「買取保証」金額リスト（2022年4月以降ご契約分）
アップライトピアノ対象品番一覧（サイレントピアノ、トランスアコースティックピアノ、ディスクラビア以外）
メーカー希望
買取保証金額
品番
小売価格（税込）
（税込）
b113
オープン価格
¥141,900
b113DMC
オープン価格
¥211,200
b113PWH
オープン価格
¥240,900
b121
オープン価格
¥171,600
SU7
¥2,860,000
¥858,000
YF101C
¥1,045,000
¥313,500
YF101W
¥1,045,000
¥313,500
YU11
¥770,000
¥231,000
YU11 ホワイト特注
¥1,023,000
¥306,900
YU33
¥990,000
¥297,000
YU33 ホワイト特注
¥1,243,000
¥372,900
YUS1
¥1,078,000
¥323,400
YUS1MhC
¥1,375,000
¥412,500
YUS1Wn
¥1,298,000
¥389,400
YUS1 ホワイト特注
¥1,276,000
¥382,800
YUS3
¥1,232,000
¥369,600
YUS3MhC
¥1,529,000
¥458,700
YUS3Wn
¥1,452,000
¥435,600
YUS3 ホワイト特注
¥1,430,000
¥429,000
YUS5
¥1,595,000
¥478,500
YUS5MhC
¥1,892,000
¥567,600
YUS5Wn
¥1,815,000
¥544,500
YUS5 ホワイト特注
¥1,793,000
¥537,900

グランドピアノ対象品番一覧（サイレントピアノ、トランスアコースティックピアノ、ディスクラビア以外）
メーカー希望
買取保証金額
品番
小売価格（税込）
（税込）
C1TD
¥1,650,000
¥495,000
C1X
¥2,035,000
¥610,500
C1X ウォルナット / マホガニー
¥2,409,000
¥722,700
C1X ホワイト特注
¥2,288,000
¥686,400
C2X
¥2,200,000
¥660,000
C2XCP
¥3,410,000
¥1,023,000
C2X ウォルナット / マホガニー
¥2,574,000
¥772,200
C2X ホワイト特注
¥2,453,000
¥735,900
C3TD
¥2,255,000
¥676,500
C3X
¥2,640,000
¥792,000
C3X ウォルナット / マホガニー
¥3,014,000
¥904,200
C3X ホワイト特注
¥2,893,000
¥867,900
C5X
¥3,080,000
¥924,000
C5X ウォルナット / マホガニー
¥3,487,000
¥1,046,100
C5X ホワイト特注
¥3,366,000
¥1,009,800
C6X
¥3,410,000
¥1,023,000
C6X ウォルナット / マホガニー
¥3,817,000
¥1,145,100
C6X ホワイト特注
¥3,696,000
¥1,108,800
C7X
¥4,070,000
¥1,221,000
C7X ウォルナット / マホガニー
¥4,477,000
¥1,343,100
C7X ホワイト特注
¥4,356,000
¥1,306,800
GB1K
¥1,320,000
¥396,000
S3X
¥5,280,000
¥1,584,000
S6X
¥6,600,000
¥1,980,000
C3X espressivo
¥3,630,000
¥1,089,000

アップライトピアノ対象品番一覧（サイレントピアノ、トランスアコースティックピアノ、ディスクラビア）
メーカー希望
買取保証金額
品番
小売価格（税込）
（税込）
b113DMC-SC2
オープン価格
¥240,900
b113PWH-SC2
オープン価格
¥267,300
b113SC2
オープン価格
¥178,200
b121SC2
オープン価格
¥202,950
YF101C-SH2
¥1,188,000
¥356,400
YF101W-SH2
¥1,188,000
¥356,400
YU11SH2
¥946,000
¥283,800
YU11SH2 ホワイト特注
¥1,177,000
¥353,100
YU11TA2
¥1,100,000
¥330,000
YU11TA2 ホワイト特注
¥1,331,000
¥399,300
YU33SH2
¥1,133,000
¥339,900
YU33SH2 ホワイト特注
¥1,364,000
¥409,200
YUS1ENST
¥1,716,000
¥514,800
YUS1ENST ホワイト特注
¥1,892,000
¥567,600
YUS1MhC-ENST
¥1,991,000
¥597,300
YUS1MhC-SH2
¥1,485,000
¥445,500
YUS1MhC-TA2
¥1,639,000
¥491,700
YUS1SH2
¥1,210,000
¥363,000
YUS1SH2 ホワイト特注
¥1,386,000
¥415,800
YUS1TA2
¥1,364,000
¥409,200
YUS1TA2 ホワイト特注
¥1,540,000
¥462,000
YUS1Wn-ENST
¥1,914,000
¥574,200
YUS1Wn-SH2
¥1,408,000
¥422,400
YUS1Wn-TA2
¥1,562,000
¥468,600
YUS3ENST
¥1,859,000
¥557,700
YUS3ENST ホワイト特注
¥2,035,000
¥610,500
YUS3MhC-ENST
¥2,134,000
¥640,200
YUS3MhC-SH2
¥1,628,000
¥488,400
YUS3MhC-TA2
¥1,782,000
¥534,600
YUS3SH2
¥1,353,000
¥405,900
YUS3SH2 ホワイト特注
¥1,529,000
¥458,700
YUS3TA2
¥1,507,000
¥452,100
YUS3TA2 ホワイト特注
¥1,683,000
¥504,900
YUS3Wn-ENST
¥2,057,000
¥617,100
YUS3Wn-SH2
¥1,551,000
¥465,300
YUS3Wn-TA2
¥1,705,000
¥511,500
YUS5ENST
¥2,178,000
¥653,400
YUS5ENST ホワイト特注
¥2,354,000
¥706,200
YUS5MhC-ENST
¥2,453,000
¥735,900
YUS5MhC-SH2
¥1,947,000
¥584,100
YUS5MhC-TA2
¥2,101,000
¥630,300
YUS5SH2
¥1,672,000
¥501,600
YUS5SH2 ホワイト特注
¥1,848,000
¥554,400
YUS5TA2
¥1,826,000
¥547,800
YUS5TA2 ホワイト特注
¥2,002,000
¥600,600
YUS5Wn-ENST
¥2,376,000
¥712,800
YUS5Wn-SH2
¥1,870,000
¥561,000
YUS5Wn-TA2
¥2,024,000
¥607,200

グランドピアノ対象品番一覧（サイレントピアノ、トランスアコースティックピアノ、ディスクラビア）
メーカー希望
買取保証金額
品番
小売価格（税込）
（税込）
C1TDSH2
¥1,969,000
¥590,700
C1X-ENST
¥3,201,000
¥960,300
C1X-ENST ウォルナット / マホガニー
¥3,553,000
¥1,065,900
C1X-ENST ホワイト特注
¥3,432,000
¥1,029,600
C1X-SH2
¥2,420,000
¥726,000
C1X-SH2 ウォルナット / マホガニー
¥2,772,000
¥831,600
C1X-SH2 ホワイト特注
¥2,651,000
¥795,300
C1X-TA2
¥2,750,000
¥825,000
C1X-TA2 ウォルナット / マホガニー
¥3,102,000
¥930,600
C1X-TA2 ホワイト特注
¥2,981,000
¥894,300
C2XCP-ENST
¥4,466,000
¥1,339,800
C2XCP-SH2
¥3,685,000
¥1,105,500
C2X-ENST
¥3,366,000
¥1,009,800
C2X-ENST ウォルナット / マホガニー
¥3,718,000
¥1,115,400
C2X-ENST ホワイト特注
¥3,597,000
¥1,079,100
C2X-SH2
¥2,585,000
¥775,500
C2X-SH2 ウォルナット / マホガニー
¥2,937,000
¥881,100
C2X-SH2 ホワイト特注
¥2,816,000
¥844,800
C3TD-SH2
¥2,640,000
¥792,000
C3X-ENPRO
¥4,180,000
¥1,254,000
C3X-ENPRO ウォルナット / マホガニー
¥4,532,000
¥1,359,600
C3X-ENPRO ホワイト特注
¥4,411,000
¥1,323,300
C3X-SH2
¥3,025,000
¥907,500
C3X-SH2 ウォルナット / マホガニー
¥3,377,000
¥1,013,100
C3X-SH2 ホワイト特注
¥3,256,000
¥976,800
C3X-TA2
¥3,355,000
¥1,006,500
C3X-TA2 ウォルナット / マホガニー
¥3,707,000
¥1,112,100
C3X-TA2 ホワイト特注
¥3,586,000
¥1,075,800
C5X-ENPRO
¥4,565,000
¥1,369,500
C5X-ENPRO ウォルナット / マホガニー
¥4,950,000
¥1,485,000
C5X-ENPRO ホワイト特注
¥4,829,000
¥1,448,700
C5X-SH2
¥3,410,000
¥1,023,000
C5X-SH2 ウォルナット / マホガニー
¥3,795,000
¥1,138,500
C5X-SH2 ホワイト特注
¥3,674,000
¥1,102,200
C6X-ENPRO
¥4,895,000
¥1,468,500
C6X-ENPRO ウォルナット / マホガニー
¥5,280,000
¥1,584,000
C6X-ENPRO ホワイト特注
¥5,159,000
¥1,547,700
C6X-SH2
¥3,740,000
¥1,122,000
C6X-SH2 ウォルナット / マホガニー
¥4,125,000
¥1,237,500
C6X-SH2 ホワイト特注
¥4,004,000
¥1,201,200
C7X-ENPRO
¥5,500,000
¥1,650,000
C7X-ENPRO ウォルナット / マホガニー
¥5,885,000
¥1,765,500
C7X-ENPRO ホワイト特注
¥5,764,000
¥1,729,200
C7X-SH2
¥4,345,000
¥1,303,500
C7X-SH2 ウォルナット / マホガニー
¥4,730,000
¥1,419,000
C7X-SH2 ホワイト特注
¥4,609,000
¥1,382,700
S3X-ENPRO
¥6,710,000
¥2,013,000
S6X-ENPRO
¥7,590,000
¥2,277,000

