
 

■寸法／約 43×34×13～23cm ■重量／約 6.8kg 

■無段階ネジ式（両ハンドル） 

ピアノ補助台 AX-100α 

\42,900（税抜\39,000） 

\45,100（税抜\41,000） 

ブラック 

ピアノ補助台 AX-51 

\11,000（税抜\10,000）  

■寸法／約 42×30×12～22cm 

■重量／約 4.7kg 

■無段階ネジ式（片ハンドル） 

アシストキャリングバッグ 

AS-CB 

\3,520（税抜\3,200） 

アシストセット専用のキャリングバッグ 

■ペダルに装着するペダルパーツ＆専用足置き台のセット 

※スツールの色をブラック・ウォルナットよりお選びください 

アシストペダルセット 

\33,880（税抜\30,800） 

\37,180（税抜\33,800） 

ブラック 

アシストペダル 

補助ペダル用バッグ 

\4,180（税抜\3,800） 

■寸法／約 51×40×23cm 

■AX-100α・AX-75 収納可能 

＼あと少し！ペダルまで足が届かない方に／ 

ピアノ補助ペダル・補助台 

2022 

身長目安 １１０～130cm 

ペダル押さえは L 字型になっている

ため、ピアノ本体のペダルにしっかり

フィット！ 

身長目安 １30cm～ 

ピアノアクセサリー 

ピアノ補助台 AX-75 

\26,950（税抜\24,500） 

■寸法／約 43×38×13～23cm 

■重量／約 4.9kg 

■無段階ネジ式（片ハンドル） 

両手を入れてペダル押さえの高さが 

調節できる！ 

右側に特化したデザインのため、ピアノ

のペダルがよく見える設計。セッティン

グしやすくなりました。 

使用頻度の高い右側に特化した補助ペダル 

NEW 

譜面台カバー GFC-SBKR 

\3,850（税抜\3,500） 

タイプⅠ 

製造年 2007 年 6 月以前の 

ヤマハ C1～C7 

製造年 2007 年 6 月以降の 

ヤマハ C1A～C7A 

タイプⅡ 

製造年 2012 年 10 月以降の 

ヤマハ C1X～C7X 

タイプⅢ 

ご注文時にタイプⅠ～Ⅲをお選びください 

背付き椅子カバー 

CK-440 BK・EN・BE 

\3,830（税抜\3,500） 

ベンチ椅子カバー 

CY-440 BK・EN・BE 

\3,300（税抜\3,000） 

ペダルカバー 

PP-TDX WR・BE 

\3,080（税抜\2,800） 

BE（ベージュ） 

※角型ペダル・大きく湾曲したペダルなど 

 ペダルの形状によっては対応できない 

 場合があります 

WR（ワインレッド） 

BK 
（ブラック） 

EN 
（エンジ） BE 

（ベージュ） 

幅 56×奥行 36cm 両ハンドルの椅子に対応 

譜面台を 

小さな傷から 

守ります 

アシストペダル ASP-Ⅱ 

\8,360 
（税抜\7,600） 

アシストハイツール ASH-V ハイツールセット HS-V アシストスツール ASS-V 

\6,270 
（税抜\5,700） 

\14,630 
（税抜\13,300） 

ペダルに装着する事でペダルが長くなり、

テコの原理で操作を軽くします。 

アシストペダルにセットする事

で高さ調節ができるようにな

ります。 

アシストペダル（ASP-Ⅱ） 

＆ハイツール（ASH-V） 

アシストペダル専用の高さ調節

できる足置き台です 

\19,250 
（税抜\17,500） 

\22,550 
（税抜\20,500） 



 

ピアノ防音グッズ 

ピアノ椅子 

■寸法／約 56×34.5×47～54cm ■重量／約 11.2kg 

■両ハンドル 

ピアノ椅子 Y-30 

\27,500（税抜\25,000） ブラック 

\29,700（税抜\27,000） 

\29,700（税抜\27,000） 

\29,700（税抜\27,000） 

ピアノ椅子 Y-30N 

\33,000（税抜\30,000） ブラック 

\35,200（税抜\32,000） 

\35,200（税抜\32,000） 

\35,200（税抜\32,000） 

半艶ウォルナット 

Y マホガニー 

K マホガニー 
ブラック Y-30 

ブラック Y-30N 

油圧式ピアノ椅子 BH-2 

\71,500（税抜\65,000） 

■寸法／約 65×32×47～55cm 

■重量／約 13kg 

■油圧の関係で約 50kg 程度の負荷が必要です 

コンサート椅子 CS-6 

\59,400（税抜\54,000） 

■寸法／約 60×41×45～54cm 

■重量／約 12kg 

■両ハンドル 本革張り（中国製） 

フロントフレームカバー FFC 

\9,900（税抜\9,000） 

■寸法／約 137×34×0.4cm 

伸縮性の高く、音がこもりにくいジャージネットを使用 

フィンガード FIN-GD 

\7,920（税抜\7,200） 

■アップライトピアノ専用 

※一部使用できないピアノがあります 

Hydraulic Piano Bench 

ヨーロッパでは浸透している油圧式ピアノ椅子。スト

レス無くスムーズな高さ調節が可能です。ヨーロッパ

製の人気モデルは 10 万円を超える商品が多い中

で、この価格は魅力的です！ 

レッスングッズ 

2022 年 9 月発行 

ベージュ 

グレー 

ダークブラウン 

ベージュ 

グレー 

ダークブラウン 

カカトの高さが気になる方は 

オプションボードもセットで♪ 

●オプションボード 

\3,850（税抜\3,500） 

\5,500（税抜\5,000） 

●オプションボード静 

スーパーインシュ静 SP-IN 

\20,900 
（税抜\19,000） 

\15,675 
（税抜\14,250） 

UP 用 GP 用 

金属カップと床の間に空気の隙間が 

あるため、振動が床に伝わりにくい 

約 10mm 

ハンドエクササイザー 

AHF-03  

\1,320（税抜\1,200） 

握力と指の独立性を鍛える 

ハンドエクササイザー 

防音断熱フラットボード静 FBS 

\37,400（税抜\34,000） 奥行 60cm 

\49,500（税抜\45,000） 奥行 70cm 

パーチクルボードにカーペット張り 

※裏面には断熱・防音効果のあるホワイトキューオン付 

フラットボード FB 

\24,200（税抜\22,000） 奥行 60cm 

\26,400（税抜\24,000） 奥行 70cm 

パーチクルボードにカーペット張り 

■お取扱い店 

●カタログの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あります 

●品質向上のため、仕様は予告なく変更する場合があります 

●経済事情により、予告なく価格改定する場合があります 

●商品の取り付け費用は含んでおりません 

お願いとご注意 

ブルー 

グリーン イエロー 

ブラック 

330 
mm 

ピアノまわりを 

スッキリ収納♪ 

ピアノワゴン 

AS-PW30  

\11,000（税抜\10,000） 

■寸法／幅 300×290×520cm 

■重量／約 8.0kg 

※完成品出荷（組立不要） 

フロントフレームカバー FFC-S 

\8,580（税抜\7,800） 

■寸法／約 137×34×0.2cm 

透明塩ビ板製 

洗濯できるのでいつでもキレイに！ 

中のフレームを取り外すことで、外の

カバーを洗濯していつでもキレイな状

態にできます。 

アクションが見える透明タイプ！ 

透明感のある塩ビ板を使用している

ため中のハンマーアクションが見えて

設置時に違和感もありません。 

137cm以上 
反対側の同じ位置 

まで必要です 

取付方法を 

動画でチェック！ 


