Ｖol.５カタログ訂正表

イトマサ カタログVOL.5 訂正
①誤記訂正

ITOMASA SPLENDID SELECTION Vol.５

定価

②追記商品
ピアノ椅子ＡＣ－１
ピアノ椅子ＡＣ－２

2022/6/3
訂正

\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）
￥550（税込\605）
\4,500(税込\4,950)

（廃番）
（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）
キースカットEX
サブパネル 断熱防音用 ｸﾞﾚｰ/ﾍﾞｰｼﾞｭ/黒/木目調

③廃番商品・変更
P.2
P.5
P.6
P.6
P.7
P.7
P.7
P.12
P.12
P.13
P.13
P.13
P.14
P.14
P.14
P.15
P.16
P.16
P.18
P.18
P.18
P.19
P.25
P.25
P.27
P.28
P.28
P.28
P.39
P.39
P.40
P.40
P.40
P.40
P.40
P.42
P.42
P.43
P.45
P.45
P.45

ピアノ椅子ACへ変更
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
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
廃番
廃番
廃番
廃番
防音パネル静音（しずかね）GPーMへ変更
ビッグパネル680へ変更
ビッグパネル680断熱防音用へ変更
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
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番

ピアノ椅子ＡＣ－1,AC－２
背付ピアノ椅子 №５S ｻｸﾗﾚｻﾞｰ
ピアノ椅子 ＡＥＣ－Ｗ 黒
ピアノ椅子 ＡＥＣ 黒
ピアノ椅子 ＡＥＣ 半艶ｳｫｰﾙﾅｯﾄ
ピアノ椅子 ＡＤ ｻｸﾗﾚｻﾞｰ
ピアノ椅子 ＡＤS ｻｸﾗﾚｻﾞｰ
ピアノ椅子 ＡＰ７０ 黒
ヤマハＧＰ補助譜面台
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
ファルカスF140防錆潤滑剤 180ml ｽﾌﾟﾚｰ
コルグ消音ユニット KHP-2500 アップライト用
（新）コルグ消音ユニット KHP-2500L スピーカー付き アップライト用
コルグ消音ユニット KHP-5000 グランド用
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
ビッグパネル ｸﾞﾚｰ/ﾍﾞｰｼﾞｭ
ビッグパネル 断熱防音用 ｸﾞﾚｰ/ﾍﾞｰｼﾞｭ
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
レーストップカバー L-130DL
レーストップカバー LC-239WR
レーストップカバー LC-267CR
トップカバー 124KO
トップカバー ﾕｷｺﾓﾝ
トップカバー ブルージュ ②ティーグリーン
SEIKO 振り子メトロノーム WPM2000
SEIKO クリップチューナー STX１N
SEIKO クォーツ振り子メトロノーム EPM5000
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ITOMASA SPLENDID SELECTION Vol.５
改定

④価格改定
P.2
P.2
P.2
P.2
P.2
P.3
P.3
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.5
P.5
P.5
P.5
P.6
P.6
P.6
P.6
P.6
P.7
P.7
P.7
P.7
P.8
P.8
P.8
P.8
P.8
P.11
P.11
P.11
P.11
P.12
P.12
P.12
P.12
P.12
P.12
P.12
P.12
P.13
P.13
P.15
P.15
P.15
P.15
P.16
P.16
P.16
P.16
P.18
P.18
P.18
P.19
P.25
P.26
P.26
P.26
P.27
P.28
P.28
P.28
P.32
P.32
P.32
P.32
P.32
P.37
P.39
P.39

¥36,000(税込\39,600) → ¥40,000（税込\44,000）
¥39,000(税込\42,900) → ¥43,000（税込\47,300）
¥36,000(税込\49,600) → ¥40,000（税込\44,002）
¥38,000(税込\41,800) → ¥42,000（税込\46,200）
¥40,000(税込\44,000) → ¥44,000（税込\48,400）
¥28,000（税込\30,800） → \33,000（税込\36,300）
¥23,000（税込\25,300） → \24,000（税込\26,400）
¥18,000（税込\19,800） → \20,000（税込\22,000）
¥18,000（税込\19,800） → \20,000（税込\22,000）
¥20,000（税込\22,000） → \22,000（税込\24,200）
¥19,000（税込\20,900） → \21,000（税込\23,100）
¥22,000（税込\24,200） → \25,000（税込\27,500）
¥20,000（税込\22,000） → \22,000（税込\24,200）
¥20,000（税込\22,000） → \22,000（税込\24,200）
¥22,000（税込\24,200） → \24,000（税込\26,400）
¥23,000（税込\25,300） → \25,000（税込\27,500）
\21,000（税込\23,100） → \23,000（税込\25,300）
¥23,000（税込\25,300） → \25,000（税込\27,500）
\25,000（税込\27,500） → \27,000（税込\29,700）
\16,000（税込\17,600） → \18,000（税込\19,800）
\16,000（税込\17,600） → \18,000（税込\19,800）
¥18,000（税込\19,800） → \20,000（税込\22,000）
¥21,000（税込\23,100） → \24,000（税込\26,400）
¥13,000（税込\14,300） → \15,000(税込16,500)
\34,000(税込\37,400) → \38,000(税込¥41,800)
¥12,000（税込\13,200） → \14,000(税込15,400)
¥19,000（税込\20,900） → \20,000（税込\22,000）
\21,000（税込\23,100） → \22,000（税込\24,200）
\22,000（税込\24,200） → \23,000（税込25,300）
\24,000（税込\26,400） → \25,000（税込27,500）
¥17,800(税込¥19,580) → \18,500(税込20,350)
\18,800(税込\20,680) → \19,500(税込¥21,450)
\8,200(税込9,020) → \9,500(税込¥10,450)
¥9,200(税込\10,120) → \10,500(税込\11,550)
¥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）
\15,300（税込\16,830） → \16,500（税込\18,150）
￥24,500（税込\26,950）→￥25,400（税込\27,940）→ \26,600(税込\29,260）
\3,800(税込4,180) → \4,100（税込4,510）
\2,000(税込\2,200) → \1,800(税込\1,980）
\1,200（税込\1,320） → ￥1,300（税込\1,430）
¥9,500（税込\10,450） → \11,000（税込\12,100）
¥12,000（税込\13,200） → \15,000（税込\16,500）
¥20,500（税込\22,550） → \26,000（税込\28,600）
￥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）
\110,000（税込¥121,000） → \120,000（税込\132,000）
¥4,000（税込¥4,400） → ¥5,000（税込¥5,500）
\19,000（税込¥20,900） → \23,000(税込\25,300)
\30,000(税込\33,000) → \40,000(税込\44,000)
\49,000(税込¥53,900) → \54,000(税込¥59,400)
\8,000（税込\8,800） → \9,000（税込\9,900）
\23,000(税込\25,300) → \26,000(税込\28,600)
￥1,900(税込￥2,090) → \2,300(税込￥2,530)
￥2,200(税込￥2,420) → ¥2,600(税込￥2,860)
\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

背付ピアノ椅子 №５ 黒
背付ピアノ椅子 №５ ﾏﾎ/Yﾏﾎ/ﾅｯﾄ
背付ピアノ椅子 №５B 黒
背付ピアノ椅子 №７ 黒
背付ピアノ椅子 ＤＥＸ 黒
ピアノコンサート椅子 GC 黒
ピアノコンサート椅子 AX 黒
ピアノコンサート椅子 AE 黒
ピアノコンサート椅子 AE 黒 2脚単位
ピアノコンサート椅子 AE ﾏﾎ/Yﾏﾎ/ﾅｯﾄ
ピアノコンサート椅子 AE-DX
ピアノコンサート椅子 AE 特注色 艶ﾅｯﾄ/ﾁｰｸ/ﾎﾜｲﾄ
ピアノ椅子 AE601 黒
ピアノ椅子 AE-W 黒
ピアノ椅子 AE-W ﾅｯﾄ
ピアノ椅子 AES-W 黒
ピアノ椅子 AES 黒
ピアノ椅子 AES ﾏﾎ/Yﾏﾎ/ﾅｯﾄ
ピアノ椅子 AES 特注色 艶ﾅｯﾄ/ﾁｰｸ/ﾎﾜｲﾄ
ピアノ椅子 AS 黒
ピアノ椅子 AS 黒 3脚単位
ピアノ椅子 AD
ピアノ椅子 ADS 黒
ピアノ椅子（ｽﾁｰﾙ椅子）AP50
親子連弾椅子 黒
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾟｱﾉ椅子（ｽﾁｰﾙ製）AP-BK、AP-R、AP-WH
ピアノ椅子 AN 黒
ピアノ椅子 AN ﾏﾎ/Yﾏﾎ/ﾅｯﾄ
ピアノ椅子 ANS 黒
ピアノ椅子 ANS ﾏﾎ/Yﾏﾎ/ﾅｯﾄ
ピアノ補助ペダルP-33 黒
ピアノ補助ペダルP-33 茶
ピアノ高低補助台S-33 黒
ピアノ高低補助台S-33 茶
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
アシストスツール ASS-V
アシストセット
ｳｲｯﾄﾅｰ譜面台 961Ｄ
LEDクリップライト エスカルゴⅡ
ピアノビニールカバー ＧＰ C3ｸﾗｽ迄
ダンプチェイサー除湿器 25W／15W
ダンプチェイサー用湿度自動調節器
ダンプチェイサーセット 25W／15W
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
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ防音ﾊﾟﾈﾙ 静音GPｰS → ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ防音ﾊﾟﾈﾙ 静音GPｰM
セパレートボード
ビッグパネルスリーピース 黒・木目調
ビッグパネルスリーピース断熱防音用 黒・木目調
ビッグパネルステージGP 黒・木目調
パイプリフターPL-2
ﾆｭｰｷｬｽﾄｯﾌﾟ 敷板ｾｯﾄ UP ｸﾛ
敷板M 黒
敷板M ﾏﾎｶﾞﾆｰ、ｳｫｰﾙﾅｯﾄ
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
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P.45
P.45
P.45
P.45
P.45
P.45
P.45
P.45
P.45
P.45
P.45
P.46
P.46
P.46
P.46
P.46
P.46
P.46

SEIKO
SEIKO
SEIKO
SEIKO
SEIKO
SEIKO
SEIKO
SEIKO
SEIKO
SEIKO
SEIKO
NIKKO
NIKKO
NIKKO
NIKKO
NIKKO
NIKKO
コルグ
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\18,000(税込\19,800) → \25,000（税込¥27,500）
¥4,500（税込） → ¥4,800（税込\5,280） → \5,000（税込\5,500）
¥4,900（税込¥5,390） → ¥5,200（税込\5,720） → ¥5,300（税込¥5,830）
¥2,900（税込¥3,190） → ¥3,100（税込¥3,410）
¥2,700（税込¥2,970） → ¥2,900（税込¥3,190）
¥3,500（税込¥3,850） → ¥3,700（税込¥4,070）
￥4,200（税込\4,620） → ￥4,500（税込\4,950） → ¥4,700（税込¥5,170）
￥5,200（税込\5,720） → ￥5,500（税込\6,050） → ¥5,900（税込¥6,490）
¥7,400（税込¥8,140） → ￥7,800（税込\8,580） → ￥8,200（税込\9,020）
¥9,900（税込\10,890） → ¥10,300（税込¥11,330）
¥2,000（税込¥2,200） → ¥2,100（税込¥2,310）
\7,500(税込8,250) → ¥10,500（税込¥11,500）
¥15,000（税込¥16,500） → ¥18,000（税込¥19,800）
¥16,000（税込¥17,600） → ¥19,000（税込¥20,900）
¥33,000（税込¥36,300） → ¥36,000（税込¥39,600）
¥4,800（税込¥5,280） → ¥5,000（税込¥5,500）
¥5,300（税込¥5,830） → ¥5,500（税込¥6,050）
¥4,000（税込¥4,400） → ¥4,400（税込¥4,840）

振り子メトロノーム WPM1000
振り子メトロノーム SPM320
振り子メトロノーム SPM400
デジタルメトロノーム DM71
デジタルメトロノーム DM51
デジタルメトロノーム DM110
クォーツメトロノーム SQ50V
クォーツメトロノーム SQ60
クォーツメトロノーム SQ70、SQ200
和楽器用チューナー ST300
チューナー/オプション STM30
振り子メトロノーム 木製 奏 No.610
振り子メトロノーム 木製ﾚｷﾞｭﾗｰ シルバー
振り子メトロノーム 木製ﾚｷﾞｭﾗｰ ゴールド
木製ジャンボ No.110-H
振り子メトロノーム ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 、 plus
振り子メトロノーム ﾗﾐｴｰﾙ
チューナー TM-60
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