
①

②

④

①アシストペダル ASP-Ⅱ
　￥6,380( 税抜 \5,800）

②アシストハイツール ASH-V
　￥4,730( 税抜 \4,300)

①＋② アシストハイツールセット
　￥11,110( 税抜 \10,100)

③アシストスツール
　ブラック／ウォルナット ￥18,150( 税抜 \16,500)

①＋②＋③ アシストセット
　ブラック／ウォルナット ￥29,260( 税抜 \26,600)

④アシストキャリングバッグ
　￥3,520( 税抜 \3,200)

定番の
アシスト
シリーズ

設置イメージ

無段階
ネジ式

〈〈〈〈ラック式

補助ペダルの高さ調節
方法の違いを吉澤配信の
YouTube 動画で紹介！

AX-100α ブラック　￥42,900（税抜￥39,000）

ウォルナット　￥45,100（税抜￥41,000）
■品質／木製・レザー張り　■アップライトピアノ・グランドピアノ兼用
■無段階ネジ式高低（両ハンドル）　■サイズ／約 44×34×13 ～ 23cm
■重量／約 6.8kg

無段階
ネジ式

安定感抜群のワイド設計！

補助ペダルの定番が新たに進化して登場！

ブラック ウォルナット

AX-RH
ブラック　￥11,550（税抜￥10,500）
■品質／木製・レザー張り
■６段ワンタッチ（ラック）式高低　■サイズ／約 42×30×13 ～ 23.5cm
■重量／約 3.8kg　■段階がわかる目盛りシール付

AX-51
ブラック　￥11,000（税抜￥10,000）
■品質／木製・レザー張り
■無段階ネジ式高低（片ハンドル）　■サイズ／約 42×30×12 ～ 22cm
■重量／約 4.7kg

〈〈〈〈ラック式
無段階
ネジ式

ワンタッチで高さ調節！

人気のラック式補助台！

より安定性を求めた設計！

きめ細かい高さ調節！

Y-30 ブラック

￥27,500（税抜￥25,000）

■品質／木製・塩ビレザー張り 脚キャップ付
■両ハンドル
■サイズ／約 56×34×47 ～ 54cm
■重量／約 10.2kg　■日本製

CS-6　ブラック

￥55,000（税抜￥50,000）

■品質／木製・本革張り
■両ハンドル
■サイズ／約 60×41×45 ～ 54cm
■重量／約 12kg　■中国製

BH-2　ブラック

￥71,500（税抜￥65,000）

■品質／鉄製・塩ビレザー張り
■サイズ／座面：約 65×32×47 ～ 55cm
■重量／約 13kg　■韓国製
※ガス圧力の関係で約 50kg 程度の負荷が必要となります。

5K　ブラック

￥49,500（税抜￥45,000）

■品質／木製・塩ビレザー張り
■ラック式高低自在
■サイズ／約 39×43×90（座部 43 ～ 55cm）
■重量／約 8kg　■日本製（名陽木工製）

補助ペダル用バッグ
￥4,180（税抜￥3,800）
■ソフトケース仕様ショルダーベルト付
■サイズ／約 51×40×23cm

会場への持ち運びに！

カバーの中はフレーム入り。

鉛筆などが落下しても大丈夫！

カバーは音がこもりにくい

ジャージーネットを使用。

中のフレームを抜いて洗濯も可能！

鍵盤蓋による指の

挟み込みを防止！

FFC　GP フロントフレームカバー

￥8,800（税抜￥8,000）

■品質／ポリエステル＋MDF
■サイズ／約 137×34×0.4cm
■カバーにはジャージーネットを使用
　（伸縮性が高く、網目の細かいネット素材）

FIN-GD　フィンガード（レギュラー）

￥7,920（税抜￥7,200）

■品質／金属製 ローラー部ウレタン樹脂
■アップライトピアノ専用
■サイズ／約 10.8×4.7×2.2 ～ 8.4cm
※グランドピアノと同じタイプの鍵盤蓋を使用
　している機種、鍵盤蓋がスライド式・折りた
　たみ式の機種には使用できません。

定番のアシストシリーズといえばこちら！

ペダル押さえ固定ネジを
リニューアルしました！

本革

油圧式

洗える

ブラック

ウォルナット

③

ピアノを演奏するとき、お子様は無理な姿勢を
とっていませんか？ピアノは鍵盤の高さを自由
に変えることができません。そのため、お子様
自身がピアノの高さにあわせる必要があります。
ピアノ用椅子の高低機能により高さを合わせま
すと、今度は脚が宙に浮いてしまい、重心が不
安定となり演奏にも支障がでてきます。そのた
め、補助台・補助ペダルを用いて正しい姿勢を
安定させて演奏することが必要となるわけです。

補助台・補助ペダルは
なぜ必要？

お好みでチョイス♪１ミリ単位で細かく
　高さ調節がしたい！

とにかくはやく
　高さ調節がしたい！あなたは どちら？

おすすめ

ポイント

⬆
無段階調整で

自由な高さ調整

⬇

ワイド

⬅ ４４cm ➡
業界最大幅

ペダルおさえが
斜めにスライド

力がペダルに
伝わりやすい！

GFC-SBKR　グランドピアノ譜面台カバー

SBKR・Ⅰ（2007 年 6 月以前）　 ￥3,300（税抜￥3,000）

SBKR・Ⅱ（2007 年 6 月以降）　 ￥3,300（税抜￥3,000）

SBKR・Ⅲ（2012 年 10 月以降）　￥3,300（税抜￥3,000）
■品質／ポリエステル 100％　■カラー／表：黒　裏：赤
■生地／１級遮光生地（遮光率 99.99％）
■サイズ／ GFC-SBKR・Ⅰ：C1 ～ C7 用、GFC-SBKR・Ⅱ：C1A ～ C7A 用、GFC-SBKR・Ⅲ：C1X ～ C7X
　※A1・Z1・S4・S6 は除く
※上記機種以外の譜面台カバーも受注生産にて対応しております。詳しくはお問い合わせ下さい。
※別注タイプは譜面台カバーの型紙と厚さ（cm）が必要となります。尚、カバーの構造上、
　型紙どおりの形状にはなりませんので、ご了承ください。
※受注生産（別注タイプ）の商品は２週間程お時間を頂きます。
※一部対応出来ない機種もあります。ご確認下さい。

斜め外向きのつまみで

　　手が届きやすい！

キズから

守る

つまみがより長く　使いやすく！

⬆

⬆

補助台・補助ペダル・アシストシリーズ

ピアノ椅子＆ピアノ周辺グッズ



デザインメトロノーム

CW チャーミングホワイト

アイボリー　　　　ブリリアントレッド　　　　 ブラック　　　　      パールピンク         パールブルー　　     パールイエロー

ブラック　　　　  　シルバー        パールピンク 　   アクアブルー　    ミントグリーン

テンション調節が
指ごとに可能！

ブルー

イエロー

お願いとご注意

●表示価格は全て 税込価格（税抜価格）となっております。

●カタログに印刷された商品の色調は、実際の商品と多少異なる場合がございます。

●品質向上のために、仕様は予告なく変更す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。

●商品の取り付け費用は含んでおりません。

■お取扱い店

足元の安定

＋

防音 ・断熱効果

FBS 防音断熱フラットボード静

奥行 60cm タイプ　￥35,200（税抜￥32,000）

奥行 70cm タイプ　￥47,300（税抜￥43,000）

足元の安定

FB フラットボード

奥行 60cm タイプ　￥22,000（税抜￥20,000）

奥行 70cm タイプ　￥24,200（税抜￥22,000）

■品質／パーチクルボードにパンチカーペット張り
        FBS：裏面にホワイトキューオン（吸音材）
■サイズ／ FBS・奥行 60cm：約 160×60×2.5cm（中央部約 42cm）
　　　    FBS・奥行 70cm：約 160×70×2.5cm（中央部約 42cm）
　　　　　 FB・奥行 60cm：約 160×60×1.8cm（中央部約 42cm）
　　　　　 FB・奥行 70cm：約 160×70×1.8cm（中央部約 42cm）
■パーチクルボード、パンチカーペットにはホルムアルデヒト対策品を使用。
■奥行 70cm のタイプは防振・防音インシュレーター対応となります。

ダークブラウン　　　　   グレー

ベージュ

ダークブラウン　　　　    グレー

ベージュ

FBSｲﾒｰｼﾞ

フラットボードの裏側に、防音・断熱効果のあるホワイトキューオンを

貼り合わせた商品です。階下に響く鍵盤叩く打鍵音を軽減し、床暖房か

らの熱を遮断することによって、熱によるピアノの過乾燥を防ぎます。

￥5,390（税抜￥4,900）

■品質／プラスチック製
■サイズ／ 11.4×20.2×11.9cm
■重量／ 398g
■テンポ／ 40 ～ 208 回／分
　2,3,4,6 拍子ベル付

ウィットナーメトロノーム

813M
￥22,990（税抜￥20,900）

■品質／木製
■サイズ／ 11.7×23×11.7cm
■重量／ 450g
■テンポ／ 40 ～ 208 回／分
　2,3,4,6 拍子ベル付

ニッコーメトロノーム　スタンダード
￥5,280（税抜￥4,800）

■品質／プラスチック製　■サイズ／ 11×20.7×11.7cm　■重量／ 490g

■テンポ／ 40 ～ 208 回／分 　2,3,4,6 拍子ベル付

セイコーデジタルメトロノーム

DM71
￥3,190（税抜￥2,900）
■サイズ／ 5.4×8.6×1.2cm
■重量／約 45g（電池含む）
■テンポ／ 30 ～ 250 回／分
■拍子／ 0～ 7,2 ～ 4 連符 ,2 連後打ち ,
        3 中抜き ,4 連中抜き
■電源／ CR2032　■Φ3.5mm モノラルジャック

快適なピアノライフを

足元からサポート！

ここちよい木製独特の響き♪

ハンドエクササイザ―

AHF-03
￥1,320（税抜￥1,200）
■各指ごとにテンションをエキストラライト
　からミディアムまで調整できます。
　（約 1.8kg ～ 3.2kg）

ヘッドホン

HP-3000α
￥3,300（税抜￥3,000）

■ステレオ 32Ω
■再生周波数／ 20 ～ 20,000Hz
■コード／ 2.0m

エンペックス

温・湿度計

TM-713
￥2,750（税抜￥2,500）

■品質／天然木
■サイズ／ 14.7×14×3.8cm
■重量／ 330g（箱含む）

グランドピアノカバー

GP-602DR/DB 

■品質／アクリル 55%　ポリエステル 45％
■カラー／ダークローズ・ダークブラウン
■生地／犬楽器柄（鍵盤ダックス・木琴プードル） ジャガード織
※椅子カバーは別売です

グランドピアノカバー

GP-690CI

■品質／ポリエステル 100%
■カラー／アイボリー
■生地／音符＆ロープ柄ジャガード織
※椅子カバーは別売です

グランドピアノフルカバー

GP-603CP

■品質／アクリル 55％　ポリエステル 45％　■カラー／ライトピンク
■生地／桜楽譜柄ジャガード織　※椅子カバーは別売です

DB ダークブラウン

2022 年 2 月発行

ブラック

グリーン

160cm 未満      ￥20,900（税抜￥19,000）

160 ～ 170cm 未満  ￥22,000（税抜￥20,000）

170 ～ 180cm 未満  ￥23,100（税抜￥21,000）

180 ～ 190cm 未満  ￥24,200（税抜￥22,000）

190 ～ 200cm 未満  ￥25,300（税抜￥23,000）

200 ～ 220cm 未満  ￥27,500（税抜￥25,000）

160cm 未満      ￥28,600（税抜￥26,000）

160 ～ 170cm 未満  ￥29,700（税抜￥27,000）

170 ～ 180cm 未満  ￥30,800（税抜￥28,000）

180 ～ 190cm 未満  ￥31,900（税抜￥29,000）

190 ～ 200cm 未満  ￥34,100（税抜￥31,000）

200 ～ 220cm 未満  ￥36,300（税抜￥33,000）

160 未満　　　　  ￥18,700（税抜￥17,000）

160 ～ 170cm 未満  ￥19,800（税抜￥18,000）

170 ～ 180cm 未満  ￥20,900（税抜￥19,000）

180 ～ 190cm 未満  ￥22,000（税抜￥20,000）

190 ～ 200cm 未満  ￥23,100（税抜￥21,000）

200 ～ 220cm 未満  ￥25,300（税抜￥23,000）

①グランドピアノカバーはお客様のピアノに合わせてお作りします。
　ご注文の際はピアノの メーカー・機種・製造番号 をご提示ください。
②グランドピアノカバーの価格は、ピアノの総奥行き寸法によって変わります。
　表記外寸法のピアノをお持ちの場合は総合カタログをご参照願います。
③弊社に型紙が無い場合や、ピアノの機種によっては採寸・型紙が必要となる
    場合があります。

どのお部屋にもマッチする落ち着いたアイボリー

犬と楽器のコラボレーション

DR ダークローズ受注生産

受注生産

受注生産

総 

奥 

行

総 

奥 

行

総 

奥 

行

フラットボード静＆フラットボード

　　　メトロノーム

「さくら」と「音符」のコラボ柄

新年度・新学期

新生活に…

ピアノカバーの掛替えは

いかがですか？

レッスングッズ＆グランドピアノカバー

お引越し・ピアノ移動時にも！


