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●カタログに印刷された商品の外観・色調は、実際の商品と多少異なる場合が
ありますので、ご了承ください。

●経済事情により、予告なく価格変更する場合がありますので、ご了承ください。
●品質向上のため、規格・仕様など予告なく変更する場合がありますので、ご了承

ください。
●ご注文の際、品名・規格・機種・色をご指定ください。
●アップライトピアノのデザインカバー（オールカバー・ハーフカバー）は背抜きです。

また、フルカバー（上製・並製・PBL・SBKR）は背付きです。
●デザインカバー・フルカバー等をご注文の際、必ず機種・製造番号をご指定ください。

特注品の場合は、採寸をしていただいてからご注文ください。
　（旧品番・輸入ピアノなどは特注品となり特注品価格となります。）
●　　　　表示は、ご注文をいただいてから生産及びお取り寄せする商品です。
　※商品によってはお届けにお時間をいただく場合もございます。
●受 注 生 産 品・お取り寄せ商 品は、返 品・お取り替え出来かねますので、

充分ご確認の上ご注文をお願いします。
●カタログ記載の商品価格は、本体価格を表記しております。
　（政府による税率変更の場合は、本体価格に新消費税が加算されます。）
●商品到着後、必ず商品をご確認ください。万一、配送途中の事故などで破損・

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 週間以内にご連絡ください。

受注生産

お願いとご注意
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●コンサート椅子　●スタンダード椅子Piano Chair 
ピアノ椅子

●アップライトピアノ　●グランドピアノPiano Design Cover
ピアノデザインカバー

●トップカバー　●アクセサリーカバーPiano Top Cover & Accessories
ピアノトップカバー＆アクセサリー

●上製　●並製　●PBL
●SBKR（遮光）　 ●ヤマハネーム入Piano Full Cover

ピアノフルカバー

●防音装置　●耐震装置Silent & Safety Goods
防音 ＆ セーフティーグッズ

●ピアノ補助ペダル　●譜面台　etcLesson & Support Goods
レッスン ＆ サポートグッズ

●フレームカバー　●ピアノライト
●ピアノパネル　●インシュレーター　etcPiano Support Goods

ピアノサポートグッズ

●NIKKO　●YAMAHA　●Wittner
●SEIKO　●KORGMetronome & Tuner

メトロノーム ＆ チューナー

●乾燥剤　●防虫防錆剤　●除湿器
●防湿用カバー　●ピアノクリーナー　etcMaintenance Goods

メンテナンスグッズ

●グランドピアノ移動機
●ピアノ補助キャスターPiano Mover Goods

ピアノ移動機

●GENIO　●マフラーユニット
●ヘッドホンPiano Silence Unit

ピアノ消音ユニット
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洗練されたコンサート椅子
　　　演奏の歓びが高まります。

No.150 ヤマハピアノ専用椅子
ブラック ¥160,000（+消費税）
●塩ビレザー張り10ヶボタン止め
●無段階昇降・両ハンドル
●木製脚　●W59.5×D40×H46～54㎝
●21.1kg　●日本製　●ヤマハロゴあり

LX-60 譜面収納椅子
ブラック ¥28,000（+消費税）
●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
●木製脚　●W60×D36.5×H47～53.5㎝
● 12.2㎏　●日本製

Hydraulic 油圧椅子 コンサート用
ブラック ¥65,000（+消費税）
●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×H47～55㎝
●13㎏　●韓国製

LX-60KB 譜面収納椅子
鍵盤柄 ¥30,000（+消費税）
●塩ビレザー張り　●無段階ネジ式上下・両ハンドル
●木製脚　●W60×D36.5×H47～53.5㎝
● 12.2㎏　●日本製

CX-60 新高低椅子 セミコンサート用
ブラック ¥26,000（+消費税）
特　注　色 ¥32,000（+消費税）受注生産
●塩ビレザー張り8つボタン止め　●無段階ネジ式上下・両ハンドル
●木製脚　●W60×D39.5×H46～54.5㎝　●10㎏　●日本製

CX-80 新高低椅子 コンサート用
ブラック ¥60,000（+消費税）
特　注　色 ¥65,000（+消費税）受注生産
●塩ビレザー張り10ヶボタン止め
●無段階ネジ式上下・木製両ハンドル
●木製脚　●W61×D41×H50.5～ 59.5㎝　●17.5㎏　●日本製
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（ブラック） （ブラック）

（ブラック） （マホガニー）

（マホガニー）

TDX-C 新高低椅子
ブラック ¥30,000（+消費税）
マホガニー ¥32,500（+消費税）受注生産
ウォルナット ¥32,500（+消費税）受注生産
特　注　色 ¥35,000（+消費税）受注生産
●塩ビレザー張り8つボタン止め
●無段階ネジ式上下・木製両ハンドル
●木製ネコ脚　●W65×D35×H45～55㎝　●日本製

TDX-S 新高低椅子
ブラック ¥25,000（+消費税）
マホガニー ¥27,500（+消費税）受注生産
ウォルナット ¥27,500（+消費税）受注生産
特　注　色 ¥30,000（+消費税）受注生産
●塩ビレザー張り8つボタン止め
●無段階ネジ式上下・木製両ハンドル
●木製脚　●W65×D35×H45～55㎝　●日本製

DX-30C 新高低椅子
ブラック ¥24,000（+消費税）
マホガニー ¥26,000（+消費税）
ウォルナット ¥26,000（+消費税）
特　注　色 ¥28,000（+消費税）受注生産
●塩ビレザー張り6つボタン止め
●無段階ネジ式上下・木製両ハンドル
●木製ネコ脚　●W58×D34×H47～54㎝　●日本製

DX-30S 新高低椅子
ブラック ¥20,000（+消費税）
マホガニー ¥22,000（+消費税）
ウォルナット ¥22,000（+消費税）
特　注　色 ¥24,000（+消費税）受注生産
●塩ビレザー張り6つボタン止め
●無段階ネジ式上下・木製両ハンドル
●木製脚　●W58×D34×H47～54㎝　●日本製

DX-30MC 新高低椅子
ブラック ¥26,000（+消費税）受注生産
マホガニー ¥28,000（+消費税）受注生産
ウォルナット ¥28,000（+消費税）受注生産
特　注　色 ¥30,000（+消費税）受注生産
●布張り6つボタン止め
●無段階ネジ式上下・木製両ハンドル
●木製ネコ脚　●W58×D34×H47～54㎝　●日本製

DX-30MS 新高低椅子
ブラック ¥22,000（+消費税）受注生産
マホガニー ¥24,000（+消費税）受注生産
ウォルナット ¥24,000（+消費税）受注生産
特　注　色 ¥26,000（+消費税）受注生産
●布張り6つボタン止め
●無段階ネジ式上下・木製両ハンドル
●木製脚　●W58×D34×H47～54㎝　●日本製

（ウォルナット）
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WX-1G

（マホガニー）

（ライトチェリー）

（ウォルナット）

（ダークチェリー）

（ブラック）

DX-40S 新高低椅子
ブラック ¥20,000（+消費税）
●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
●木製脚　●W60×D34×H47～56㎝　●日本製

DX-40KB 鍵盤柄椅子
¥25,000（+消費税）

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

WX-1G 新高低椅子
ブラック ¥13,000（+消費税）
マホガニー ¥14,000（+消費税）
ウォルナット ¥14,000（+消費税）
ライトチェリー ¥14,000（+消費税）
ダークチェリー ¥14,000（+消費税）
●塩ビレザー張り　●無段階ネジ式上下・片ハンドル
●木製脚　●W48×D34×H45～54㎝　●日本製

鍵盤柄ベンチボックス L
ブラック ¥22,000（+消費税）受注生産
ピンク ¥22,000（+消費税）受注生産
●W90×D37×H35㎝　●表面レザーPVC　●収納容量62ℓ
●ガススプリングステイ付　●13㎏（約）　●日本製　

鍵盤柄ベンチボックス SⅡ
ブラック ¥17,000（+消費税）受注生産
ピンク ¥17,000（+消費税）受注生産
●W60×D37×H35㎝　●表面レザーPVC　●収納容量38ℓ
●ガススプリングステイ付　●10㎏（約）　●日本製　
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（マホガニー）

（ブラック）

PX-20 新高低椅子
ブラック ¥16,000（+消費税）
●塩ビレザー張り4つボタン止め　●無段階ネジ式上下・片ハンドル
●鉄製脚　●W55×D34×H46～54㎝　●日本製

PX-10 新高低椅子
ブラック ¥14,000（+消費税）
●塩ビレザー張り　●無段階ネジ式上下・片ハンドル
●鉄製脚　●W55×D34×H46～54㎝　●日本製

PX-4H 新高低椅子
ブラック ¥12,000（+消費税）
●塩ビレザー張り　●無段階ネジ式上下・片ハンドル
●鉄製脚　●W50×D30×H44～52㎝　●日本製

SX-21 新高低椅子
ブラック ¥22,000（+消費税）
マホガニー ¥24,000（+消費税）
ウォルナット ¥24,000（+消費税）
特　注　色 ¥26,000（+消費税）受注生産
●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
●木製ネコ脚　●W55×D34×H46～54.5㎝　●日本製

GSP-1 ガススプリング椅子
ブラック ¥16,000（+消費税）
●塩ビレザー張り4つボタン止め　●無段階ガススプリング式・両レバー
●金属フレーム・脚：ABS　●W55×D34×H41～54㎝
●8.3㎏（約）　●日本製
※ガススプリングの特性上、着座時2～3㎝下がります。

GSP-3 ガススプリング椅子
ブラック ¥22,000（+消費税）
●塩ビレザー張り8つボタン止め　●無段階ガススプリング式・両レバー
●金属フレーム・脚：ABS　●W60×D39×H43.5～ 57㎝
●9.3㎏（約）　●日本製
※ガススプリングの特性上、着座時2～3㎝下がります。

WR-1G 新高低椅子 ワンタッチ式ラックタイプ
ブラック ¥14,000（+消費税）
●塩ビレザー張り　●8段階ラック式上下・片ハンドル　●木製脚
●W50×D33×H45.5・47・48.5・50・51.5・52.8・54.2・55.5㎝
●日本製

WX-21 新高低椅子
ブラック ¥18,000（+消費税）
マホガニー ¥20,000（+消費税）
ウォルナット ¥20,000（+消費税）
特　注　色 ¥22,000（+消費税）受注生産
●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
●木製脚　●W55×D34×H46～54㎝　●日本製
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座部レザーの色を変更できます。　受注生産� ※印刷された色調は、実際の商品と多少異なる場合があります。
（油圧椅子・高低自在椅子・丸椅子・連弾椅子除く）　　　　　　　　　

マホガニー サペリ／チークウォルナット アイボリー

Yマホガニー 艶消ウォルナット ウォルナット

ダークナット サペリ チーク アイボリー ホワイト

マホガニー

特注色色見本 ※印刷された色調は、実際の商品と多少異なる場合があります。

鉄脚用 木脚用

脚キャップ・フェルト

フェルト

TC-2M 丸椅子
ブラック ¥16,000（+消費税）
●塩ビレザー張り　●座部回転式昇降
●φ39×D46×H46 ～ 62㎝　●中国製

No.3 連弾椅子
ブラック ¥34,000（+消費税）
●塩ビレザー張り　●無段階ネジ式昇降・両ハンドル
●木製脚　● W97×D33×H42.4~49.8㎝
●重量 13kg　●中国製

No.5 ヤマハ高低自在椅子
ブラック ¥39,000（+消費税）
●座部縁取り塩ビレザー張り　●ラック式上下　●木製脚
● W40×D47×H88.3㎝（座部高低 43 ～ 55㎝）
●日本製　●ヤマハロゴあり

No.5 高低自在椅子（中国製）
ブラック ¥33,000（+消費税）
●座部縁取り塩ビレザー張り　●ラック式上下　●木製脚
● W40×D46×H88㎝（座部高低 42.5 ～ 54.5㎝）
●中国製

No.5 高低自在椅子
ブラック ¥38,000（+消費税）
マホガニー ¥43,000（+消費税）
ウォルナット ¥43,000（+消費税）
特　注　色 ¥45,000（+消費税）受注生産
●座部縁取り塩ビレザー張り　●ラック式上下　●木製脚
● W39×D41.5×H88㎝（座部高低 42 ～ 54㎝）　●日本製

（ブラック）

鉄脚用 ¥300（+消費税）
●内径 24×24㎜　●ブラック　●樹脂製
木脚用 ¥300（+消費税）
●内径 27×27㎜　●ブラック　●樹脂製
フェルト ¥150（+消費税）
● 2×20×20㎜　●ブラック（粘着テープ付）
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（アイボリー） （ライトグリーン）

オールカバー（アイボリー）

グランドカバー（ライトグリーン）

ハーフカバー（ライトグリーン）
No.4

No.5

No.5

グランドカバー（アイボリー）

品格漂う

　　ト音エンブレム

YA-586T  ●アイボリー　●ライトグリーン

オールカバー
YUS1・3タイプ ¥20,000（+消費税）
特　注 ¥22,000（+消費税）

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥17,000（+消費税）
特　注 ¥19,000（+消費税）

椅子カバー
№5 ¥4,500（+消費税）
№4★ ¥4,000（+消費税）

グランドカバー

C1 ¥21,000（+消費税）
C2 ¥22,000（+消費税）
C3 ¥23,000（+消費税）
C5 ¥25,000（+消費税）

●ポリエステル100%　●ト音エンブレム柄ジャガード織
●タッセル付（オールカバーのみ）
●各種特注タイプも承ります。お問い合わせください。（受注生産）
★椅子カバーNo.4は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は別途お見積もりとなります。

ピアノデザインカバー　Piano Design Cover ピアノデザインカバー　Piano Design Cover
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KA-ANB  

オールカバー
YUS1・3等 ¥35,000 （+消費税）

受注生産

特　注 ¥35,000 （+消費税）
ハーフカバー YUS1・3兼用 ¥30,000 （+消費税）

椅子カバー
№5 ¥9,500 （+消費税）
№4★ ¥8,000 （+消費税）

グランドカバー

A1・C1等 ¥32,000 （+消費税）
C2・C3等 ¥35,000 （+消費税）
S4・C5・C6等 ¥38,000 （+消費税）
C7等 ¥40,000 （+消費税）
CS・CF等 ¥40,000 （+消費税）

●タテ：ポリエステル100% ／ ヨコ：アクリル系100%
●各種特注タイプも承ります。お問い合わせください。（受注生産）
●メーカー及び機種・製造番号をご指定ください。
★椅子カバーNo.4はサイズをご指定してください。

ハーフカバーオールカバー

オールカバー

グランドカバー

グランドカバー

No.5

No.4

ロングセラーの秘訣

� それは和風

YA-592IV  ●アイボリー

オールカバー
YUS1・3タイプ ¥22,000（+消費税）
特　注 ¥24,000（+消費税）

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥18,000（+消費税）
特　注 ¥20,000（+消費税）

椅子カバー
№5 ¥6,000（+消費税）
№4★ ¥5,000（+消費税）

グランドカバー

C1 ¥24,000（+消費税）
C2 ¥25,000（+消費税）
C3 ¥26,000（+消費税）
C5 ¥28,000（+消費税）

●ポリエステル100%　●ホログラム調花柄ジャガード織
●タッセル付（オールカバーのみ）
●各種特注タイプも承ります。お問い合わせください。（受注生産）
★椅子カバーNo.4は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は特注サイズ価格となり、受注生産となります。



ピアノデザインカバー　Piano Design Cover

10

ピアノデザインカバー　Piano Design Cover

（ベージュ） （ローズピンク）

（ピンク） （ライトグリーン）

No.4

No.4

No.5No.5

No.5 No.5

ハーフカバー（ローズピンク）

ハーフカバー（ライトグリーン）

グランドカバー（ベージュ）

グランドカバー（ピンク）

グランドカバー（ローズピンク）

グランドカバー（ライトグリーン）

オールカバー（ベージュ）

オールカバー（ピンク）

YA-587K  ●ベージュ　●ローズピンク

オールカバー
YUS1・3等 ¥18,000（+消費税）
特　注 ¥20,000（+消費税）

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥15,000（+消費税）
特　注 ¥17,000（+消費税）

椅子カバー
№5 ¥4,500（+消費税）
№4★ ¥4,000（+消費税）

グランドカバー

C1 ¥20,000（+消費税）
C2 ¥21,000（+消費税）
C3 ¥22,000（+消費税）
C5 ¥24,000（+消費税）

●ポリエステル100%　●鍵盤＆花柄ジャガード織
●各種特注タイプも承ります。お問い合わせください。（受注生産）
★椅子カバーNo.4は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は特注サイズ価格となり、受注生産となります。

YA-528C  ●ピンク　●ライトグリーン

オールカバー
YUS1・3等 ¥16,000（+消費税）
特　注 ¥18,000（+消費税）

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥13,000（+消費税）
特　注 ¥15,000（+消費税）

椅子カバー
№5 ¥4,500（+消費税）
№4★ ¥4,000（+消費税）

グランドカバー

C1 ¥16,000（+消費税）
C2 ¥17,000（+消費税）
C3 ¥18,000（+消費税）
C5 ¥20,000（+消費税）

●ポリエステル100%　●音符＆クローバー柄ジャガード織
●各種特注タイプも承ります。お問い合わせください。（受注生産）
★椅子カバーNo.4は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は特注サイズ価格となり、受注生産となります。
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（ダークブルー） （ワインレッド）

（ネイビーブルー） （ライトグレー）

No.5

No.4

No.5
No.4

YA-573  ●ネイビーブルー　●ライトグレー

オールカバー
YUS1・3等 ¥18,000（+消費税）
特　注 ¥20,000（+消費税）

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥15,000（+消費税）
特　注 ¥17,000（+消費税）

椅子カバー
№5 ¥5,000（+消費税）
№4★ ¥4,500（+消費税）

グランドカバー

C1 ¥18,000（+消費税）
C2 ¥19,000（+消費税）
C3 ¥20,000（+消費税）
C5 ¥22,000（+消費税）

●ポリエステル100％　●波柄ジャガード織
●各種特注タイプも承ります。お問い合わせください。（受注生産）
★椅子カバー№４は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は特注サイズ価格となり、受注生産となります。

ハーフカバー（ワインレッド）

ハーフカバー（ライトグレー）

グランドカバー（ダークブルー）

グランドカバー（ネイビーブルー）

グランドカバー（ワインレッド）

グランドカバー（ライトグレー）

YA-529G  ●ワインレッド　●ダークブルー

オールカバー
YUS1・3タイプ ¥18,000（+消費税）
特　注 ¥20,000（+消費税）

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥15,000（+消費税）
特　注 ¥17,000（+消費税）

椅子カバー
№5 ¥5,000（+消費税）
№4★ ¥4,500（+消費税）

グランドカバー

C1 ¥18,000（+消費税）
C2 ¥19,000（+消費税）
C3 ¥20,000（+消費税）
C5 ¥22,000（+消費税）

●ポリエステル100%　●フクレ楽譜柄ジャガード織
●タッセル付（オールカバーのみ）
●各種特注タイプも承ります。お問い合わせください。（受注生産）
★椅子カバー№4は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は特注サイズ価格となり、受注生産となります。

オールカバー（ダークブルー）

オールカバー（ネイビーブルー）

アダルトなカラーに

� 立体感のある楽譜柄

気品漂う

� 大人の雰囲気
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No.4

（エンジ） （ベージュ）

ハーフカバー

No.4

No.4

オールカバー

オールカバー（ベージュ）

ハーフカバー（ベージュ）オールカバー（エンジ）

ハーフカバー（エンジ）

YA-430NL  ●ベージュ

オールカバー
YUS1・3等 ¥7,800（+消費税）
特　注 ¥9,800（+消費税）

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥6,800（+消費税）
特　注 ¥8,800（+消費税）

椅子カバー
№5 ¥3,500（+消費税）
№4★ ¥3,000（+消費税）

●ポリエステル100%　●網目調無地　●コサージュ付（取外可）
★椅子カバー№４は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は特注サイズ価格となり、受注生産となります。

YA-415  ●エンジ　●ベージュ

オールカバー
YUS1・3等 ¥12,000（+消費税）
特　注 ¥14,000（+消費税）

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥10,000（+消費税）
特　注 ¥12,000（+消費税）

椅子カバー
№5 ¥4,000（+消費税）
№4★ ¥3,500（+消費税）

●ポリエステル100%　●ニット系　●コサージュ付（取外可）
★椅子カバー№４は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は特注サイズ価格となり、受注生産となります。
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No.5

No.5

No.5

No.4

No.4

No.4

YA-700MP  ●ベージュ
ハーフカバー YUS1・3兼用 ¥10,000（+消費税）

特注不可
椅子カバー

№５ ¥4,500（+消費税）
№4★ ¥4,000（+消費税）

●ポリエステル100%
●ハーフカバー：小花＆音符マシン刺繍
●椅子カバー：ベージュ地/花ホワイト
●各種特注タイプ不可
★椅子カバー№4はフリーサイズです。（間口62㎝まで）

YA-760MW  ●ベージュ
ハーフカバー YUS1・3兼用 ¥9,500（+消費税）

特注不可
椅子カバー

№５ ¥4,500（+消費税）
№4★ ¥4,000（+消費税）

●ポリエステル100%
●ハーフカバー：楽譜柄刺繍
●椅子カバー：ベージュ地/花ホワイト
●各種特注タイプ不可
★椅子カバー№4はフリーサイズです。（間口62㎝まで）

（ブラック）

（エンジ）

（ベージュ）

ベージュ

ベージュ

ト音刺繍がワンポイント

清楚で可憐な小花と

音符の刺繍

かわいい刺繍の音符たち

YA-440  ●ブラック　●エンジ　●ベージュ

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥8,800（+消費税）
特　注 ¥10,800（+消費税）

椅子カバー
№5 ¥3.500（+消費税）
№4★ ¥3,000（+消費税）

●ポリエステル100％　●ニット系/ト音記号刺繍入
●各種特注タイプも承ります。お問い合わせください。（受注生産）
★椅子カバー№４は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は特注サイズ価格となり、受注生産となります。
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No.4

No.5

No.4

No.4

No.5

No.5

（オレンジ） （ブルー）

オールカバー（ブルー）

グランドカバー

グランドカバー

オールカバー

ハーフカバー

ハーフカバー

ハーフカバー（オレンジ）

グランドカバー（オレンジ） グランドカバー（ブルー）

YA-727S  ●ブルー　●オレンジ

オールカバー
YUS1・3等 ¥12,000（+消費税）
特　注 ¥14,000（+消費税）

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥11,000（+消費税）
特　注 ¥13,000（+消費税）

椅子カバー
№５ ¥4,000（+消費税）
№4★ ¥3,500（+消費税）

グランドカバー

C1 ¥14,000（+消費税）
C2 ¥15,000（+消費税）
C3 ¥16,000（+消費税）
C5 ¥18,000（+消費税）

●ポリエステル100％　●音符スターダスト柄レース
●各種特注タイプも承ります。お問い合わせください。（受注生産）
★椅子カバー№４は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は特注サイズ価格となり、受注生産となります。

YA-714W ●ホワイト

オールカバー
YUS1・3等 ¥9,000（+消費税）
特　注 ¥11,000（+消費税）

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥7,800（+消費税）
特　注 ¥9,800（+消費税）

椅子カバー
№５ ¥3,500（+消費税）
№4★ ¥3,000（+消費税）

グランドカバー

C1 ¥11,000（+消費税）
C2 ¥12,000（+消費税）
C3 ¥13,000（+消費税）
C5 ¥15,000（+消費税）

●ポリエステル100％　●小花柄ミラーレース
●各種特注タイプも承ります。お問い合わせください。（受注生産）
★椅子カバー№４は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は特注サイズ価格となり、受注生産となります。

ストリングレースが魅せる

� 高貴な存在感

オールカバー

YA-731TB  ●ホワイト＆ベージュ

オールカバー
YUS1・3等 ¥14,000（+消費税）
特　注 ¥16,000（+消費税）

ハーフカバー
YUS1・3兼用 ¥12,000（+消費税）
特　注 ¥14,000（+消費税）

椅子カバー
№5 ¥4,500（+消費税）
№4★ ¥4,000（+消費税）

グランドカバー

C1 ¥15,000（+消費税）
C2 ¥16,000（+消費税）
C3 ¥17,000（+消費税）
C5 ¥19,000（+消費税）

●ポリエステル100％　●ト音絵羽柄レース
●各種特注タイプも承ります。お問い合わせください。（受注生産）
★椅子カバー№４は約56×36㎝（もしくは間口50㎝未満）でのお値段です。
　上記サイズ以外の場合は特注サイズ価格となり、受注生産となります。
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ピアノフルカバー 上製  ●ブラック

UP
高さ122cm未満 ¥21,000（+消費税）

受注生産

高さ122cm以上 ¥22,000（+消費税）

GP

A1/C1等 ¥20,000（+消費税）
C2等 ¥21,000（+消費税）
C3等 ¥21,000（+消費税）
S4/C5/C6等 ¥23,000（+消費税）
C7等 ¥26,000（+消費税）
CS/CF等 ¥29,000（+消費税）

●表地：綿 100％ / 裏地：レーヨン 100％（赤）

ピアノフルカバー　PBL  ●ブラック

UP

YUS1 ¥10,000（+消費税）
YUS3 ¥11,000（+消費税）
特　注 下記価格表をご覧ください 受注生産

GP

A1/GB1K ¥9,000（+消費税）
C1 ¥9,500（+消費税）
C2 ¥10,000（+消費税）
C3 ¥11,000（+消費税）
S4/CF4 ¥11,500（+消費税）
C5 ¥12,000（+消費税）
C6/S6/CF6 ¥12,500（+消費税）
C7 ¥13,000（+消費税）
CF ¥16,000（+消費税）受注生産
特　注 下記価格表をご覧ください 受注生産

●表地：ポリエステル 100%　※裏地無し

ピアノフルカバー特注品価格表
【アップライトカバー】
ピアノの高さ〈C〉（㎝） 並　製 ブラウン PBL SBKR
　 　 〜110未満 ¥14,000 （+消費税） ¥15,500 （+消費税） ¥10,000 （+消費税） ¥15,000 （+消費税）
110〜120未満 ¥15,000 （+消費税） ¥16,500 （+消費税） ¥11,000 （+消費税） ¥16,000 （+消費税）
120〜130未満 ¥16,000 （+消費税） ¥17,500 （+消費税） ¥12,000 （+消費税） ¥18,000 （+消費税）
130〜140未満 ¥17,000 （+消費税） ¥18,500 （+消費税） ¥13,000 （+消費税） ¥19,000 （+消費税）

【グランドカバー】
ピアノの奥行〈B〉（㎝） 並　製 ブラウン PBL SBKR

〜160未満 ¥13,500 （+消費税） ¥15,000 （+消費税） ¥11,000 （+消費税） ¥15,000 （+消費税）
160〜170未満 ¥15,000 （+消費税） ¥16,500 （+消費税） ¥11,500 （+消費税） ¥15,500 （+消費税）
170〜180未満 ¥15,500 （+消費税） ¥17,000 （+消費税） ¥12,000 （+消費税） ¥16,000 （+消費税）
180〜190未満 ¥16,500 （+消費税） ¥18,000 （+消費税） ¥13,000 （+消費税） ¥17,000 （+消費税）
190〜200未満 ¥17,000 （+消費税） ¥18,500 （+消費税） ¥13,500 （+消費税） ¥17,500 （+消費税）
200〜220未満 ¥17,500 （+消費税） ¥19,000 （+消費税） ¥14,000 （+消費税） ¥18,000 （+消費税）
220〜240未満 ¥18,500 （+消費税） ¥20,500 （+消費税） ¥15,000 （+消費税） ¥19,000 （+消費税）
240〜260未満 ¥20,500 （+消費税） ¥22,000 （+消費税） ¥17,000 （+消費税） ¥21,000 （+消費税）
260〜280未満 ¥24,500 （+消費税） ¥26,000 （+消費税） ¥18,000 （+消費税） ¥23,000 （+消費税）
280〜295 ¥25,500 （+消費税） ¥27,000 （+消費税） ¥21,000 （+消費税） ¥26,000 （+消費税）

ピアノフルカバー　並製  ●ブラック

UP

YUS1 13,500（+消費税）
YUS3 14,500（+消費税）
特　注 下記価格表をご覧ください 受注生産

GP

A1/GB1K ¥12,500（+消費税）
C1 ¥13,000（+消費税）
C2 ¥13,500（+消費税）
C3 ¥14,500（+消費税）
S4/CF4 ¥15,000（+消費税）
C5 ¥15,500（+消費税）
C6/S6/CF6 ¥17,000（+消費税）
C7 ¥17,500（+消費税）
CF ¥21,500（+消費税）
特　注 下記価格表をご覧ください 受注生産

デジタルピアノ ¥5,500（+消費税）受注生産
電子オルガン ¥3,700（+消費税）受注生産
●表地：ナイロン 100％ / 裏地：レーヨン 100％（赤）

YAMAHA
グランドピアノフルカバー  ヤマハネーム入

現

　行

A1/GB1K 15,000（+消費税）
C1 15,500（+消費税）
C2 16,000（+消費税）
C3 17,000（+消費税）
C5 19,000（+消費税）
C6 20,000（+消費税）
C7 21,000（+消費税）
S4/CF4 18,000（+消費税）
S6/CF6 20,000（+消費税）

旧

　品

　番

N3/DGP-7 20,000（+消費税）

受注生産

G2 21,000（+消費税）
G3/旧C3 22,000（+消費税）
G5/旧C5 24,000（+消費税）
G7/旧C7 26,000（+消費税）
SC/CS 30,000（+消費税）
FC/CF 38,000（+消費税）

●表地：ポリエステル 100％（黒）/ 裏地：レーヨン 100％（赤）
●ロゴ金茶色刺繍
※旧品番の場合は必ず製造番号をご確認ください。

A

E

F
B

C

D

A

B
D

G

AB

・アップライトピアノ
・グランドピアノ

採寸箇所

間　　口
奥　　行
全　　高
天板奥行
傾　　斜
前  垂  れ
鍵盤部分

F
G

E
D
C
B
A

・新高低椅子

間　　口
奥　　行
ハンドル左右の有無C

B
A

※グランドピアノの場合は、必ず
　天板の型紙を送付してください。

（ハンドルの位置）

※　全高は床面まで採寸してください。C

◆YUS1：間口 153 ㎝・奥行 62 ㎝・高さ 118 ㎝・天板の奥行 34 ㎝・傾斜 50 ㎝（いずれも約）

◆YUS3：間口 155 ㎝・奥行 66 ㎝・高さ 128 ㎝・天板の奥行 36 ㎝・傾斜 60 ㎝（いずれも約）

デザインカバー・ピアノカバーの寸法

アップライトピアノ

グランドピアノ 新高低椅子

ピアノフルカバー SBKR  ●ブラック

UP

YUS1 14,000（+消費税）

受注生産

YUS3 15,000（+消費税）
特　注 下記価格表をご覧ください

GP

A1/GB1K 13,000（+消費税）
C1 13,500（+消費税）
C2 14,000（+消費税）
C3 15,000（+消費税）
S4/CF4 15,500（+消費税）
C5 16,000（+消費税）
C6/S6/CF6 17,500（+消費税）
C7 18,000（+消費税）
CF 22,000（+消費税）
特　注 下記価格表をご覧ください

●品質：ポリエステル 100%　●表 : 黒 / 裏 : 赤
●生地：1 級遮光生地（遮光率 99.99%）
　　　  耐光堅牢度 4 級（低退色機能）

ピアノフルカバー　並製  ●ブラウン

UP

YUS1 15,000（+消費税）

受注生産

YUS3 16,000（+消費税）
特　注 下記価格表をご覧ください

GP

A1/GB1K 14,000（+消費税）
C1 14,500（+消費税）
C2 15,000（+消費税）
C3 16,000（+消費税）
S4/CF4 16,500（+消費税）
C5 17,000（+消費税）
C6/S6/CF6 18,500（+消費税）
C7 19,000（+消費税）
CF 23,000（+消費税）
特　注 下記価格表をご覧ください

●表地：ナイロン 100％ / 裏地：レーヨン 100％（ベージュ）
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ピアノトップカバー＆アクセサリー　Piano Top Cover & Accessories

P F T ¥10,000 （+消費税）
●レーヨン100％　●金華山織

4　K ¥8,000 （+消費税）
●レーヨン100％　●金華山織

エジルE ¥6,000 （+消費税）
●レーヨン100％　●金華山織

YT-124KO ¥6,000 （+消費税）
●アクリル61％　ポリエステル39％　●鍵盤＆花柄ジャガード織

YT-189MB ¥5,000 （+消費税）
●ポリエステル100%　●花柄ジャガード織

YT-FFB ¥4,000 （+消費税）
●ポリエステル他　●ジャガード織

YT-125FP ¥4,000 （+消費税）
●ポリエステル100%　●小花＆音符柄ジャガード織

M　E ¥4,500 （+消費税）
●アクリル・レーヨン他　●モケット

YTH-SBKR ¥3,000 （+消費税）
●ポリエステル100%　●約174×37㎝　●一級遮光生地（裏：赤）

YT-105BE ¥3,000 （+消費税）
●ポリエステル100%　●ワッフル調

YT-128SI ¥5,000 （+消費税）
●ポリエステル100％　●音符柄ストライプジャガード織

YT-121GL ¥6,000 （+消費税）
●ポリエステル他　●楽譜柄ジャガード織

YT-161R ¥7,000 （+消費税）
●アクリル・綿他　●高級ゴブラン織

ジャガード ¥9,000 （+消費税）
●レーヨン他　●高級ドレープ

ピアノトップカバー＆アクセサリー　Piano Top Cover & Accessories ピアノトップカバー＆アクセサリー　Piano Top Cover & Accessories
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Accessory Cover
アクセサリーカバー

YL-237MW ¥10,000 （+消費税）
●ポリエステル100％　●音符＆バラ刺繍

YLC-224TG ¥7,000 （+消費税）
●ポリエステル100％　●ト音記号刺繍（花：モスグリーン）

YL-203CB ¥5,500 （+消費税）
●綿 100％　●バテンレース

YLC-239WR ¥7,000 （+消費税）
●ポリエステル100％　●カットワーク＆刺繍

YLC-224TP ¥7,000 （+消費税）
●ポリエステル100％　●ト音記号刺繍（花：ピンク）

L-200 ¥2,000 （+消費税）
●ポリエステル100％

レースカバー

音符柄

エンジ

ト音記号

 （エンジ） （ピンク） （グリーン） （ブラック）

 （エンジ） （ピンク） （グリーン） （ブラック）

（エンジ） （ピンク）

（ブラック）

 （エンジ） （ピンク） （ベージュ） （ブラック）

 （エンジ） （ピンク） （ベージュ） （ブラック）

（ベージュ）

ト音記号

音符柄

音符柄

ペダルカバー
音符柄 4色 ¥350 （+消費税）
●カラー/エンジ・ピンク・グリーン・ブラック
●ポリエステル100％

キーカバー
無地 エンジ ¥700 （+消費税）
音符柄 4色 ¥1,500 （+消費税）
ト音記号刺繍入 4色 ¥1,000 （+消費税）
猫柄刺繡入 グレー ¥1,000 （+消費税）
●音符・ト音：カラー/エンジ・ピンク・グリーン・ブラック
●ウール他　● 125×15㎝

メトロノームカバー
音符柄 4色 ¥600 （+消費税）
ト音記号刺繍入 4色 ¥800 （+消費税）
●カラー/エンジ・ピンク・ベージュ・ブラック　●ポリエステル100％

猫柄刺繍
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防 音・ 耐 震 用 品

耐震用品のお取り付けについて
製品の設置には専門業者へ依頼されることをお勧めいたしますが、ご自分で設置される場合はくれぐれもご注意ください。

使用例
超粘着振動吸収素材（超軟化ゴム）を使用して
地震の揺れを吸収し、ピアノの転倒・暴走を防止します。

小 42～52㎜
大 52～62㎜

上下可動幅

使用例

□スーパーインシュ静　振動吸収率
振動周波数 30Hz 50Hz 100Hz 1000Hz

振動吸収率 65% 91% 98.50% 99.98%

※ピアノ音の振動周波数帯は、27.5～ 4186Hz
　（中音部C音、523.25Hz）

使用例

GP
中型Wキャスター用

ニューキャストップ・ニュースーパーインシュはともに、
ピアノ後輪キャスターをささえる部分がアクリル板で
出来ており、地震で揺れる負荷によってアクリル板が
割れてキャスターが落ち、ピアノを後方に傾けた状態に
します。
これにより、ピアノが前倒れする危険を防ぎます。
（耐震試験にて実証済）

（UP用）

UP（ブラック）

UP（ブラック）UP（ブラック）

対応キャスターサイズ
82×30㎜以内

プロセブンピアノストッパー
UP専用 ¥28,000 （+消費税）
交換用マット部ジェル（1枚） ¥1,500 （+消費税）
●Φ７㎝　●ステンレス製・マット部ウレタンエラストマー製
●４個１組　●耐用年数５～１０年　●取付料別途
※本製品は地震被害を最小限に抑える商品ですので、万一発生した
　事故・震災による被害に対して責任を負うものではありません。

防振敷板
UP用 ¥9,800 （+消費税）
電子オルガン用 ¥6,800 （+消費税）
●（ＵＰ用）62×15×2.5ｃｍ
●（電子オルガン用）６０×７．５×２㎝
●合板・特殊ゴム　●取付料別途

防振ゴムマット

UP
1㎝厚 ¥4,300 （+消費税）
2㎝厚 ¥6,800 （+消費税）

GP
1㎝厚 ¥9,800 （+消費税）
2㎝厚 ¥16,500 （+消費税）

●特殊ゴム　●UP：15×１５㎝（4枚セット）　
●GP：30×30㎝（3枚セット）
●取付料別途

フトーゴムＤ

UP

ブラック ¥18,500 （+消費税）
ブラウン ¥20,500 （+消費税）
ブラック（学校用） ¥23,000 （+消費税）

GP
ブラック ¥17,500 （+消費税）
ブラウン ¥20,000 （+消費税）

●防音・耐震用　●安全ベルト付　●取付料別途
●学校用は安全ベルト4本付

ピアノシュレーター

UP
ブラック ¥18,000 （+消費税）
ブラウン ¥22,000 （+消費税）

GP
ブラック ¥14,000 （+消費税）
ブラウン ¥17,000 （+消費税）

●防音・耐震用　●特殊ゴム　●底面・フェルト装着タイプ
●特許第２７５９７６６号　●取付料別途

スーパーピアノストップ

UP
ブラック ¥18,000 （+消費税）
ブラウン ¥22,000 （+消費税）

GP

ブラック ¥14,000 （+消費税）
ブラック／Ｋ仕様
中型Ｗキャスター用 ¥18,000 （+消費税）
ブラック／Ｙ仕様
中型Ｗキャスター用 ¥19,500 （+消費税）
ブラウン ¥17,000 （+消費税）

●防音・耐震用　●特殊ゴム　●フローリング使用可能
●取付料別途
●対応機種Ｋ仕様：ＳＫシリーズ・ＲＸ６・ＲＸ７・ボストンＰＥシリーズ
●対応機種Ｙ仕様：Ｓ４Ｂ・Ｃ６Ｘ・Ｃ７Ｘ・Ｃ６・Ｃ７
●対応キャスターサイズ：８２×３０ｍｍ以内

スーパーインシュ　静
しずか

　
UP ¥19,000 （+消費税）
GP ¥14,250 （+消費税）
●防振・防音用　●特殊天然ゴム　●実用新案第１３４６９６０号
●取付料別途

ニューキャストップ敷板セット
UP専用 ¥23,000 （+消費税）
交換用アクリル板（1枚） ¥700 （+消費税）
●耐震用　●木製　●１５×６４㎝（１枚）　●和・洋室兼用
●実用新案第１８６３１９６号　●取付料別途
●特殊アクリル板の耐用年数 10年
※必ずピアノ背面が壁に隣接した状態でご使用ください。
　また学校での使用はお止めください。

ニュースーパーインシュ
UP専用　 ¥26,000 （+消費税）
交換用アクリル板（1枚） ¥1,500 （+消費税）
●耐震用　●特殊ゴム　●洋室専用
●特許１６２４７３１号　●取付料別途
●特殊アクリル板の耐用年数１０年
※必ずピアノ背面が壁に隣接した状態でご使用ください。

 防振敷板 
 防振ゴムマット 

 スーパーインシュ　静 
 フトーゴム D 

 スーパーピアノストップ 

 ニューキャストップ敷板セット  ニュースーパーインシュ 

 ピアノシュレーター 

 プロセブンピアノストッパー 
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防 音 装 置

ピアノ転倒防止装置

大切なピアノを傷つけない
　　　　　取り付け簡単防音装置

設置例

耐震敷板 支持金具

横滑りと防音兼用
スーパーインシュ

前脚折損防止
金属アーム

後脚折損防止
金属アーム

転倒防止金具

背面にセット

GP 用

UP 用

五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。

助響板の効果で綺麗な音色になります。 開閉可能で音量の調節ができます。

専用昇降台の上下運動
によって音量・音色を
変化させることができます。

ピアノテックス  防音装置

UP
120以上（U1〜） ¥51,000 （+消費税）
特別寸法 ¥56,000 （+消費税）

●幅４８×高さ１１７×厚さ９㎝（3 枚）　●重量約６㎏　●取付料別途

GP

A1〜C3 ¥56,000 （+消費税）
C5 ¥62,000 （+消費税）
C7 ¥68,000 （+消費税）

●メーカー及び機種をご指定ください。
●取付料別途

エコパネル  防音＋湿度調節
UP専用（2枚組） ¥60,000 （+消費税）
●遮音シート：オレフィン系／吸音材：中空ポリエステル＋羊毛混合
●減音効果：約１５～２２ホン　●１１０×７５×３．５㎝（１枚）
●重量：約５㎏（１枚）　●取付料別途

ライトテックス  防音装置
UP専用 ¥44,000 （+消費税）
●特殊ボード 他　●立掛けタイプ　●取付料別途

防音絨毯 （じゅうたん）
GP用 ¥56,000 （+消費税）
UP用 ¥28,000 （+消費税）
●ベージュ・グレー・ピンク
●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・遮音材サンダム使用
● GP 用：180×169㎝（ヤマハ C5クラスまで）/9.5㎏
● UP 用：160×60㎝ /4㎏

ピアノガード
UP用 ¥39,500 （+消費税）
●１連式転倒防止装置　●特許第３６８２３４６号　●取付料別途
※ピアノの構造上、お取り付けできない機種があります。

キャストップ GPカスタムⅡ
GP専用 ¥65,000 （+消費税）
●実用新案第１３４６９６０号　●取付料別途
※ピアノの構造上、お取り付けできない機種があります。

 エコパネル  スーパーエコパネル GP 

 ピアノテックス  ライトテックス 

 防音絨毯 

 ピアノガード  キャストップ GPカスタムⅡ 

スーパーエコパネル GP  防音装置
A1〜C3クラス ¥108,000 （+消費税）
S4〜C6クラス ¥125,000 （+消費税）
C7〜CFクラス ¥150,000 （+消費税）
●遮音シート：オレフィン系／吸音材：中空ポリエステル＋羊毛混合
●減音効果：約１５～２０ホン　●取付料別途
●オーダーメイドのため、型紙が必要です。（受注生産）

グレー ピンク

ベージュ

19



レッスン＆サポートグッズ　Lesson & Support Goods

20

レッスン＆サポートグッズ　Lesson & Support Goods

ピアノ補助ペダル＆補助台

2 種類のペダル押えを使い分けることにより、昇降台
上下使用範囲を上部・下部に分けることができます。
スタンダード：昇降台下部演奏時に使用（高学年向き）
ロングタイプ：昇降台上部演奏時に使用（低学年向き）

YAMAHA

ピアノ補助ペダル M-60S  
ブラック ¥49,000 （+消費税）
● UP・GP 兼用　●無段階ネジ上下（片ハンドル）
● W３９×D３６．７×H１２．５～２６㎝（約）　●重量７．９㎏（約） 
●ペダル押え交換による昇降台高さ有効範囲（床面から）
　スタンダード：H１２．５～２０㎝（約）／ロングタイプ：H１８～２６㎝（約）
●目盛りシール付（昇降台下部演奏時使用）
●実用新案第３１２３４２２号

ピアノ補助ペダルピアノ補助ペダルル 昇降台

足台

3つの実用新案を取得！
①昇降台・足台の間口・奧行が広がることにより、重量が
重くなり、安定性がさらにアップ！

②新設計の昇降装置（ワイド機構）により安定性を増し、
より自然なペダリングを実現！

③ペダル機構には円運動・直線運動を考慮し、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。

ピアノへの設置が
簡単に！

（ブラック）

（マホガニー）
（ウォルナット）

ピアノ本来のペダリングを補助ペダルに実現！

 M-60S 

 M-60クリア 

 M-60 

 SP-D  フットスツール  ラック式 

 HP-705  HP-105 

 クローバー 

 キャリングバッグ 

 キャリングケース 

ピアノ補助ペダル　HP-705
ブラック ¥37,000 （+消費税）
● UP・GP 兼用　●無段階ネジ式上下（両ハンドル）
● W43.5×D34×H12.5 ～ 22.5㎝（約）　●重量 6㎏（約）

ピアノ補助台　HP-105
ブラック ¥11,000 （+消費税）
●無段階ネジ式上下（両ハンドル）
● W42×D30×H11 ～ 21㎝（約）　●重量 4.4㎏（約）
●目盛りシール付

ピアノ補助台　ラック式
ブラック ¥9,500 （+消費税）
● 6 段階ラック式上下　●目盛り機能付
● W44.5×D30.5×H14・17.5・20・21.7・23.2・24.5㎝
●重量 4.8㎏（約）

ピアノ補助台M-60FL　フットスツール
ブラック ¥11,000 （+消費税）
●無段階ネジ式上下　● W３７×D２８×H１３～ 25.5㎝（約）
●重量５㎏（約）

キャリングケース
M-60S用 ¥16,000 （+消費税）
M-60用 ¥16,000 （+消費税）
●キャスター付　●ショルダー付
キャリングバッグ ¥3,800 （+消費税）
● W50×D40×H21㎝（約）　●ショルダー付

ピアノ補助ペダル　SP-D
ブラック ¥19,500 （+消費税）
● UP・GP 兼用　● 8 段階ラック式上下
● W３５．５×D３５×H13.7 ～ 24㎝（約）　●重量 6.5㎏（約）

ピアノ補助ペダル　クローバー
ブラック ¥29,800 （+消費税）
● UP・GP 兼用　●無段階ネジ式上下（両ハンドル）
● W41.5×D34×H13 ～ 22.5㎝　●重量 6.5㎏（約）
●目盛りシール付

ピアノ補助ペダル M-60
ブラック ¥39,800 （+消費税）
マホガニー ¥42,000 （+消費税）
ウォルナット ¥42,000 （+消費税）
● UP・GP 兼用　●無段階ネジ上下（片ハンドル）
● W３７×D３３．５×H１３．５～２６㎝（約）
●演奏可能範囲：H１７～２６㎝　●重量６．４㎏（約）

ピアノ補助ペダル M-60クリア  ペダル窓付
ブラック ¥44,000 （+消費税）
マホガニー　　★ ¥46,000 （+消費税）
ウォルナット　★ ¥46,000 （+消費税）
●窓部アクリル製　●その他 M-６０同スペック　★受注生産
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譜　 面　 台

（ブラック）

（パープル）

高さ調節はスツール内のコマの向きを
変えるだけで簡単に調節できます。

こんな方に最適！
●ピアノのペダルが重たい、踏みにくい方。
●従来の補助ペダルは必要ないが、補助ペダルが
無いと届きにくい方。

（W）

（B）

961D

No.803

MS-303ALS

MS-250ALS

No.892

アシストペダル　  ASP-II 
¥5,300 （+消費税）

●ステンレス製　●５．３×１２×６．５（３．２）㎝　●２００g

五線ボード
EL-4W ¥8,600 （+消費税）
●五線 2 段入　●壁掛タイプ　● 60×45㎝　● 0.9㎏（約）

バンドファイル
リングタイプ ¥1,400 （+消費税）
●ブラック・ピンク・ブルー・パープル
● 245×320×20㎜　● OPP 袋入　● PP 製
● 20 ポケット（40 ページ）
バインダータイプ ¥2,100 （+消費税）
●ブラック・パープル
● 245×312×20㎜　● OPP 袋入　● PP 製
● 30 ポケット（60 ページ）
※追加リフィールを利用して最大 80 ページまで可能
リフィール ¥1,200 （+消費税）
● OPP 袋入　● 20シート（40 ページ）入
●バインダータイプ用

五楽線テープ
12㎜幅 ¥480 （+消費税）
●長さ：５m　●五線幅：６㎜
15㎜幅 ¥550 （+消費税）
●長さ：５m　●五線幅：９㎜

カミヤ譜面台
No.803 ¥3,200 （+消費税）
●譜面部：23.5×40.5㎝ / 高さ：160㎝　● 1㎏（約）　●ケース付
No.892 ¥15,500 （+消費税）
●譜面部：37×50㎝ / 高さ：148㎝　● 5.3㎏（約） 

ヤマハ譜面台
MS-250ALS ¥5,300 （+消費税）
●譜面部：21×45㎝ / 高さ：80~151㎝
● 0.625kg　●ソフトケース付
MS-303ALS ¥7,900 （+消費税）
●譜面部：21.5×45㎝ / 高さ：63~138㎝
● 0.6kg　●ソフトケース付

アシストセット

3点セット
ウォルナット（W） ¥23,500 （+消費税）
ブラック（B） ¥23,500 （+消費税）

●ペダル・ハイツール・スツール

アシストハイツールセット  HS-V
2点セット ¥9,200 （+消費税）
●ペダル・ハイツール

アシストスツール  ASS-V
ウォルナット（W） ¥14,300 （+消費税）
ブラック（B） ¥14,300 （+消費税）
●木製　● W４４．５×D２２×H5㎝（収納時）　●２．２㎏
●高さ調節５段階（2.5・5・7.5・9.5・11.5㎝）

アシストキャリングバック  AS-CB
¥3,200 （+消費税）

● 49×26.5×7.5㎝

アシストハイツール  ASH-V
アシストペダルセット用 ¥3,900 （+消費税）
●ステンレス製　●高さ調節 5 段階　●１２０g　
●４．５×６．５×１１．４～１６㎝

 五線ボード  五楽線テープ 

バンドファイル

 リングタイプ  バインダータイプ  リフィール 

カラーノート  いろおんぷ磁石板
¥860 （+消費税）

● 27.4×18㎝　● 1.7㎏　●マグネット13 個

ウィットナー譜面台
961D ¥3,800 （+消費税）
●譜面部：２０．５×４３㎝／高さ：５０～１２１㎝　●１㎏（約）　●ドイツ製

 ウィットナー譜面台 

 カミヤ譜面台 

 ヤマハ譜面台 

 アシストペダル 

 アシストキャリングバック 

 アシストハイツール  アシストスツール 

（ブラック）

（ブルー）

（ピンク）

（パープル）

 カラーノート 
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ピアノサポートグッズ　Piano Support Goods

サ ポ ー ト 用 品

使用例 使用例
UP専用

GP専用
ピアノジャッキ 21
UP専用 オープン価格
●２７．５×８．５×２．８～１５㎝　●上下幅１２㎝（約）
●キャリングバック付　●実用新案 第３０８００３９号

GP専用 オープン価格
●１２×１２×２６㎝（収納時）　● H５８．３～７０．６㎝（約）
●キャリングバック付　

防音・耐震用具を取り付ける際、安全に
作業が行えるピアノジャッキ ！

レギュラー

スクール

使用例 使用例

ML-203GZ

DUET2

CL-6

フィンガード  鍵盤蓋開閉補助具
レギュラータイプ ¥7,200 （+消費税）
スクールタイプ（ネジ止め式） ¥7,200 （+消費税）
● UP 専用　●鉄製・ローラー部ウレタン樹脂
● W４．７×D１０．８×H２．２～８．４㎝　●特許第３４７００５９号
※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。

ヤマハ GP 用フレームフロントカバー
C1〜C5用 ¥7,800 （+消費税）
●ブラック　● 133×36㎝　※ A1・Z1 にはご使用できません。
C6・C7ロングタイプ用 ¥9,000 （+消費税）
●ブラック　● 138×36㎝　ロングタイプ

まもるくん
指挟み防止具 ¥2,400 （+消費税）
● UP 専用　●Φ７．８㎝（約）
●空気の圧縮により鍵盤蓋がゆっくり閉まります。
※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。

ヤマハ補助譜面台  グランドピアノ用
ブラック ¥20,000 （+消費税）
● 62×27×45㎝　●高さ調節 4 段階　●アクリル +ABS 樹脂
※コンパクトピアノ・A1・Z1 にはご使用できません。

ピアノロック
ブラック ¥18,000 （+消費税）
●クランプ式　●プラスチック製　●２１×１３×５㎝　●米国製
※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。

ピアノクリップライト
CL-6 ¥3,500 （+消費税）
DUET2 ¥4,400 （+消費税）
●ブラック　●９５ｇ（約）　●プラスチック製
●電池式（単４×３）　●使用電球ＬＥＤ式

ピアノライト
ML-203GZ ¥6,000 （+消費税）
●スチール製　●中間スイッチ付　● 25W　● H21㎝

ピアノキャビネット
PCX-D ¥13,500 （+消費税）
●約３８．５×２９．５×５９ｃｍ（キャスター含む）
●本体：木製／扉：ガラス　●重量：約９ｋｇ
●組立式

GP フロントフレームカバー  

Yタイプ
C1〜C5用

ブラック ¥7,000 （+消費税）
ブラウン ¥8,000 （+消費税）
クリアー ¥7,200 （+消費税）

A1用 ブラック ¥7,000 （+消費税）

Kタイプ
ブラック ¥7,000 （+消費税）
クリアー ¥7,200 （+消費税）

● Yタイプ：133×36㎝　● Kタイプ：140×35㎝
※ Z1 にはご使用できません

 フィンガード  まもるくん 

 GP フロントフレームカバー  YAMAHA 補助譜面台 

 ピアノロック 

 ピアノクリップライト 

 ピアノライト 

 ピアノキャビネット 

 ピアノジャッキ 21 
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フ ロ ア グ ッ ズ

ブラウン

ライトブラウン

使用例

アップライトピアノ用 グランドピアノピアノ用

ピアノカーペット  アップライトピアノ用
ベージュ ¥11,000（税込）
ダークブラウン ¥11,000（税込）
●アクリル100%　●155（24・107・24）×125（75・50）㎝

インシュレーター UP  プラスチック製
ブラック ¥600（税込）
マホガニー / ウォルナット ¥600（税込）
ホワイト ¥800（税込）
●Φ11×1.8㎝（内径 4.5㎝）　●４ヶセット　

インシュレーター GP  プラスチック製
ブラック ¥1,200（税込）
マホガニー / ウォルナット ¥1,800（税込）
ホワイト ¥2,000（税込）
●Φ14.5×2.1㎝（内径６㎝）　●３ヶセット　

インシュレーター UP  木製
ブラック ¥8,000（税込）
マホガニー / ウォルナット艶消 ¥9,000（税込）
●Φ13.5×3㎝（内径６㎝）　●４ヶセット　

インシュレーター GP  木製
ブラック ¥8,000（税込）
マホガニー / ウォルナット艶消 ¥9,000（税込）
●Φ13.5×3㎝（内径 6㎝）　● 3ヶセット

インシュレーター GP  W キャスター用　木製
W-90 ブラック ¥10,000（税込）
W-90 ウォルナット艶消 ¥12,000（税込）
W-120 ブラック ¥12,000（税込）
●W-90：18×4㎝（内径９㎝）/S4A・S6A・C6・C7・C7・CFⅢ用
●W-120：18×4㎝（内径 12㎝）/CFⅢS用
●３ヶセット　●特注色も承ります。

床補強パネル FR-40
GP 用 ¥20,000（税込）
●Φ40×T1.5㎝（約）　● 3枚 1組　●MDF

敷　板
ブラック ¥1,900（税込）
マホガニー / ウォルナット ¥2,200（税込）
● 60×15×1.5㎝　●木製

フィットボード  アップライトピアノ用
¥4,000（税込）

●W44.5×D40.5×H2（8.2）㎝　●合板・パンチカーペット貼り

W-90

W-120

UP用

プラスチック製

木　製
UP用

Wキャスター用

GP用

GP用

ホワイト

ホワイト

ウォルナット

ウォルナット艶消

ウォルナット

ウォルナット艶消

ウォルナット

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

マホガニー

マホガニー

マホガニー

マホガニー

マホガニー

防音用インシュレーターなどをセットされると、ベダル位置が
高くなるため、高さ調節におすすめのボードです。

ライトブラウン

ベージュ

ダークブラウン

ピアノ断熱防音パネル  アップライトピアノ用
ブラック ¥49,000 （+消費税）
ブラウン ¥50,000 （+消費税）
ライトブラウン ¥50,000 （+消費税）
● 70×160×1.7㎝
〈ブラック〉MDF・艶消塗装・ホワイトキューオン
〈ブラウン〉MDF・クッションフロア・ホワイトキューオン
●取付料別途

ピアノ断熱防音パネル  グランドピアノ用
ブラウン ¥95,000 （+消費税）
ライトブラウン ¥95,000 （+消費税）
● 160×211×1.7㎝　●MDF・クッションフロア・ホワイトキューオン
●取付料別途

ピアノパネル  アップライトピアノ用
UP 専用 ¥18,000 （+消費税）
● 161×64×１．８㎝（センター奥行き44㎝）
●パーチクルボード・上部パンチカーペット側面木口貼り

 ピアノ断熱防音パネル  ピアノ断熱防音パネル 

 ピアノパネル 

 フィットボード 

 インシュレーター 

 床補強パネル 

 敷板 

 ピアノカーペット 
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ニッコーメトロノーム

木製ミニ
ナチュラル ¥6,900 （+消費税）

ワインレッド ¥7,500 （+消費税）

●サイズ：4.2×6.3×12.4㎝　●木製
●テンポ：40～208 回/分　●拍子ベル無
采（さい） ¥7,500 （+消費税）

奏（そう） ¥7,500 （+消費税）

●サイズ：9.5×9.5×13.6㎝　●木製 
●テンポ：40～208 回/分　●拍子ベル無

ニッコーメトロノーム

木製
レギュラー

シルバー ¥15,000 （+消費税）

ゴールド ¥16,000 （+消費税）

梢（こずえ） ¥18,000 （+消費税）

栞（しおり） ¥18,000 （+消費税）

●サイズ：13×13×23㎝　●木製
●テンポ：40～208 回/分　●拍子：0.2.3.4.6
木製ジャンボ ¥32,000 （+消費税）

木製ジャンボ（背面取っ手付） ¥33,000 （+消費税）

木製ジャンボ（自動巻き） ¥49,000 （+消費税）

●サイズ：22×22×37㎝　●木製
●テンポ：40～208 回/分　●拍子：0.2.3.4.6

ニッコーメトロノーム
文字の大きなメトロノーム ¥5,000 （+消費税）

●カラー：白・桃色・空色
●サイズ：11×11.7×20.7㎝　●プラスチック製
●テンポ：40～208 回/分　●拍子：0.2.3.4.6
ラミエール ¥5,300 （+消費税）

●カラー：クリア・ピンク
●サイズ：11×11.7×20.7㎝　●プラスチック製
●テンポ：40～208 回/分　　●拍子：0.2.3.4.6

ニッコーメトロノーム
スタンダード ¥4,500 （+消費税）

●カラー：アイボリー・レッド・ブラック・パールピンク・パールブルー
  パールイエロー 
●サイズ：11×11.7×20.7㎝　●プラスチック製
●テンポ：40～208 回/分　●拍子：0.2.3.4.6
スタンダードplus ¥4,700 （+消費税）

●カラー：ラベンダー・フレッシュグリーン・アクアマリン・ピュアレッド 
●サイズ：11×11.7×20.7㎝　●プラスチック製
●テンポ：40～208 回/分　●拍子：0.2.3.4.6

ヤマハメトロノーム
MP-90 ¥4,500 （+消費税）

●カラー：ブラック・アイボリー・ピンク・ブルー
●サイズ：9×11.1×20.2㎝　●ABS樹脂製
●テンポ：40～208 回/分　●拍子：0.2.3.4.6

YAMAHA

N I K K O

 スタンダード  スタンダード plus 

 文字の大きなメトロノーム  ラミエール 

 　奏　  　采　 

 梢（こずえ） 
 ジャンボ  ジャンボ（背面取っ手付）  ジャンボ（自動巻き） 

 栞（しおり） 

 木製ミニ 

 ゴールド  シルバー 
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S E I K O

ウィットナーメトロノーム
813M ¥17,000 （+消費税）
●サイズ：11.7×11.7×22㎝　●木製
●テンポ：40～208 回/分　●拍子：0.2.3.4.6

839

ネコ ¥12,000 （+消費税）
ペンギン ¥12,000 （+消費税）
フクロウ ¥12,000 （+消費税）

●サイズ：8.4×8×20.5㎝（約）　●AS樹脂製 
●テンポ：40～200 回/分　●拍子ベル無
880 ¥12,000 （+消費税）
●カラー：マホガニー・ブラック
●サイズ：4×5.6×11.9㎝　●木製
●テンポ：40～208 回/分　●拍子ベル無
890 ピッコリーノ ¥7,100 （+消費税）
●カラー：アイボリー・ルビー・ブラック 
●サイズ：3.6×5×11.1㎝　●プラスチック製
●テンポ：40～208 回/分　●拍子ベル無

W i t t n e r

（ネコ） （ペンギン） （フクロウ）

セイコーメトロノーム
SPM320 ¥4,500 （+消費税）

●カラー：ラベンダーパープル・パステルイエロー・ピュアホワイト・
　　　　ライムグリーン・チェリーピンク・スカイブルー・ノアールブラック
●サイズ：１１．４×１１．９×２０．２㎝　●プラスチック製
●テンポ：４０～２０８ 回/分　●拍子：０・２・３・４・６

WPM1000（森の響） ¥18,000 （+消費税）

●カラー：クラシックブラウン・ナチュラル
●サイズ：１３．４×１２．３×２３．８㎝　●木製（スプルース）
●テンポ：４０～２０８ 回/分　●拍子：０．２．３．４．６
ＷＰＭ２０００（森の響） ¥29,000 （+消費税）

●カラー：ピアノブラック
●サイズ：１３．４×１２．３×２３．８㎝　●木製（スプルース）
●テンポ：４０～２０８ 回/分　●拍子：０．２．３．４．６
EPM2000 ¥7,300 （+消費税）

●カラー：ホワイト・ピンク・ブルー・ブラック
●サイズ：９．５×６．４×１６．３㎝
●テンポ：４０～２０８ 回/分　●拍子：０・２・３・４・５・６
EPM5000 ¥10,200 （+消費税）

●カラー：ブラック・ホワイト
●サイズ：（本体）１０．１×９．８×２１．８㎝
　　　  （リモコン）５．５×１．３×９ｃｍ
●テンポ：４０～２０８ 回/分　●拍子：０・２・３・４・５・６
EPM5000 AC電源セット ¥3,000 （+消費税）

●カラー：ブラック・ホワイト

 813M  839 

 880  890ピッコリーノ 

 SPM320 

 WPM1000  WPM2000 

 EPM2000  EPM5000 

 EPM5000 
AC電源セット
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メトロノーム　Metronome チューナー　Tuner

YAMAHA

S E I K O

K O R G

ヤマハデジタルメトロノーム
ME-340 ¥3,400 （+消費税）

●カラー：ブルー・パールホワイト・グレー・ピアノ
●サイズ：9.2×5.6×2.45㎝　●テンポ：30～250 回/分　

●メモリーバックアップ機能付
ME-110 ¥2,700 （+消費税）

●カラー：ブラック・ピンク・ラズベリー・スカイブルー
●サイズ：10×4×1.1㎝　●テンポ：30～250 回/分　
●スタンド付　●メモリーバックアップ機能付
ME-55 ¥2,500 （+消費税）

●カラー：ブラック・ピンク・ブルー・ヴァイオレット
●サイズ：4.4×6.2×1.7㎝　●テンポ：30～250 回/分　
●クリップ式　●メモリーバックアップ機能付

コルグデジタルメトロノーム
KDM-2 ¥4,500 （+消費税）

●サイズ：10.6×10.65×4.85㎝　●テンポ：30～252 回/分
●基準音発振：C4～B4　●キャリブレーション範囲：410～480㎐
MA-1 ¥1,900 （+消費税）

●カラー：ブルー&ブラック・ブラック&レッド
●サイズ：10.2×5.9×1.7㎝　●テンポ：30～252 回/分
●基準音発振：C4～B4　●キャリブレーション範囲：410～480㎐

セイコーデジタルメトロノーム
DM110 ¥3,500 （+消費税）

●カラー：ホワイト・ブラック・ピンク・ブルー
●サイズ：１０×６．６×２㎝
●テンポ：３０～２５０ 回/分　●ビート：０～８
DM90 ¥3,200 （+消費税）

●カラー：マンゴーオレンジ・アップルグリーン・ブラック・ラズベリーピンク
●サイズ：5.7×6.1×1.9㎝
●テンポ：30~250 回/分　●ビート：0～9
DM71 ¥2,900 （+消費税）

●カラー：ミントグリーン・ブラック・アクアブルー・パールピンク・シルバー
●サイズ：5.4×8.6×1.2㎝
●テンポ：30～250 回/分　●ビート：0～7
DM51 ¥2,700 （+消費税）

●カラー：ブラック・パールピンク・シルバー・アクアブルー・ミントグリーン
●サイズ：3.7×5.7×3.4㎝
●テンポ：30～250 回/分　●ビート：0～7

セイコークォーツメトロノーム
SQ200 ¥7,400 （+消費税）

●サイズ：6.69×14.34×2.59㎝
●テンポ：1~300 回/分　●基準音発振：C2~B6（60音）
●ビート：0~9　●ピッチシフト：415、438~446㎐
SQ70 ¥7,400 （+消費税）

●サイズ：7.8×16.6×3.45㎝
●テンポ：40~208 回/分　●基準音発振：A4.B♭4
●ビート：0~6　●ピッチシフト：440~446㎐
SQ60 ¥5,200 （+消費税）

●サイズ：6.2×10×2.95㎝
●テンポ：40~208 回/分　●基準音発振：A4.B♭4
●ビート：0・2・3・4・6　●ピッチシフト：440~444㎐
SQ50V ¥4,200 （+消費税）

●サイズ：6.7×9.5×3.2㎝
●テンポ：40~208 回/分　●基準音発振：A4.B♭4

セイコーイヤホン
SEP2（SQ用イヤホン） ¥450 （+消費税）

●ミニプラグΦ3.5㎜　●コード1.5m

 ME-110 

 ME-340 

 DM110 

 DM71 
 DM51 

 DM90 

 SQ200  SQ70  SQ50V  SQ60 

 KDM-2 
 MA-1 

 SEP2 

 ME-55 
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YAMAHA

S E I K O

K O R G

ヤマハチューナー &メトロノーム
TDM-37L ¥4,000 （+消費税）

●サイズ：7.7×3.4×6.9cm　●測定範囲：A0～C8
●基準ピッチ範囲：410～480㎐　●テンポ：30～252 回/分
●拍子：0～5
TDM-37S ¥4,000 （+消費税）

●サイズ：5.6×3.4×4.2cm　●測定範囲：A0～C8
●基準ピッチ範囲：410～480㎐　●テンポ：30～252 回/分
●拍子：0～5
TDM-75 ¥4,000 （+消費税）

●サイズ：11.1×7.4×1.8cm　●測定範囲：C1～C8
●基準音発振：C3～C6　●基準ピッチ範囲：410～480㎐
●テンポ：30～252 回/分　●拍子：0～9

ヤマハクロマチックチューナー
TD-18 ¥2,800 （+消費税）

●カラー：ブラック・ホワイト　●サイズ：10.2×5.9×1.6㎝
●測定範囲：A0～C8　●基準音発振：C4～C5
●基準ピッチ範囲：410～480㎐　●メモリーバックアップ機能付
ＴＭ-２０（チューナー用マイク） ¥2,000 （+消費税）

●カラー：ブラック/ブラック・ホワイト/ブラック・ホワイト/レッド
●チューナー用　●クリップ最大幅：3cm　●コード：1.5m

セイコーチューナー
STX7 ¥3,800 （+消費税）

●サイズ：7×3×3.8㎝　●測定範囲：A0～C8
●基準ピッチ範囲：A4=415、437～444㎐
●充電式リチウムイオン電池内蔵
STX5 ¥2,200 （+消費税）

●サイズ：6.2×2.6×3.4㎝　●測定範囲：A0～C8
●基準ピッチ範囲：A4=437～443㎐
STM30（ピックアップマイク） ¥2,000 （+消費税）

●カラー：クリスタルブラック・クリスタルホワイト
●クリップ式　●チューナー用

セイコーチューナー &メトロノーム
STH100 ¥4,000 （+消費税）

●カラー：パールブルー・パールホワイト・シルバー
●サイズ：12.17×7.45×2.71㎝
●測定範囲：A0～C8　●基準音発振：C4～B4
●基準音ピッチ範囲：410～450㎐
●テンポ：30～250 回/分　●ビート：0～7
STH100　スペシャルパック ¥4,800 （+消費税）

●カラー：パールブルー・パールホワイト・シルバー
●パッケージサイズ：15.8×15.8×4㎝（ヘッダー部分含む）
●STH100とピックアップマイクSTM30（ホワイト）のパックです。

コルグチューナー＆メトロノーム
TM-50 ¥4,000 （+消費税）

●カラー：ブラック・パールホワイト・シルバー
●サイズ：１１．１×１．８×７．４ｃｍ　●測定範囲：Ｃ１～Ｃ８
●基準音発振：Ｃ３～Ｃ６　●テンポ：３０～２５２ 回/分

コルグチューナー
OT-120 ¥9,500 （+消費税）

●サイズ：７．４×１２×３．６ｃｍ　●測定範囲：Ａ０～Ｃ８
●基準音発振：Ｃ２～Ｃ７　●基準ピッチ範囲：３４９～４４９Ｈｚ
CA-1 ¥2,800 （+消費税）

●サイズ：１０．２×１．６×５．９ｃｍ　●測定範囲：Ａ０～Ｃ８
●基準音発振：Ｃ４～Ｃ５　●キャリブレーション範囲：４１０～４８０Ｈｚ
CA-40 ¥3,200 （+消費税）

●サイズ：１０×６．７×１．７ｃｍ　●測定範囲：Ａ０～Ｃ８
●基準音発振：Ｃ４～Ｃ５　●キャリブレーション範囲：４１０～４８０Ｈｚ
CM-200（コンタクトマイク） ¥2,000 （+消費税）

●カラー：ブラック・ブラック／レッド・ホワイト／ブラック
●チューナー用　●クリップ最大幅：３ｃｍ　●コード：１．５ｍ

 TD-18 

 TDM-37L 

 TDM-37S 

 TDM-75

 TM-20 

 STH100  STH100　スペシャルパック 

 STX7 

 OT-120 

 CA-40 
 CM-200 

 CA-1 

 STX5 
 STM30 

 TM-50 
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乾 燥 剤 ＆ 防 虫・ 防 錆 剤

除 湿 器 ＆ 加 湿 器

D AM P P - C H A S E R
MADE IN U.S.A

5 年間の保証付

※毒劇法・消防法・安衛法・PRTR法に指定されている化学物質を含みません。

森
の
香
り

無
臭
タ
イ
プ

環境と人体に優しい安全な防虫防錆剤です。

●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。
●一年中、ピアノは適正温度・湿度で守られます。

除湿器

自動調節器

取付例湿度の変化は、こんなにもピアノの調子を狂わせます !

15%

秋 冬 春 夏 秋 冬

35%

55%

75%

95%

15%

35%

55%

75%

95%

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。

湿度の高い環境では湿気を吸収し、過乾燥の状態では
湿気を放出して湿度（50％前後）を一定に保とうとする
調節パネルです。

グランドピアノ防湿用カバー  ●ブラック
A1/GB1K ¥43,000 （+消費税）
C1 ¥45,000 （+消費税）
C2 ¥47,000 （+消費税）
C3 ¥50,000 （+消費税）
S4/CF4 ¥51,000 （+消費税）
C5 ¥53,000 （+消費税）
C6/S6/CF6 ¥56,000 （+消費税）
C7 ¥60,000 （+消費税）
CF ¥70,000 （+消費税）
特注 右記価格表をご覧ください
●表地 : 塩化ビニール/裏地 :レーヨン　●ファスナー付
●お届けに約 1ヶ月程お時間をいただきます。

特注価格表
ピアノの奥行〈B〉（㎝）

〜160未満 ¥48,000 （+消費税）
160〜 170未満 ¥50,000 （+消費税）
170〜 180未満 ¥52,000 （+消費税）
180〜 190未満 ¥55,000 （+消費税）
190〜 200未満 ¥56,000 （+消費税）
200〜 220未満 ¥58,000 （+消費税）
220〜 240未満 ¥65,000 （+消費税）
240〜 260未満 ¥70,000 （+消費税）
260〜 280未満 ¥75,000 （+消費税）
280〜 295 ¥80,000 （+消費税）

■上記金額に、取り付け費は含まれておりません。
　お近くの楽器店へご依頼ください。

乾燥剤ではなく、電気も使用しない
新しいカタチの湿度調整パネル

主成分

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。

キーパー Z
¥1,500 （+消費税）

●乾燥剤　● 500g 入　● 24P

モイストール
¥1,300 （+消費税）

●乾燥剤　● 350g 入　● 30P

キーパー SS
¥1,200 （+消費税）

●防虫・防錆剤（森の香り）　● 20ml×2個入　● 10P

キーパー SV
¥1,200 （+消費税）

●防虫・防錆剤（無臭タイプ）　● 15ml×2個入　● 10P

キーパー SC
¥2,000 （+消費税）

●防虫・防錆剤（無臭タイプ）　● 30ml×2個入　● 10Ｐ

 防湿用カバー 

除湿器本体のみ
25W ¥9,500 （+消費税）
15W ¥9,500 （+消費税）
● 100V　●Φ2×120～ 150㎝　●UP/GP兼用

除湿器・自動調節器セット
25W ¥20,500 （+消費税）
15W ¥20,500 （+消費税）
● 100V　●UP/GP兼用

湿度ピタット  グランドピアノ用
Sサイズ C2クラスまで ¥38,000 （+消費税）
Mサイズ C3クラス以上 ¥38,000 （+消費税）
●羊毛と中空ポリエステルを混紡した調湿材

自動調節器
¥12,000 （+消費税）

● 100V　● 11×5.5×3.3㎝

 キーパー Z 

 キーパー SS 

 DAMPP-CHASER 

 湿度ピタット 

 キーパー SV  キーパー SC 

 モイストール 
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ピアノメンテナンス

YAMAHAピアノメンテナンス

温 湿 度 計

S L 業務用 1ℓ
※ 18ℓ非掲載

L

S
M

クリーンエース  抗菌入
Sサイズ　　100ml ¥400 （+消費税）
Mサイズ　　200ml ¥700 （+消費税）
●抗菌剤入艶出し用ワックス　● 24P
※Mサイズのみ化粧箱入

キーフレッシュ  抗菌入
¥500 （+消費税）

●抗菌剤入白鍵専用クリーナー　● 100ml　● 24P

マットピアノクリーナー
¥650 （+消費税）

●半艶・艶消し専用クリーナー　● 200ml　● 24P

スピーディークロス
ベージュ ¥500 （+消費税）
●ポリエステル70%（約）、ナイロン30%（約）　● 40×40㎝

シリコンクロス
イエロー ¥400 （+消費税）
ピンク ¥400 （+消費税）
ブルー ¥400 （+消費税）
● 45×43㎝　●シリコン加工済

ピアノユニコン
Sサイズ　150ml ¥700 （+消費税）
L サイズ　300ml ¥1,200 （+消費税）
業務用　1ℓ ¥1,900 （+消費税）
業務用　18ℓ ¥10,000 （+消費税）
●艶出し用ワックス　● 10P（S・L）

ピアノユニコン半ツヤ塗装用
¥800 （+消費税）

● 150ml　● 10P

ピアノキークリーナー
¥800 （+消費税）

● 150ml　● 10P　●ニューアイボリー・象牙以外の白鍵専用

ピアノコンパウンド
¥600 （+消費税）

● 70g　● 10P

ピアノお手入れセット
¥2,300 （+消費税）

●ピアノコンパウンド・ユニコンクロス・ユニコンS・ピアノキークリーナー各1

ピアノクロス
¥430 （+消費税）

●綿ネル　●イエローのみ　● 45×45㎝

ユニコンクロス
¥300 （+消費税）

● 29×31㎝

デジコンフォⅡ  EMPEX　温湿度計
TD-8172 ¥4,500 （+消費税）
● 9.8×7.5×1.8㎝　●温度湿度の最高最低メモリー表示機能付

毛バタキ

Mサイズ

レッド ¥1,800 （+消費税）
オレンジ ¥1,800 （+消費税）
イエロー ¥1,800 （+消費税）

L サイズ （レッドのみ） ¥2,800 （+消費税）
●Ｍ：35㎝／Ｌ：67㎝　●羊毛

デカデジⅤ
TD-8130 ¥2,500 （+消費税）
● 10.6×9.8×2.3㎝　●最高最低温度湿度表示機能付
●着脱式コード型外部センサー付

デジカード （名刺サイズ）  EMPEX　温湿度計
TD-8173 ¥2,800 （+消費税）
● 5.7×8.7×0.7㎝　●温度湿度の最高最低メモリー表示機能付

 クリーンエース 
 キーフレッシュ 

 シリコンクロス  スピーディークロス 

 ユニコン 

 キークリーナー 

 コンパウンド 

 ピアノクロス 

 デジコンフォⅡ  デカデジⅤ  デジカード 

 ユニコンクロス 

 ユニコン半ツヤ塗装用 

 毛バタキ 

 マットピアノクリーナー 

M

 お手入れセット 
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ピアノ移動機　Piano Mover Goods ピアノ消音ユニット　Piano Silence Unit

前側後側

使用例

ピアノ移動機について
●掲載されている商品の価格には、運搬・納入据付料は含まれて 
おりません。

 詳しくはお近くの楽器店、またはイトーシンミュージックへ 
お尋ねください。
●安全のため、ご使用方法をよくご理解いただいた上で、 
ご利用ください。

GP-SC1

GP-SCJ

UP-SCJ

求めたのは「安心・安定・簡単」

グランドピアノを
意のままに

ピアノの移動性能を高める
ピアノ補助キャスターです！

 横綱さん 

■２連式可変サポートアーム
■可変式サポートアーム
■２連式油圧ジャッキ

横
グランドピアノ用移動機
綱さん  サイドセットタイプ

C3〜CFタイプ ¥550,000（+消費税）受注生産
A1〜C2タイプ ¥550,000（+消費税）受注生産
● W1,260×D1,000×H600mm
●重量：175㎏（約）　●上下可動幅：740㎜（約）
●可変アーム可動幅：300㎜（約）　●耐荷重：800㎏（約）
●２輪ストッパー付　●フット油圧式ジャッキ
※ピアノの構造上、一部お使い頂けない機種があります。

大
グランドピアノ用移動機
関さん  フロントセットタイプ

A1〜CFタイプ ¥450,000（+消費税）受注生産
● W1,550×D850×H1,160mm
●重量：110㎏（約）　●上下可動幅：120㎜（約）
●耐荷重：1,000㎏（約）　●ハンドバー式油圧ジャッキ
※ピアノの構造上、一部お使い頂けない機種があります。

ピアノ補助キャスター  グランドピアノ用
GP-SC1 ¥60,000（+消費税）受注生産
●ドイツ製　● 330×310×75 ㎜/輪　●重量：3.8 ㎏/輪
●キャスターストッパー付
●設置可能キャスターサイズ：Φ70×車輪幅 110㎜（約）ぐらいまで
●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。

ピアノ補助キャスター  グランドピアノ用
GP-SCJ ¥43,000（+消費税）
●日本製　● 340×315×68 ㎜/輪　●重量：1.8 ㎏/輪
●キャスターストッパー付（2 輪）
●設置可能キャスターサイズ：Φ70×車輪幅 110㎜（約）ぐらいまで
●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。

ピアノ補助キャスター  アップライトピアノ用
UP-SCJ ¥50,000（+消費税）
●日本製　● 160×140×75 ㎜/個　●重量：1.38 ㎏/個
●車輪ストッパー付
●実用新案第 3081322 号　●埋め込みタイプ　●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。

■着脱式サポートアーム
■アジャスターボルト（2 点）
■ジャッキボルト（4 点）

 大関さん 

 ピアノ補助キャスター 
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GENIO

超薄型非接触光センサー

連打性の優れた超薄型非接触光センサー
超薄型キーセンサーで無理無く取付けできます。
あらゆるアコースティックピアノに取付けできます。

○連打性の優れた最新性能

○薄型キーセンサーで無理なく取付けできます。

○あらゆるアコースティックピアノに取付け
できます。

モデル GENIO Classic α GENIO Premium α

音源 フランス DREAM社製 SAM9708（イタリアファツオリピアノサンプリング）

鍵盤センサー 超薄型非接触光センサー

ペロシティー 128段階

タッチ感度 5段階調整

鍵盤感度調整 鍵盤毎　個別調整可能

ペダル機能 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）

音源メモリ容量 384MB

最大同時発音数 128音

リバーブ 000～ 127

メトロノーム機能 テンポ : 25～ 250 ， 音量 : 0～ 9　1/2～ 2/4、1/4～ 4/8、1/8～ 9/8　8タイプ

ヘッドホーン端子 1/8× 2カ所

コントローラーサイズ W121× H26× D67㎜

MIDI端子 IN / OUT （MIDIモジュール別売オプション）

AUDIO端子 IN / OUT（STEREO）

USB端子 — 有

ピッチコントロール — 標準 440Hz（438=445Hz可変）

キートランスポーズ — 有± 24半音（2オクターブ）

デモ演奏 — 80曲

練習曲 — 216曲
（バイエル 106、チェルニー 30、ソナチネ 80）

録音再生 — 4トラック（約40,000音）

ディスプレイ 液晶ディスプレイ 128× 64 LCDディスプレイ

音色数 10 Pre set 17/User set 16

HP-3000 TH-03LM ATH-EP100

アナログ式の弱音装置はピアノ本体に大きな加工を施しません。

GENIO Classic α
アップライトピアノ ¥120,000 （+消費税）
グランドピアノ ¥220,000 （+消費税）
●取付料別途

GENIO Premium α
アップライトピアノ ¥150,000 （+消費税）
グランドピアノ ¥250,000 （+消費税）
●取付料別途

マフラーユニット  ピアノ弱音装置
GP専用　レバー式 オープン価格

UP専用　レバー式 ¥14,000 （+消費税）
●取付料別途

ヘッドホン
HP-3000 ¥3,000 （+消費税）
●ステレオ32Ω●再生周波数 20～ 20,000Ｈｚ

TH-03LM ¥3,000 （+消費税）
●ステレオ32Ω●再生周波数 25～ 19,000Ｈｚ
ATH-EP100 オープン価格
●ステレオ43Ω●再生周波数 18～ 22,000Ｈｚ
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