Ｖol.５カタログ訂正表

ITOMASA SPLENDID SELECTION Vol.５
2021/7/7

イトマサ カタログVOL.5 訂正
①誤記訂正

訂正

定価

②追記商品
ピアノ椅子ＡＣ－１
ピアノ椅子ＡＣ－２

\15000(税込\16,500）
\17,000(税込\18,700)
\18,000(税込\19,800)
\20,000(税込\22,000)
\28,000(税込\30,800)
\30,000(税込\33,000)
\3,500(税込\3,850)
\4,000(税込\4,400)
\4,000(税込\4,400)
\4,500(税込\4,950)
\10,000(税込\11,000)
\12,000(税込\13,200)
\12,000(税込\13,200)
\15,000(税込\16,500)
\14,000（税込\15,400）

（廃番）

ピアノボード SPB700 ｸﾞﾚｰ/ﾍﾞｰｼﾞｭ
ピアノボード SPB1000 ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ
ピアノボード（断熱防音用） SPB700D ｸﾞﾚｰ/ﾍﾞｰｼﾞｭ
ピアノボード（断熱防音用） SPB1000D ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ
ペダルボード SPB700＋ ｸﾞﾚｰ/ﾍﾞｰｼﾞｭ
ペダルボード SPB1000＋ ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ
ペダルボード（断熱防音用） SPB700D＋ ｸﾞﾚｰ/ﾍﾞｰｼﾞｭ
ペダルボード（断熱防音用） SPB1000D＋ ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ
ｲﾝｼｭﾚｰﾀｰ 木製 M GP 黒 （内径π60）
ｲﾝｼｭﾚｰﾀｰ 木製 M GP ﾏﾎｶﾞﾆｰ ｳｫｰﾙﾅｯﾄ （内径π60）
ｲﾝｼｭﾚｰﾀｰ 木製 L GP 黒 （内径π90）
ｲﾝｼｭﾚｰﾀｰ 木製 L GP 色 （内径π90）
ｲﾝｼｭﾚｰﾀｰ 木製 LL GP 黒 （内径π120）

③廃番商品・変更
P.12
P.13
P.13
P.13
P.14
P.14
P.14
P.15
P.16
P.19
P.27
P.28
P.28
P.28
P.39
P.39
P.40
P.40
P.42
P.45

ピアノ補助ペダル ＡＵＤ
木製譜面スタンド WS-1
木製譜面スタンド WS-2
LEDクリップライト エスカルゴ
チェアマット
ヘッドホン TH-03LM
ヘッドホン HP-3000
乾燥剤 NOVA-EX
ボデー＆キースカット
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ防音ﾊﾟﾈﾙ 静音(しずかね) GPｰS
GP補助キャスター ドイツ製
ｲﾝｼｭﾚｰﾀｰ 木製L ＧＰ
ｲﾝｼｭﾚｰﾀｰ 木製LL ＧＰ
ピアノ敷板 Ｌ、Ｓ、電子オルガン用
スタンダードカバー 並製
スタンダードカバー 上製
レーストップカバーL227SB
レーストップカバーL227SO
トップカバー ﾕｷｺﾓﾝ
SEIKO クリップチューナー STX１N

P.12
P.12
P.12
P.12
P.12
P.12
P.12
P.15
P.16
P.16
P.16
P.16
P.18
P.18
P.18
P.32
P.32
P.32
P.32
P.32
P.37
P.39
P.39
P.45
P.45
P.45
P.45
P.45

フロントフレームＧＰ クリアー
ピアノ補助台 ＵＰ－Ｓ
ピアノ補助台 ＵＰ－D
アシストペダルASP-Ⅱ
アシストハイツールASH-V
アシストペダルハイツールセット
アシストセット
ピアノビニールカバー ＧＰ C3ｸﾗｽ迄
ピアノクリーン輝S
ピアノクリーン輝M
ヤマハピアノユニコンクロス
ヤマハピアノお手入れセット
毛ばたきMY-X
毛ばたきL
毛ばたきM
UPカバーさくら オールカバー S・Mサイズ
UPカバーさくら オールカバー 上記以外
UPカバーさくら ハーフカバー S・Mサイズ
UPカバーさくら ハーフカバー 上記以外
UPカバー さくら 新高低椅子カバー55.5×35.5㎝ 両スリット
GPカバー さくら 奥行サイズD、E
スタンダードカバー 並製
スタンダードカバー 上製
SEIKO 振り子メトロノーム SPM320
SEIKO 振り子メトロノーム SPM400
SEIKO クォーツメトロノーム SQ50V
SEIKO クォーツメトロノーム SQ60
SEIKO クォーツメトロノーム SQ70、SQ200

廃番
廃番
廃番
LEDクリップライト エスカルゴⅡへ変更
チェアマットⅡへ変更
廃番
ヘッドホンHP-3000αへ変更
廃番
ボデー＆キースカットEXへ変更
防音パネル静音（しずかね）GPーMへ変更
GP補助キャスター 日本製 ダブルモデルへ変更
廃番
廃番
廃番
表：ポリエステル100％ 裏：綿ネル100％
表：綿100％ 裏：綿ネル100％
レーストップカバー L-827SOへ商品名変更
レーストップカバー L-827SBへ商品名変更
廃番
廃番

改定

④価格改定

￥7,200（税込\7,920） →￥7,800（税込\8,580）
\9,000（税込\9,900） → \9,500(税込\10,450)
\12,000（税込\13,200） → \12,500（税込\13,750）
￥5,300（税込\5,830） → ￥5,800（税込\6,380）
￥3,900（税込\4,290） → ￥4,300（税込\4,730）
￥9,200（税込\10,120） → ￥10,100（税込\11,110）
￥24,500（税込\26,950） → ￥25,400（税込\27,940）
\1,200（税込\1,320） → ￥1,300（税込\1,430）
￥330（税込\363） → ￥420(税込\462)
￥500(税込\550） → ￥600（税込\660）
￥300（税込\330） → ￥340（税込\374）
￥2,300（税込\2,530） → ￥2,600（税込\2,860）
￥1,000（税込\1,100） → ￥1,200（税込\1,320）
￥2,800（税込\3,080） → ￥3,200（税込\3,520）
￥1,800（税込\1,980） → ￥2,000（税込\2,200）
\15,000（税込\16,500） → \16,000（税込\17,600）
¥17,000（税込\18,700） → \16,000（税込\17,600）
\14,000（税込\15,400） → \15,000（税込\16,500）
\16,000（税込\17,600） → \15,000（税込\16,500）
￥4,500（税込\4,950） → ￥5,500（税込\6,050）
\20,000（税込\22,000） → \21,000（税込\23,100）
別紙参照
別紙参照
￥4,500（税込\4,950） → ￥4,800（\5,280）
￥4,900（税込\5,390） → ￥5,200（\5,720）
￥4,200（税込\4,620） → ￥4,500（税込\4,950）
￥5,200（税込\5,720） → ￥5,500（税込\6,050）
￥7,400（税込\8,140） → ￥7,800（税込\8,580）
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