ご注文番号 2181 1011

¥64,900(税込)
●UP・GP兼用　
●無段階ネジ式上下（片ハンドル）
●W37×D33.5×H13.5～26cm（約）
●重量：6.4kg（約）　
●演奏可能範囲：H17～26cm

独自のメカニズムが
ロングセラーの秘密！

落下防止、持ち手付きで運びやすい振り子メトロノーム

●塩ビレザー張り6つボタン止め
●無段階ネジ式上下・両ハンドル
●W60×D34×H47～56cm　●木製脚　●日本製

ご注文番号 2131 3391

¥22,000(税込)

新高低椅子 
DX-40S（ブラック）

●塩ビレザー張り4つボタン止め
●無段階ネジ式上下・両ハンドル
●W55×D34×H46～54cm　●木製脚　●日本製

ご注文番号 2131 3161

¥19,800(税込)

新高低椅子 
WX-21（ブラック）

世界最高水準の安定性・耐久性、そして使いやすく
油圧式なので、上下ストップ位置にあそびがなく安定しており、
キシミ音もないので、コンサートなどのハード演奏や
長時間の演奏に最適です。

●塩ビレザー張り　
●無段階油圧式・両レバー　●ハイドリック（油圧）　
●W65×D32×H46～55cm　●13kg　●韓国製

ご注文番号 2131 1151

¥71,500(税込)

油圧椅子 コンサート用
Hydraulic（ブラック艶消し） 

●黒塩ビレザー張り
●ラック式上下
●W40×D46×H88cm
●木製脚
●重量/約10.5kg

ご注文番号 2131 5321

¥38,500(税込)

高低自在椅子
No.5

●エンジ塩ビレザー張り
●ラック式上下
●脚底フェルト（4枚同梱包）
●W38×D41.5×H90cm
●木製脚
●重量/約8.5kg

ご注文番号 2131 5051

¥44,000(税込)

高低自在椅子
No.5

●高性能遮音材サンダム使用　
●ピアノ床面の音響透過損失：約15dB
●ジュータン部素材:
　アクリル40％／アクリル系繊維30%／ポリエステル30％
●防炎・防ダニ・抗菌・静電加工　
●Ｗ160×Ｄ60cm（約）

防音絨毯
ご注文番号 2153 1601

アップライトピアノ専用 

¥30,800(税込)

ピアノの背面・キャスター部に
器具を取り付ける
１連式転倒防止装置です。

和室・洋室どちらでも
取付け可能な耐震装置

アップライトピアノ専用
ニューキャストップ敷板セット
ご注文番号 2153 1211

¥28,600(税込)

●木製
●一般家庭和・洋室兼用
●15×64cm（1枚）
※ピアノの構造上、
　一部お使い頂けない機種があります。

アップライトピアノ専用
ニュースーパーインシュ
ご注文番号 2151 3111

¥28,600(税込)
●特殊ゴム　
●一般家庭洋室専用
●特殊アクリル板の耐用年数10年
※一部取付不可の機種があります。

グランドピアノ専用
キャストップＧＰ
カスタムⅡ
ご注文番号 2151 4121

¥71,500(税込)
●取付料別途
※一部取付不可の機種があります。

学校・
幼稚園

など、

公共施
設用に

開発さ
れた

耐震装
置です

。

規格・色
UP・黒
GP・黒

¥21,450
¥20,350

標準価格（税込）
フトーゴムD ※写真はUP用

ご注文番号
2151 2111
2151 2121

UP・学校用 ¥26,4002151 2511
●防音・耐震用　●安全ベルト
※一部取付不可の機種があります。
※UP学校用は安全ベルト4本付

規格
K仕様 中型
Wキャスター用 ¥22,000

標準価格（税込）

グランドピアノ専用
スーパーピアノストップ
ご注文番号

2151 1131

Y仕様 中型
Wキャスター用 ¥22,0002151 1141

●防音・耐震用　●特殊ゴム　●ブラック
●対応機種：K用：SKシリーズ、RX6・7、ボストンPEシリーズ
　　　　　　Y用：S4B、C6X、C7X、C6、C7
●対応キャスターサイズ：82×30mm以内

規格・色
UP・黒
UP・茶

¥19,800
¥24,200

標準価格（税込）
ピアノシュレーター
ご注文番号
2151 0611
2151 0612

GP・黒 ¥15,4002151 0621
GP・茶 ¥18,7002151 0622

●防音・耐震用　●特殊ゴム

※写真は黒

専用昇降台の
上下によって
音量・音色を
変化させることが
できます。

2152 1521
2152 1522
2152 1523

A1～C3
S4～C6
C7～CF

¥143,000
¥165,000
¥198,000

ご注文番号 サイズ 標準価格（税込）

グランドピアノ専用防音装置 
スーパーエコパネルGP

●減音効果：約15～20ホン　●受注生産
●オーダーメイドの為、型紙が必要となります。

5層構造の吸音材は、
音色を損なわず、

遮音性を大幅にアップする
ことができました。

背面にセット背面にセットエコパネル
（防音+湿度調節）

アップライトピアノ専用 

¥74,800(税込) ●減音効果：約15～22ホン　
●2枚組（110×75×3.5cm 1枚）

ご注文番号 2152 1511

防音絨毯
ご注文番号 2153 1611

グランドピアノ専用 

¥72,600(税込)
●高性能遮音材サンダム使用　●ピアノ床面の音響透過損失：約15dB
●ジュータン部素材: 
　アクリル40％／アクリル系繊維30%／ポリエステル30％
●防炎・防ダニ・抗菌・静電加工　　
●Ｗ169×Ｄ180cm（約）（C5クラスまで）　●9.5kg 

●塩ビレザー張り　●固定式　
●W76×D35.5×H48cm　●木製脚

ご注文番号 2131 3981

¥13,200(税込)

譜面収納椅子
LS-10

NIKKO SEIKO

Queenクイーン

The best fit of piano supplementary pedal 

ピアノ補助ペダル

ピアノ補助ペダル
Queen〈クイーン〉
ご注文番号 2181 0811

¥39,600(税込)
●UP・GP兼用　●無段階ネジ式上下（両ハンドル）　●W39×D35×H12～22cm（約）　●重量：6kg（約）
●ペダル押え交換による昇降台高さ有効範囲（床面から）　ショート：12～17cm（約）・ロング：14.5～22cm（約）

●２種類のペダル押えを使い分けることにより、年齢・体格に合った高さ調整が可能
　ショート：昇降台下部演奏時に使用（高学年向き）・ロング：昇降台上部演奏時に使用（低学年向き）
●ペダル運動には円運動を考慮し、より高度なペダリングを可能とした特殊メカニズムを採用

●フタが本体背面に収納可能
●ケースは破損しにくい素材を使用

〈ショート〉 〈ロング〉

アップライトピアノ専用 
ピアノガード
ご注文番号 2156 0211

¥43,450(税込)
●１連式転倒防止装置　●取付料別途
※ピアノの構造上、一部お使い頂けない機種があります。

数量限定 数量限定

「脚折れ防止アーム」+
「転倒防止金具」で安心


