
お得意様　各位 2022年6月24日

　　　拝啓

　　　　貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。弊社総合カタログ「General Catalog Vol.16」掲載商品につきまして下記商品が

　　　価格改定となっております。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご確認の程お願い申し上げます。

敬具

≪商品スペック訂正・仕様変更≫

頁 品名 品番 色・柄 誤 正

70 GPフロントフレームカバー FFC-S スケルトン ¥7,500 ¥7,800

≪価格改定≫

頁 品名 品番 色・柄 変更前 変更後 改定日

45 ピアノトップカバー PT-ME ｴﾝｼﾞ ¥4,500 ¥4,800 2021年7月1日

ピアノトップカバー PT-VE ｴﾝｼﾞ ¥3,000 ¥3,800 2021年7月1日

ピアノトップカバー PT-101EN ｴﾝｼﾞ ¥4,000 ¥4,300 2021年7月1日

ピアノトップカバー PT-101BK ﾌﾞﾗｯｸ ¥4,000 ¥4,300 2021年7月1日

46 ハイトップカバー HTB-SBKR ¥3,000 ¥3,500 2022年6月1日

27・47 グランドピアノ譜面台カバー Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ¥3,000 ¥3,500 2022年6月1日

別注タイプ ¥4,000 ¥4,500

54・85 グランドピアノ用防湿ｶﾊﾞｰ GP-PAH 総奥行～160㎝未満 ¥48,000 ¥55,000 2022年6月1日

総奥行160～170㎝未満 ¥50,000 ¥57,000

総奥行170～180㎝未満 ¥52,000 ¥59,000

総奥行180～190㎝未満 ¥55,000 ¥62,000

総奥行190～200㎝未満 ¥56,000 ¥63,000

総奥行200～220㎝未満 ¥58,000 ¥65,000

総奥行220～240㎝未満 ¥65,000 ¥72,000

総奥行240～260㎝未満 ¥70,000 ¥77,000

総奥行260～280㎝未満 ¥75,000 ¥82,000

総奥行280～295㎝未満 ¥80,000 ¥87,000

56 アップライトピアノフルカバー UP-SBKR YUS1タイプ ¥16,000 ¥19,000 2022年6月1日

YUS3タイプ ¥17,000 ¥20,000

グランドピアノフルカバー GP-SBKR A1・GB1K用 ¥15,000 ¥18,000 2022年6月1日

C1X用 ¥15,500 ¥18,500

C2X用 ¥16,000 ¥19,000
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C3X用 ¥17,000 ¥20,000

CF4・S4B用 ¥17,500 ¥20,500

C5X用 ¥18,000 ¥21,000

CF6・C6X・S6B用 ¥19,500 ¥22,500

C7X用 ¥20,000 ¥23,000

CFX・CFⅢ用 ¥24,000 ¥27,000

アップライトピアノフルカバー UP-SBKR 高さ～１１０㎝未満 ¥17,000 ¥21,000 2022年6月1日

高さ110～120㎝未満 ¥18,000 ¥22,000

高さ120～130㎝未満 ¥20,000 ¥24,000

高さ130～140㎝未満 ¥21,000 ¥25,000

グランドピアノフルカバー GP-SBKR 総奥行～１６０㎝未満 ¥17,000 ¥21,000 2022年6月1日

総奥行160～170㎝未満 ¥17,500 ¥21,500

総奥行170～180㎝未満 ¥18,000 ¥22,000

総奥行180～190㎝未満 ¥19,000 ¥23,000

総奥行190～200㎝未満 ¥19,500 ¥23,500

総奥行200～220㎝未満 ¥20,000 ¥24,000

総奥行220～240㎝未満 ¥21,000 ¥26,000

総奥行240～260㎝未満 ¥23,000 ¥28,000

総奥行260～280㎝未満 ¥25,000 ¥30,000

総奥行280～295㎝未満 ¥28,000 ¥33,000

62 ガス圧式ピアノ高低自在椅子 484SN-Heft-01A ¥140,000 ¥168,000 2022年6月25日

ガス圧式ピアノ高低自在椅子 484SN-01A ¥120,000 ¥144,000

63 ピアノ専用椅子 No.5A ¥40,000 ¥55,000 2022年5月25日

65・81 キーボード椅子 KB-66 ¥6,500 ¥7,000 2022年7月1日

69 アシストペダル ASP-2 ¥5,800 ¥7,600 2022年8月1日

アシストハイツール ASH-V ¥4,300 ¥5,700

ハイツールセット HS-V ¥10,100 ¥13,300

アシストスツール ASS-V ブラック ¥15,300 ¥17,500

ウォルナット ¥20,500

アシストセット ブラック ¥25,400 ¥30,800

ウォルナット ¥33,800

70 ヤマハ「Safety-Arm] SA-1 ¥9,800 ¥12,000 2021年10月1日

71 トレーニングボード Ｔ-80 ¥2,400 ¥2,500 2021年9月21日

72 ピアノ敷板 UP-SI ブラック ¥1,900 ¥2,300 2021年12月1日

UP-SI ウォルナット、マホガニー ¥2,200 ¥2,600

73 スパーピアノストップ GP用　茶 ¥18,000 ¥17,000 2021年5月1日

GP中型ＷキャスターＹタイプ ¥19,500 ¥20,000

GP中型ＷキャスターKタイプ ¥18,500 ¥20,000

防振ゴム台　UP（BK） RD-UP ブラック ¥12,000 ¥12,500 2022年5月10日

ブラウン ¥13,500 ¥14,000

RD-GP ブラック ¥15,500 ¥16,000



防振ゴムマット RM-UP 1cm厚 ¥4,300 ¥4,800 2022年5月10日

2cm厚 ¥6,800 ¥7,300

RM-GP 1cm厚 ¥9,800 ¥10,300

2cm厚 ¥16,500 ¥17,000

防振敷板（ＵＰ用） RM-SI ¥9,800 ¥10,300 2022年5月10日

74 フラットボード　60㎝　 ＦＢ 全色 ¥20,000 ¥22,000 2022年6月1日

フラットボード　70㎝ ＦＢ 全色 ¥22,000 ¥24,000

防音断熱フラットボード静　60㎝ ＦＢＳ 全色 ¥32,000 ¥34,000

防音断熱フラットボード静　70㎝ ＦＢＳ 全色 ¥43,000 ¥45,000

オプションボード ＯＰＢ 全色 ¥3,000 ¥3,500

オプションボード静 ＯＰＢ-Ｓ 全色 ¥4,500 ¥5,000

76 ピアノテックス PTX-UP ¥51,000 ¥58,000 2021年8月1日

79 あんしんくん UP-ANS ¥3,500 ¥4,500 2021年9月1日

ニューキャストップ敷板 NCP-UP ¥23,000 ¥26,000 2021年9月1日

フトーゴム台　UP FTG-D 黒 ¥18,500 ¥19,500 2022年5月10日

茶 ¥20,500 ¥21,500

フトーゴム台  GP FTG-D 黒 ¥17,500 ¥18,500 2022年5月10日

茶 ¥20,000 ¥21,000

81 キーボードスタンド ＫＳ-29 ¥3,000 ¥3,500 2022年7月1日

ハ-キュレスキーボードスタンド KS120B ¥6,500 ¥7,500 2021年12月1日

83 UFOインシュ　（固定キット付き） ｼﾝｸﾞﾙｷｬｽﾀｰ用 ¥60,000 ¥65,000 2022年6月15日

UFOインシュ　（固定キット付き） ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬｽﾀｰ用 ¥60,000 ¥65,000 2022年6月15日

85 ダンプチェイサー標準セット D-J48-HS 25ワット ¥20,500 ¥26,000 2022年5月20日

15ワット ¥20,500 ¥26,000

ダンプチェイサー除湿器 J48-AEP 25ワット ¥9,500 ¥11,000

15ワット ¥9,500 ¥11,000

ダンプチェイサー湿度自動調節器 ＪＨ－2 ¥12,000 ¥15,000

86 ピーコックお手入れセット（艶出し） Y-GLOSS ¥2,200 ¥2,230 2021年11月1日

87 クリーンクロス SC-30M イエロー ¥270 ¥300 2021年11月1日

クリーンクロス SC-45L 全色 ¥430 ¥470 2021年11月1日

88 ニッコーメトロノーム　スタンダード №221 アイボリー ¥4,800 ¥5,000 2022年4月1日

№245 ブリリアントレッド ¥4,800 ¥5,000

№226 ブラック ¥4,800 ¥5,000

№233 パールピンク ¥4,800 ¥5,000

№234 パールブルー ¥4,800 ¥5,000

№236 パールイエロー ¥4,800 ¥5,000

ニッコーメトロノーム　スタンダード　PLUS №241 ラベンバー ¥4,800 ¥5,000 2022年4月1日

№242 フレッシュグリーン ¥4,800 ¥5,000

№243 アクアマリン ¥4,800 ¥5,000

セイコー振り子ﾒﾄﾛﾉｰﾑ SPM320 全色 ¥4,800 ¥5,000 2022年6月1日

SPM400 全色 ¥5,200 ¥5,300



89 セイコー振り子ﾒﾄﾛﾉｰﾑ WPM1000 全色 ¥18,000 ¥25,000 2022年6月1日

ニッコー木製ﾒﾄﾛﾉｰﾑ №103 シルバー ¥15,000 ¥18,000 2022年4月1日

№104 ゴールド ¥16,000 ¥19,000

№610 奏 ¥7,500 ¥10,500

ニッコー木製ミニﾒﾄﾛﾉｰﾑ №331 ナチュラル ¥6,900 ¥10,000 2021年4月1日

№332 ワインレッド ¥7,500 ¥10,500

ウィットナーメトロノーム No.813M ¥19,000 ¥20,900 2021年9月1日

No.880-210 ¥13,500 ¥15,900

No.880-260 ¥13,500 ¥15,900

90 ニッコー木製ジャンボメトロノーム №110-H 取っ手付き ¥33,000 ¥36,000 2022年4月1日

91 クオーツメトロノーム SQ200 ¥7,800 ¥8,200 2022年6月1日

SQ70 ¥7,800 ¥8,200

SQ60 全色 ¥5,500 ¥5,900

SQ50V ¥4,500 ¥4,700

ディジタルメトロノーム DM51 全色 ¥2,700 ¥2,900 2022年6月1日

DM71 全色 ¥2,900 ¥3,100

DM110 全色 ¥3,500 ¥3,700

92 メトロノーム＆チューナー STH200 全色 ¥4,000 ¥4,200 2022年6月1日

コルグチューナー＆メトロノーム TM-60 全色 ¥4,000 ¥4,400 2022年4月1日

93 大正琴チューナー ＳＴ300 ¥9,900 ¥10,300 2022年6月1日

チューナー用マイク STM30 全色 ¥2,000 ¥2,100 2022年6月1日

コルグチューナー用マイク CM-300 全色 ¥2,000 ¥2,200 2022年4月1日

94 木製譜面スタンド YMS GC,MN,TR ¥44,800 ¥49,500 2022年2月1日

95 マンハセット譜面台 M-50 ¥13,500 ¥15,300 2022年7月1日

M-48 ¥10,300 ¥11,800

96 キクタニ譜面台 KMS-7Ｂ ¥3,500 ¥3,800 2022年7月1日

キクタニ譜面台 KMS-3 ¥2,800 ¥3,600 2022年4月1日

キクタニ譜面台 KMS-3B ¥2,800 ¥3,600 2022年4月1日

キクタニ卓上譜面台 MTS-1 ¥2,000 ¥2,500 2022年4月1日

97 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ/ｺﾙﾈｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ DS510BB ¥3,200 ¥3,600 2021年12月1日

ﾌﾘｭ-ｹﾞﾙﾎﾙﾝ/ｿﾌﾟﾗﾉｻｯｸｽｽﾀﾝﾄﾞ DS531BB ¥3,300 ¥3,600 2021年12月1日

ﾌﾙ-ﾄ/ｸﾗﾘﾈｯﾄDXｽﾀﾝﾄﾞ DS640BB ¥3,300 ¥3,600 2021年12月1日

ｱﾙﾄ/ﾃﾅ-ｻｯｸｽｽﾀﾝﾄﾞ DS530BB ¥3,800 ¥4,100 2021年12月1日

ﾍﾟｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ- DS503B ¥1,400 ¥1,600 2021年12月1日

ハーキュレス譜面台 BS050B ¥3,000 ¥3,400 2021年12月1日

ウィットナー譜面台 961D ¥3,800 ¥4,100 2021年9月1日

99 ミュージックフルーツシェイカー 赤リンゴ・青リンゴ・ミニトウモロコシ ¥500 ¥660 2022年2月1日

キウイ・ニガウリ・イチゴ ¥700

レモン・バナナ・ドングリ・ピーナッツ ¥740

マンゴ ¥920

メキシカンマンゴ ¥600 ¥1,000



ギロ/シェイカー トウモロコシ ¥1,500 ¥1,760 2022年2月1日

カワイトイピアノ 1141 ブラック ¥16,800 ¥21,000 2022年4月1日

1163 レッド ¥13,800 ¥15,800

1151 ブラック ¥13,800 ¥16,800

1152 ホワイト ¥13,800 ¥16,800



お得意様　各位 2022年6月24日

　　　拝啓

　　　　貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。弊社ギフトカタログ「Musical Best Gift 2022」掲載商品につきまして

　　　下記商品が価格改定となっております。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご確認の程お願い申し上げます。

敬具

掲載ページ ご注文番号 改定前 改定後 改定時期

１ページ DE1015-01 厚手ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾚｯｽﾝﾄｰﾄ ﾅﾁｭﾗﾙ ¥1,600 \1,100 （値下げ） 5月25日

DE1015-02 厚手ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾚｯｽﾝﾄｰﾄ ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ

DE4015-01 レッスントートバッグ　ブラック ¥1,500 \1,000 （値下げ）

DE4015-02 レッスントートバッグ　アイボリー

DE9015-01 ミニトートバッグ　ブラック ¥1,200 \800 （値下げ）

DE9015-02 ミニトートバッグ　アイボリー

６ページ JY0115-03 ペンケース　ピアノブラック ¥650 ¥700 5月10日

JY0115-04 ペンケース　ピアノブルー ¥650 ¥700

７ページ VC9215-01 ランチトートバッグ　vivace　 ¥920 \600 （値下げ） 5月25日

１０ページ JY8015-02 ガラスフォトフレーム　マーチングバンド ¥800 ¥1,000 5月10日

JY8015-03 ガラスフォトフレーム　ピアノ

JY8515-03 掛置時計　ファンシーミュージック ¥850 ¥1,200

JY8515-04 掛置時計　クラシカルミュージック

JY8515-05 掛置時計　マーチングバンド

NA6615-01 ネイルカッター　鍵盤 ¥650 ¥700 7月1日

NA6615-03 ネイルカッター　譜面

２０ページ BF0015-01 ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｧｲﾙ ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ用ﾘﾌｨｰﾙ ¥1,200 ¥1,500 4月1日

BF1015-01 バンドファイル　ブラック ¥1,400 ¥1,700

BF1015-02 バンドファイル　ピンク

BF1015-03 バンドファイル　ブルー

BF1015-04 バンドファイル　パープル

BF1815-01 バンドファイル（バインダータイプ）　 ¥2,100 ¥2,500

BF1815-02 バンドファイル（バインダータイプ）　ﾊﾟｰﾌﾟﾙ

BF2115-01 バンドファイル コーラス用  　 ¥1,200 ¥1,500

BF3615-01 バンドファイル オーケストラ用　 ¥3,900 ¥4,900

２７ページ NA0415-01 コンサートピアノ型鉛筆削り　ブラック ¥400 ¥500 7月1日
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