第１章

ピアノの各部の名称

グランドピアノ

屋根
譜面台

つきあげぼう

突上棒

けんばんふた

がわいた

鍵盤蓋

おやいた

側板（親板）

棚板

あしばしら

脚柱

弱音ぺダル

ダンパーぺダル
ソステヌートぺダル

グランドピアノの内部構造
がわいた

フレーム

まえかまち

前框

おやいた

側板（親板）

チューニングピン
駒

ヒッチピン

弦
アグラフ
響板

ダンパー


第１章

ピアノの各部の名称

アプライトピアノ
屋根
トップサポート
上前板
譜面台

けんばんふた

鍵盤蓋

がわいた

拍子木

おやいた

側板（親板）

下前板
棚受板
ダンパーぺダル

ソフトペダル
妻土台

マフラーぺダル

アップライトピアノの内部構造 フレーム
ハンマー

ダンパー
アクション
鍵盤
響板
弦



第２章

ピアノの主要ブランド
ピアノブランド一覧

YAMAHA
ヤマハ

KAWAI
カワイ

APOLLO
アポロ

DIAPASON
ディアパソン

KREUTZER
クロイツェル

OHHASHI
オオハシ

Steinway ＆ sons
スタインウェイ

Bosendorfer
ベーゼンドルファー

C.BECHSTEIN
ベヒシュタイン

Schimmel
シンメル

Boston
ボストン

Wendl ＆ Lung
ウェンドル＆ラング

PETROF
ペトロフ

RÖNISCH
レーニッシュ

PLEYEL
プレイエル

Blüthner
ブリュートナー

SEILER
ザイラー

GROTORIAN
グロトリアン



第２章

ピアノの主要ブランド

YAMAHA（ヤマハ）

キャッチフレーズ
世界シェア No.1 の世界最大のピアノメーカー
創業者
山葉寅楠（やまは とらくす）
創業年
1889（明治 22）年（山葉風琴製造所）
製造国・本社所在地
日本（静岡県掛川市）／東ジャカルタ（インドネシア）／杭州（中国）／ベトナム
静岡県浜松市中区中沢町 10 番 1 号
特徴
･ ピアノの世界歴代製造台数 No.1 を誇る、国内ピアノブランドのパイオニア
･ 明るく伸びのある音色と、軽やかで操作性に優れたタッチ
･ 世界各国での大量生産で培った、優れた品質と安定感
主要モデル
アップライトピアノ
U1 シリーズ（U1、U10、U100 他）
、U2 シリーズ、U3 シリーズ（U3、U30、U300 他）、
U5、U7、UX シリーズ（UX、UX1、UX10、
、UX100、YUS、YUX 、UX3、UX30、
UX300、UX5、UX50、UX500 他）
、W シリーズ（W1、W100、W201、W202、W3、
W500 他）
、WX シリーズ（WX1、WX3、WX102、WX5A 他）、HQ シリーズ（HQ90、
HQ100、HQ300 他）
、YU シリーズ（YU1、YU10、YU11、YU3、YU30、YU33、
YU5、YU50 他）
、YF101、YUS シリーズ（YUS1、YUS3、YUS5 他）、b シリーズ（b113、
b121）
、センチュリーカスタム（創業 100 周年記念モデル）
グランドピアノ
G シリーズ（G1、G2、G3、G5、G7、G2Ch 他）
、C シリーズ（C1、C2、C3、C5、
C6、C7、C2Ch、アーティスティック・エディション他）、CX シリーズ（C1X、
C2X、C3X、C5X、C6X、C7X、C2XCh、アーティスティック・エディション他）、
S シリーズ（S400B、S400E、S700E、S4、S6 他）、FC、CF シリーズ（CF、CF Ⅲ、
CF Ⅲ S、CF4、CF6 他）
、GC1SN、A1 シリーズ（A1、A1S、A1R、A1L、A1AE 他）、
Z1、GB1K、センチュリーカスタム（創業 100 周年記念モデル）



第２章

ピアノの主要ブランド

YAMAHA（ヤマハ）

製造番号表
西暦

和暦

製造番号

1900

明治 33 年

製造開始

1926

昭和 1 年

10,000

1934

昭和 9 年

20,000

1938

昭和 13 年

30,000

1947

昭和 22 年

40,000

1952

昭和 27 年

50,000

歴史（略歴）
1887（明治 20）年に、後のヤマハ創業者となる時計や医療器具等の修理工、山葉寅楠
が浜松尋常小学校にあったオルガンを修理したのをきっかけに、日本で初めてとなる
オルガンの制作を開始しました。
1889（明治 22）年には山葉風琴製造所、1891 年には山葉楽器製造所を設立して年
間 500 台から 700 台のオルガンを生産していたが、次にピアノの生産を目標に掲げて
1897 年には日本楽器製造へと改組しました。
1900（明治 33）年、寅楠の弟子で若干 14 歳で後の河合楽器製作所の創業者となる河
合小市（かわい こいち）と、
寅楠の姪で若干 19 歳であった山葉直吉（やまは なおきち）
がピアノ製造を任され、ベヒシュタイン（ドイツ）等の輸入ピアノに学びながら国産
第一号のアップライトピアノ「カメン・モデル」を完成させ、1902（明治 35）年には
グランドピアノを完成させました。
その後も 1908（明治 41）年頃には年産 100 台、1911（明治 44）年には 500 台を超え
順調に生産台数を伸ばしましたが、1926（大正 15）年に労働争議が起こり、河合小市
と山葉直吉は退職し、住友電線の取締役であった川上嘉市氏が社長に就任し、それま
での職人の経験に頼ったピアノ作りではなく数値や科学的根拠を持ったピアノ作りに
生産の方針を転換し、国内のシェアを独占していきました。
第二次大戦では浜松にあった工場は空襲により焼失しましたが、終戦の 2 ヵ月後には
ハーモニカなどの小型楽器の製造を再開し、1947（昭和 22）年にはピアノの生産も再
開し、戦後の復興需要により 1951（昭和 26）年には 5595 台を生産するまでになりま
した。
また、スタインウェイのピアノに負けないピアノを作ること、高く評価されるピアノ
の生産を目指すと同時に、1951（昭和 26）年には東京・銀座に旗艦店をオープンさせ、
より安価で品質の高いピアノの生産を目的に 1953（明治 28）年には世界初のピアノ生
産のライン化をスタートさせ、1961（昭和 36）年には JIS（日本工業規格）取り入れ、
製品の精度向上や規格化が図られました。
1958（昭和 33）年にはメキシコに、1973 年にはアメリカに工場を設立してアメリカ市
場へ本格的に参入し、輸出もヨーロッパ各国を始め本格化させて、1964（昭和 39）年
には 138,483 台、1968（昭和 43）年には 215,781 台、その後 1980 年代初頭まで年間
20 万台以上を生産し、世界のトップメーカーへと飛躍しました。
山葉寅楠のオルガン修理から 100 年にあたる 1987（昭和 62）年に社名をヤマハ株式会
社に変更し、現在では累積製造台数が 6,400,000 台を突破して、ピアノだけでなく世界
最大の総合楽器メーカーとして現在も君臨しています。
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ピアノの主要ブランド

YAMAHA（ヤマハ）

名作

主要演奏者
アーティスト名
スヴャトスラフ・リヒテル（ウクライナ）
ヴィルヘルム・ケンプ（ドイツ）
ジョルジュ・シフラ（ハンガリー）
グレン・グールド（カナダ）
清水和音（日本）
仲道郁代（日本）
シプリアン・カツァリス（フランス）
上原ひろみ（日本）



第２章

ピアノの主要ブランド

KAWAI（カワイ）

キャッチフレーズ
日本が誇る世界シェア No.2 のピアノメーカー
創業者
河合 小市（かわい

こいち）

創業年
1927 年（昭和 2）年（河合楽器研究所）
製造国・本社所在地
日本（静岡県磐田市）／インドネシア（西ジャワ州）
静岡県浜松市中区寺島町 200
特徴
･ ピアノの世界歴代製造台数No.2を誇る、
天才ピアノ技術者、
河合小市が設立したメーカー
･ 太く深みのあるやや柔らかめの音色と、弾き応えのあるタッチ
･ ヤマハに次ぐ生産量を誇る、優れた品質と安定感
主要モデル
アップライトピアノ
H シリーズ（H503W、H5020、H301W、H202M、H201R、H102W)、CD シリーズ
（CD300、CD400、CD500、CD600、CD700、CD800）、CL シリーズ（CL2、CL3、
CL4、CL5、CL7 他）
、NS シリーズ（NS10、NS15、NS25、NS35）、KL シリーズ（KL11KF、
KL11WI、KL51KF、KL51WI、KL62KF、KL62WI、KL68W、KL70W、KL72W、KL78W、
KL82W、KL90R、KL95R 他）
、US シリーズ（US55、US5X、US63H、US65、US6X、
US75、US7X、US8X、US95、US9X 他）
、BS シリーズ（BS10、BS1A、BE1N、
BS20、BS2A、BS2N、BS20S、BS25、BS30、BS3A、BS3N、BS40 他）、Ku シリー
ズ（Ku10、Ku20、Ku30、Ku50、Ku80 他、Ki シリーズ（Ki55、Ki57FC、Ki60KF、
Ki60WI、Ki65、Ki650、Ki70、Ki75、Ki80W、Ki100、Ki105 他）、K シリーズ（K18、
K2、K200、K25、K30、K3、K300、K400、K50、K51、K5、K500、K60、K61、K6、
K600、K70、K71、K7、K700、K80、K81、K8 他）
、Si シリーズ（Si15、Si16、Si17 他）、
C シリーズ（C107、C113N、C28、C380、C48、C480F、C580F、C68FC、C81F、
C88、C880F、C980RE 他）
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ピアノの主要ブランド

KAWAI（カワイ）

主要モデル
グランドピアノ
KG シリーズ（KG1、KG2、KG3、KG5、KG7 他）
、GS シリーズ（GS50、GS70、
GS80、GS100 他）
、CA シリーズ（CA40、CA60、CA70 他）、NX シリーズ（NX40、
NX50、NX60 他）
、KA シリーズ（KA10、KA20）
、GE シリーズ（GE1、GE20、GE30
他）
、GM シリーズ（GM1、GM10、GM12G 他）
、AF10、M、RXA、RXB、R1、EX
シリーズ（EX、EXL）
、CR シリーズ（CR30、CR40、他）、RX シリーズ（RX1、RX2、
RX3、RX5、RX6、RX7 他）
、GE シリーズ（GE30G、GE50G）、GL シリーズ（GL10、
GL30、GL50）
、GX シリーズ（GX1、GX2、GX3、GX5、GX6、GX7 他）、SK シリー
ズ（SK2、SK3、SK5、SK6、SK7、SKEX 他）
歴史（略歴）
後の河合楽器製作所の創業者となる河合小市は、日本楽器製造（後のヤマハ株式会社）
の創業者、
山葉寅楠（やまは とらくす）に見染められ若干 14 歳で弟子となり、1900（明
治 33）年、寅楠の姪で若干 19 歳であった山葉直吉（やまは なおきち）とともにピア
ノ製造を任され、
国産第一号のアップライトピアノ「カメン・モデル」を完成させました。
しかし、1926 年（大正 5）年に日本楽器内で日本労働史上にも残る大規模な労働争議
が起こり、当時 40 歳であった小市は責任を取る形で同社を退職し、同じく日本楽器を
退職した愛弟子の 6 名の技術者とともに、翌年の 1927 年（昭和 2 年）、静岡県浜松市
寺島町に「河合楽器研究所」を設立しました。
当初は日本楽器との摩擦を出来るだけ避ける目的で 64 鍵の小型アップライトピアノを
主として生産していましたが、小市を慕う技術者が次々と集まり 1928（昭和 3）年に
はグランドピアノを生産するようになり、瞬く間に日本楽器の競合として台頭し、そ
の後の両社は切磋琢磨を繰り返して日本のピアノ業界を大きく発展させる要因となっ
ていきました。
1929（昭和 4）年には「河合楽器製作所」と改称してさらに事業を拡大し、1930 年代
には年間 1,000 台程度の生産数となり、小市が発明した特許や実用新案は 28 にのぼり
“ 日本の楽器王 ” と称えられる存在となりました。
第二次大戦では工場は空襲により完全に焼失しましたが、1949（昭和 24）年にはピア
ノの生産を再開し、1953（昭和 28）年には生産台数が 1,500 台にまで伸び、従業員数
は 500 人を数えるまでの企業となりました。
1955 年に河合小市氏が亡くなると娘婿の河合滋
（かわい しげる）氏が会社を引き継ぎ、
工場に近代的な生産技術を導入すると同時に、1956（昭和 31）年にカワイ音楽教室を
立ち上げて音楽教育事業によるピアノ需要の拡大を図りました。
1960 年代にはアメリカをはじめヨーロッパ・アジア各国やカナダ、オーストリア市場
へ進出し、1980（昭和 55）年にはピアノ工場としては世界最大規模となるグランドピ
アノ工場、竜洋工場（静岡県磐田市）を設立、1985（昭和 60）年にはフルコンサート
グランド「EX」がショパンコンクールの公式ピアノとして認定され、名実ともに世界
レベルのメーカーへと発展していきました。
1989 年（平成元年）に河合弘隆（かわい ひろたか）氏が社長に就任し、1999（平成
11）年に生産を開始したグランドピアノのフラッグシップモデル「Shigeru Kawai（シ
ゲル・カワイ」シリーズも世界的に評価され、フルコンサートグランド「SK － EX」も
各著名コンクールの公式ピアノとして認定されています。
現在では累積製造台数が 2,700,000 台を突破し、YAMAHA に次ぐ世界最大級のピア
ノメーカーとして今なお君臨しています。
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第３章

ピアノ買取の流れ

査定の注意点
ピアノの買取査定の流れは、ブランドバックや時計、宝飾品などの査定とほぼ同じで
すが、ピアノには基本的に偽物（コピー品／基準外品）はありませんので真贋の必要
はありません。

ピアノ買取査定で最低限確認が必要な項目

１ ブランド名
２ 機種名（品番・型番）
３ 製造番号
４ ペダルの本数
５ 商品状況（各種ダメージ・欠品）
６ 設置状況（お客様周辺情報）
ピアノも他の商材同様に相場がありますので、
「ブランド名」や「機種名」、
「製造番号」
等が確認できれば、相場をもとに商品の基本価格を算出することができます。また、
商品状態（各種ダメージ・欠品）等によって減額対象となる場合があります。

商品状況（各種ダメージ・欠品）で確認が必要な項目

減額対象

５-１ ねずみ・虫によるダメージ
５-２ 火災・水害になるダメージ
５-３ 割れ・ヒビのダメージ
５-４ 日焼けによるダメージ
５-５ 欠け、欠品
５-６ 電気装置オプション
ピアノ買取査定が他の商材と大きく異なる点は、
「設置状況（お客様周辺情報）」の確
認が必要な点です。買取成立後にピアノを家から搬出してトラックで運ぶという専門
業者による回収作業が発生しますので、この確認は商品価値の算出と同時に、できる
だけ正確に行うことが求められます。ピアノの最終的な買取金額は、回収作業にかか
る費用を商品価格から差し引いた形で決定されます。

設置状況（お客様周辺情報）で確認が必要な項目

６-１ 搬出経路（部屋→廊下→玄関→エレベーター／階段など）
６-２ トラックスペース（地面）
６-３ 搬出する窓や場所
６-４ 障害となる植樹や電線、カーポートなど
６-５ 周辺の道路状況
※遠隔サポートで必要な画像の詳しい解説は「第 6 章

ピアノ買取ステム遠隔サポート

－撮影のポイント―」を参照
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第３章

ピアノ買取の流れ

査定の注意点

ピアノは、グランドピアノであれば約 300kg ～ 500kg、小型のアップライトピアノで
も約 200kg ～ 250kg を超える重さがあります
ピアノは衝撃や振動で音が正しく出なくなってしまうこともある繊細な楽器ですので、
搬出は専門業者が必要になります。ピアノの種類や建物にもよりますが、買取するピ
アノが 2 階以上にが設置されている場合は、クレーン車や手吊りなどの作業が必要に
なることがあります。また、リフォームや増改築の有無の確認も行ってください。搬
入時は問題なく入ったけれど、その後のリフォームや増改築等によって出せなくなる
ケースも稀にあります。設置状況によっては、ピアノを一度解体して搬出、運送して
組み立て直すという選択以外に方法がないこともあり、通常よりも回収費用がかかる
場合もあります。
事前の設置状況を正確に行っていなかったばかりに、商談が成立して、回収作業に入っ
た段階で追加費用が必要であることが発覚してキャンセルになるケースもあります。
設置状況の確認は、できるだけ正確に行うようにお願いいたします。

ピアノ設置状況（お客様周辺情報）の確認 NG 例
NG ポイント

搬出する窓

・トラックスペースが確認できない
・周辺の道路状況が確認できない
・障害となるカーポートを避けて搬出する際
に周辺のスペースや電線の状況など全体の繋

障害となるカーポート

がりが確認できない
改善

・もっとひいて全体を撮影する
・右方向や正面からも撮影する

NG ポイント

搬出する窓
搬出する場所

・トラックスペースが確認できない
・周辺の道路状況が確認できない
・障害となる植樹を避けて搬出する際に周辺
のスペースやその他の障害など全体の繋がり
が確認できない
改善

・もっとひいて全体を撮影する
・右方向や正面からも撮影する

障害となる植樹

※遠隔サポートで必要な画像の詳しい解説は「第 6 章

ピアノ買取ステム遠隔サポート

－撮影のポイント―」を参照
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第３章

ピアノ買取の流れ

査定の注意点

ピアノ設置状況（お客様周辺情報）のチェックポイント
お客様宅まで、運送車両が侵入できる道路幅が確保できているか？
基本的に 2t 車トラックを使用しますので、お客様宅まで少なくとも 3m の道路幅が必
要となります。買取査定時にお客様宅にアプローチする道路状況をご確認の上、全体の
繋がりがわかるような写真撮影をお願いいたします。

搬出する
窓・場所
障害となる
サンルーム

お客様宅にアプローチする
道路状況

トラックスペース

搬入したときから増改築など住宅状況に変化がないか？
搬出作業は基本的に搬入時と同じルートによる作業となります。搬入後に増改築・リノ
ベーション等が行われて、搬入時のルートでは搬出ができないというケースもあります
ので、搬入時からの住宅状況の変化がないかヒアリングをお願いいたします。

室内廊下の幅を確認

90 度 曲がる箇所の確認

道路から玄関までの間に 5 段以上の階段がないか？（1 階から搬出）
1 階からの搬出通常作業は、基本的に玄関や掃き出し窓から人力でピアノを運び出す作
業となります。そのため、トラックスペースとなる道路から玄関までの間に 5 段以上の
階段がないか、事前の確認をお願いいたします。

道路から玄関までの間に
5 段以上の階段がないか確認

道路から玄関までの間に
5 段以上の階段がないか確認

※遠隔サポートで必要な画像の詳しい解説は「第 6 章

ピアノ買取ステム遠隔サポート

－撮影のポイント―」を参照
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第３章

ピアノ買取の流れ

査定の注意点

ピアノ設置状況（お客様周辺情報）のチェックポイント
搬出に使用するエレベーターは 9 人乗りか？（2 階以上から搬出）
2 階以上からの搬出で、玄関から搬出してエレベーターを使ってピアノを運び出す場合、
使用するエレベーターは少なくとも 9 人乗り以上である必要があります。エレベーター
の形状や搬出するピアノのサイズによっては 9 人乗りのエレベーターであっても搬出に
エレベーターが使用できない場合がありますので、事前の確認をお願いいたします。

定員 9 名以上であることを確認

乗用エレベーターは建築基準法施行令で、定員 1 人あたりの体重を 65kg として計算す
るように定められています。定員の合計体重は積載以下でなければならないため、積載
600kg のとき定員 9 名となります。
※積載（定格積載量）とは、エレベーターにかごに載れるまたは載れる荷物の最大質量を表します。
※築年数の古い共同住宅のエレベーターの場合、３F、５F、７Ｆ停止など飛び飛びの場合もありま
すので注意してください。

エレベーターの仕様（型状）の確認
エレベータには色々な型状があります。正
方形や縦長があります。また、両扉開きや
ストレッチャーが入るような型状もありま
す。正方形の場合、グランドピアノが入ら
ないこともあります。内寸を図っていただ
ければ、サポート時により正確に算出でき
ます。

搬出に使用する階段に 90 度曲がる箇所がないか？（内・外ともに）
ピアノの搬出ルートに階段がある場合は、階段幅の確認と同時に、90 度曲がる箇所の
確認が必須です。また、外階段だけなのか、室内階段もあるのか、事前の確認をお願い
いたします。室内階段の場合は、搬出下見が別途必要です。

90 度曲がる箇所を確認
（外階段）

※遠隔サポートで必要な画像の詳しい解説は「第 6 章

室内階段の場合は
搬出下見が必要

ピアノ買取ステム遠隔サポート

－撮影のポイント―」を参照
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第４章

ピアノ買取価格の評価基準

買取の対象、アコースティックピアノ（グランドピアノ、アップライトピアノ）

２

ブランド名（メーカー名）、機種名（品番・型番）、製造番号

３

ペダル数（3 本、2 本）

４

サイズ（高さ、間口、奥行き）

５

色（黒、木目、白、その他）

６

ダメージ（ねずみ・虫、火災・水害、日焼け）

７

割れ、ヒビ（鍵盤、脚、響板など）

８

欠け、欠品（ペダル、譜面台、消音機能のアダプターなど）

９

電気装置オプション（消音装置、自動演奏装置）

１

買取の対象、アコースティックピアノ（グランドピアノ、アップライトピアノ）

減額対象

１

ピアノは大きく２つに区分されます。
「アコースティックピアノ」と「電子ピアノ※」です。
ピアノ遠隔サポートで取り扱っているピアノは「アコースティックピアノ」となります。
そして「アコースティックピアノ」は、
「グランドピアノ」と「アップライトピアノ」
に大別されます。

グランドピアノ

グランドピアノは、アップライトピアノ
に比べて、弦を叩いたハンマーが元の位
置に戻りやすい構造になっているため、
鍵盤の連打など細かい表現が可能です。
また、内部の弦の長さも違うため、音の
響きや表現力も大きく広がります。

アプライトピアノ

アップライトピアノは、グランドピアノ
を家庭用や練習用としてコンパクトにし
たタイプのピアノです。弦が縦に張って
あるため、ハンマーで横から叩く構造と
なっています。

※電子ピアノは、楽器遠隔サポートで取り扱い可能です。システムの「楽器遠隔サポート」ボタンからお問い合わせください。
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第４章
２

ピアノ買取価格の評価基準

ブランド名（メーカー名）、機種名（品番・型番）、製造番号

ブランド名（メーカー名）
YAMAHA（ヤマハ）や KAWAI（カワイ）では、ピアノのブランド名は鍵盤の蓋を開け
た内側に、色文字で「YAMAHA」や「KAWAI」というブランド名が確認できます。
KAWAI（カワイ）の場合は、
「KAWAI」以外に「K.KAWAI」や「shigeru kawai」となっ
ていることもあります。
YAMAHA（ヤマハ）や KAWAI（カワイ）以外でも、ブランド名を確認する際は、まず
鍵盤の蓋を開けて内側を確認、次いで側面部分を確認すると、多くの場合ブランド名
が見つかります。

機種名（品番・型番）、製造番号
グランドピアノの場合は、鍵盤側の手前の屋根を開けると多
くの場合、高音部側のフレーム（金属部分）右側手前に機種
名、製造番号が確認できます。こちらに見当たらない場合は、
中央手前付近に記載されていることもありますので併せてご
確認ください。
また、
「調律点検記録カード（保証書）
」があれば、そちらで
も機種名、製造番号を確認することができます。

機種名：
アルファベットと数字
製造番号：
5 ～ 7 ケタの数字

※グランドピアノの屋根は重量がありますので開閉の際は十分にご注意ください。

アップライトピアノの場合は、屋根を開けると多くの場合、
フレーム（金属部分）右側上部に機種名、製造番号が確認で
きます。こちらに見当たらない場合は、中央付近にあります
メーカーロゴ（エンブレム）周辺に記載されていることもあ
りますので併せてご確認ください。
また、
「調律点検記録カード（保証書）
」があれば、そちらで
も機種名、製造番号を確認することができます。
※グランドピアノ、アップライトピアノともに屋根は通常簡単に開けることができますが、硬くなって開けにく
いと感じた場合は、下から軽くたたくことで開きやすくなります。

グランドピアノ

ブランド名 鍵盤蓋を開けた内側
① 屋根を開けた右側手前
機種名
② 屋根を開けた中央手前
製造番号
③ 調律点検記録カード

アプライトピアノ

ブランド名 鍵盤蓋を開けた内側
① 天板を開けた右側
機種名
② 天板を開けた中央
製造番号
メーカーロゴ周辺
③ 調律点検記録カード

16

第４章
３

ピアノ買取価格の評価基準

ペダル数（3 本、2 本）

ピアノのペダル数は、3 本もしくは 2 本のものが一般
的です。ピアノの歴史を紐解いていくとペダルが 4 本
や 5 本あるピアノも存在したようですが、今は見られ
ません。
ペダル数が異なる理由の 1 つとして、製造された年代
があります。ピアノの種類に限らず、グランドピアノ
でもアップライトピアノでも、 一昔前はペダル数が 2
本のピアノが主流でしたので、比較的古い年代に製造
されたものが多く存在します。逆に言えば、現在はペ
ダル数が 3 本のピアノが主流となっています。

3 本ペダル

グランドピアノ
YAMAHA
2006 年

ペダル数が異なるもう 1 つ理由は、
ブランド（製造メー
カー）コンセプトによるものがあります。例を挙げる
と、YAMAHA（ヤマハ）のピアノは、現在 3 本ペダル
が主流となっています。一方、Steinway & Sons（スタ
インウェイ・アンド・サンズ）のアップライトピアノは、
現在でも 2 本ペダルが主流です。
ペダル数が 2 本の場合、実はペダルが 1 本欠品してい
るということも稀有な例ですがあり得ることですので、
買取査定の際はご注意ください。

４

2 本ペダル

アップライトピアノ
YAMAHA
1954 年

サイズ（高さ、間口、奥行き）

グランドピアノ
YAMAHA（ヤマハ）のグランドピアノの場合、どのタイプのピアノも高さは約 100㎝、
間口は約 150㎝です。一方、奥行きは 149 ～ 227㎝、重さは 255 ～ 410kg とピアノの
タイプによって大きな違いがあります。

高さ 101cm
間口 149cm
奥行き 161cm

C1X

YAMAHA（ヤマハ）

高さ 101cm
間口 149cm
奥行き 173cm

C2X

YAMAHA（ヤマハ）

高さ 101cm
間口 149cm
奥行き 186cm

C3X

YAMAHA（ヤマハ）

高さ 101cm
間口 149cm
奥行き 200cm

C5X

YAMAHA（ヤマハ）

高さ 102cm
間口 154cm
奥行き 212cm

C6X

YAMAHA（ヤマハ）

高さ 102cm
間口 155cm
奥行き 227cm

C7X

YAMAHA（ヤマハ）

YAMAHA（ヤマハ）のピアノの場合、機種名の数字が大きくなるにつれて、ピアノ本
体のサイズも大きくなります。グランドピアノはサイズが大きいため、基本的に玄関
からは搬出できません。大きな窓がある場合は、窓ガラスをすべて取り外すことで搬
出可能です。また、二階以上の部屋に設置してある場合は、基本的にクレーンによる
搬出作業が必要となりますので、設置場所の事前確認を正確に行うことが大切です。
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第４章
４

ピアノ買取価格の評価基準

サイズ（高さ、間口、奥行き）

アップライトピアノ
YAMAHA（ヤマハ）のアップライトピアノの場合、現行モデルのピアノの間口は 147
～ 156cm、奥行きは 60 ～ 68 cm です。一方、高さは 121cm のものと 131cm のもの
に分かれます。重さは、高さ 121cm のものが 210 ～ 230㎏、高さ 131cm のものが 235
～ 275㎏と幅があります。

高さ 121cm
間口 152cm
奥行き 61cm

YUS1

YAMAHA（ヤマハ）

高さ 131cm
間口 152cm
奥行き 65cm

YUS3

YAMAHA（ヤマハ）

高さ 113cm
間口 149cm
奥行き 53cm

b113

YAMAHA（ヤマハ）

YAMAHA（ヤマハ）に限らず、一般的なアップライトピアノの場合、玄関や窓から搬
出が可能です。また、
二階以上の部屋に設置してある場合は、集合住宅ではエレベーター
での搬出が基本となります。高さ 121cm 以下のアップライトピアノであれば、エレベー
ターは 6 人乗り（片開きドア）
、9 人乗り（片開きドア・両開きドア）で搬出可能です。
戸建てで 2 階以上に設置している場合は、階段を使った搬出かなり困難ですので、多
くの場合、クレーンを使った搬出作業となりますので、搬出する窓や、障害となる植
樹やカーポート、電線など、設置場所の事前確認を特に正確に行ってください。

５

色（黒、木目、白、その他）

ピアノの色というと、日本人の多くの方はまず「黒いピアノ」を連想するのではない
でしょうか。しかし、
「黒いピアノ」が主流として普及しているのはむしろ日本特有の
現象であり、ピアノが誕生したヨーロッパでは約 200 年間にわたってピアノのボディー
の色は木目調でした。
日本のピアノの多くが「黒いピアノ」である理由は
・ヨーロッパに比べると湿気が多い日本では木目調のピアノは適さない
・日本の伝統工芸である漆塗りの塗装技術が黒塗りピアノの塗料に使用された
・黒という色が高級な印象を与える
など、諸説あります。

木目調（バーチ）
漆黒

グランドピアノ
YAMAHA

アップライトピアノ
KAWAI

※木目調のピアノは、日焼け
によるダメージ（減額対象）
にご注意ください。上の画
像の場合、下半分が日焼け
しています。
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第４章
６

ピアノ買取価格の評価基準

ダメージ（ねずみ・虫、火災・水害、日焼け）

減額対象

ピアノも他の商材同様に、商品状態（各種ダメージ・欠品）等によって減額対象とな
る場合がありますので、買取査定時には必ずピアノの状態を外観、内部ともに確認を
してください。ピアノ内部の状態を画像に収める際は、カメラやスマホのライト・フラッ
シュを点灯させて十分な視認性を確保した上で撮影してください。

ねずみ・虫・ペットなどによる被害
一般的に使用頻度が少なくなったピアノの内部は、人間の目に触れることもなく、静
かで餌となるものも存在する、ねずみや虫にとって住みやすい環境です。 ピアノの部
品を器用に加工して、内部に巣を作っていることもあります。長期間放置されている
ピアノほど多く見られる被害ですので、内部の布や木材などの状態を確認してくださ
い。また、ペットによる被害もあります。爪を研いだり・・・などなど。出来るだけ
目に見えるダメージは確認をお願いします

※マフラーなどがねずみ・虫に食べられてい
ることがあります

※ねずみの巣が作られていることがあります

火災・水害による被害
火災や水害の確認もしてください。火災にあっていれば、焦げが確認できる場合があ
ります。また、水害や結露の被害を受けていれば、ピンや弦が錆びている場合があり
ます。お客様に口頭でもお伺いして、ピアノ内部も目視で確認してください

※ピアノの裏側が焦げていることがあります

※水害・結露でピン・弦が錆びていることが
あります

日焼け
木目調のピアノの場合は、日焼けによって木目の色合いに変化がないか確認してくだ
さい。

※木目調のピアノは日焼けをしていることが
あります。
画像の下半分が日焼けしています。
上側には布等のカバーをかけていたと推測
されます。
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第４章
７

ピアノ買取価格の評価基準

割れ、ヒビ（鍵盤、脚、響板など）

減額対象

割れやヒビも見落としがないように確認してください。
比較的キズが付きやすい、鍵盤や土台（脚）によく見られます。

※外装に大きなヒビ・剥がれがあることがあ
ります

８

※脚や土台の角にヒビ・剥がれがあることが
あります

欠け、欠品（ペダル、譜面台、消音機能のアダプターなど）

減額対象

ペダルがなくなってたり、譜面台がなくなってたり、消音装置が付いているのにアダ
プターがなかったりします。

※ 3 本あるはずのペダルのうち 1 本がなかっ
たり、折れていたりすることがあります

※外付けの大きな譜面台がないことがありま
す

※消音装置のアダプターや部品が不足してい
ることがあります

９

電気装置オプション（消音装置、自動演奏装置）

減額対象

消音装置や自動演奏装置のように電子部品があるピアノは、故障修理や部品交換など
が必要となる可能性があるため、古いものであるほど修理・交換に要する費用として
減額対象となります。
すでに装置が故障していて、修理や交換の見通しが立たないピアノについては、買取
価格の大幅な減額、もしくは買取不可と判断される場合もあります。

消音装置
音が完全に消えるか、ヘッドホンから音が聞
こえるか、確認してください。

自動演奏ユニット
外付けタイプ

自動演奏ユニット
外付けフロッピータイプ

自動演奏
本体組み込みタイプ

自動で演奏が流れ、鍵盤やペダルが自動で動くか、確認してください。
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第５章

ピアノ買取でよくある質問

Q ピアノの搬出は何名で作業しますか？
A

基本的には 2 名での作業になります。一部、室内階段作業、大型クレーンでの作業
の場合等、2 名以上での作業となる場合があります。増員等の場合、金額変更の可
能性がございます。

Q 雨が降っても搬出作業はしますか？ピアノは濡れても大丈夫ですか？
A

ピアノにはカバー等をかけて濡れないようには作業いたしますので、大雨でない限
り予定通り作業致します。但し、台風、強風時など作業に危険を伴う場合は、作業
を延期することがございます。クレーン操作を必要とする時は、雨でのスリップや
強風の影響がある為、現場の判断でピアノ引取作業を中止する場合がありますので
ご了承ください。悪天候による作業中止になった場合、改めて、引取日の日程調整
をお願い致します。

Q 買取をお願いしてから、何日後に搬出ができますか？
A

契約のお手続きをしていただいてから、通常ですと 1 週間から 10 日で対応させて
いただきます。お急ぎの場合はピアノ運送業者へ確認致しますので、お早めにお問
合せください。最短日程をお調べいたします。

Q 20 年間調律していないピアノの買取は難しいですか？
A

調律の有無はピアノ買取査定に影響致しませんので、ご安心下さい。お買取りした
ピアノは弊社自社修理センターにて、再生いたします。

Q 背もたれ椅子や角椅子は買取できますか？
A

通常ピアノ 1 台につき、1 脚のみの無料引取でございます。例外もあり、
ピアノによっ
ては 2 脚お引取が可能な場合もございますので、お問合せください。また、ピアノ
椅子の買取は、ほとんどの場合は難しくなっております。ご了承下さい。

Q どうして実際のピアノを見ないで査定ができるのですか？
A

メーカ、型番、製造番号よりピアノ査定価格の算出を行っております。38 万件の
査定データがございますので、ご入力いただいた基本情報に基づいて査定しており、
ピアノ高価買取が可能でございます。ピアノの状態で気になる傷等がございました
ら、遠隔サポートの際に必ず撮影してお送り下さい。

Q お客様宅は東京都ですが、愛知県から引き取りに来るのですか？
A

弊社では、全国 47 都道府県に配送センターがございます。また、数多くのピアノ
配送業者と提携しております。お近くのピアノ配送業者がお伺いしますのでご安心
ください。

Q 鍵盤やボディににシールが貼ってありますが、買取は可能ですか？
A

シールが貼ってあっても減額の対象とはなりませんので、ご安心下さい。お譲り頂
いたピアノは、自社修理工房にて修復いたしますので、そのままで結構でございま
す。

Q ボールペンでひっかいたような傷がありますが、減額対象ですか？
A

弊社では、傷の場所・大きさにより、再査定となる場合もございますので、お写真
で確認させて頂きます。遠隔サポートの際に必ず撮影してお送り下さい。
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Q 壁とピアノの隙間にほこりがありますが、掃除の必要がありますか？
A

ほこりは減額対象にはなりませんので、ご安心ください。お掃除をしているときに
傷がついてはいけませんので、そのままの状態でお願いします。引取らせていただ
いたピアノは、自社修理工房のスタッフが丁寧にお掃除させていただきます。

Q お客様宅までトラックが入れず、20 ｍ程運ぶ必要がありますが、搬
出作業に影響はありますか？

A

遠隔サポートの際にお客様宅付近の道路状況等をできるだけ詳しく撮影してお送り
ください。クレーン作業でなければ、台車が使用できるか等お調べし、可能な限り
最善の方法でピアノ搬出作業をご提案致します。

Q ピアノ引取時に傷を指摘して減額となるようなことはありませんか？
A

遠隔サポートご依頼の際にご申告されていない、ピアノの価値が大幅に下がるよう
なダメージがピアノ引取当日に見られた場合は、その場で再査定となるケースがご
ざいます。再査定で減額となり、ご納得いただけない場合、その場で作業のキャン
セル可能です。その際のキャンセル料、作業費等は一切頂いておりません。再査定
とならないためにも、ピアノの状態で気になる傷等がございましたら、遠隔サポー
トの際に必ず撮影してお送り下さい。

Q ピアノのキャスターの下にあるお皿のようなものがありませんが、
査定価格に影響しますか？

A

インシュレーターは、無くてもピアノ買取査定に影響はございませんので安心下さ
い。

Q メトロノームとカバーも買取可能ですか？
A

メトロノームとカバーは、お買取りが難しくなっております。ご不要でしたら、無
料引取が可能となっておりますので、ピアノ引取日にお申し出ください。
※サイズの大きいものなどは、無料引取が難しい場合がございます。
※以下の付属品は無料引取が可能です。（ピアノと同時引取の場合に限ります）
・カバー
・ピアノ椅子
・メトロノーム
・インシュレーター

Q 運送費用や作業費用が引取当日に追加請求されることがありますか？
A

基本的に運送費用と作業員 2 名、2t クレーンによる作業費用を考慮した上でお見積
金額をご提示しています。作業の変更・ピアノ情報の変更等がない限りは追加料金
は発生いたしませんので、ご安心ください。再査定とならないためにも、ピアノの
状態で気になる傷等や、お客様宅の周辺情報を遠隔サポートの際に必ず撮影してお
送り下さい。

Q 鍵盤を押すと、そのまま上がってきませんが、買取できますか？
A

鍵盤が上がらない原因は様々です。内部で壊れていたり、鼠がかじっていたり、カ
ビなどによって動きが悪くなっていたりしないか、可能な範囲でご確認いただけま
すと幸いでございます。また、特に故障などなくてもピアノ鍵盤の動きが悪くなる
こともございます。引取当日に原因をお調べいたしますので、わかる範囲の情報を
遠隔サポートの際にご連絡ください。
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Q 猫脚ピアノの塗装割れや、脚割れについて教えてください。
A

猫脚ピアノの塗装割れは、ピアノ表面が
割れてきます。爪でなぞって、引っかか
るような感触があれば、塗装割れを起こ
している可能性が高いです。

猫脚ピアノの脚割れは、ピアノ表面だけ
ではなく、中の木もだんだんと線が入っ
て、隙間が空いてきます。塗装割れと同
様に、爪でなぞって、引っかかるあるよ
うな感触があれば、脚割れが始まってい
る可能性が高いです。

Q 遠隔サポートの際にご提示いただいた価格に保証期間はありますか？
A

遠隔サポートの際にご提示するピアノ査定価格の保証期間は 1 週間でございます。
期間が経過してしまった場合も、ご相談に応じさせていただきますので、是非一度
お問い合わせ下さい。再査定させて頂く場合は、出来る限り努力いたします。
※需要と供給のバランス、相場動向により査定金額が変動する場合がございます。

Q お客様宅の 2 階に設置されたピアノですが、搬入時の方法を覚えて
いないとのことです。搬出はどうなりますか？

A

一戸建てのご住宅で 2 階設置の場合、2t クレーン作業もしくは、階段作業でピアノ
を搬出します。お客様宅の形状や内外の階段状況によっても搬出方法が変わります。
遠隔サポートの際にお客様周辺情報（搬出する階段や窓、
障害となる植樹やカーポー
ト、トラックスペースや周辺の道路状況など）がわかる写真を必ず撮影してお送り
下さい。
※室内の階段を使う場合は、事前の下見（有料）が必須となります。

Q ピアノの引取日と引取の時間は指定できますか？
A

ご希望の日程をお知らせいただければ、ピアノ引取について空き状況を確認いたし
ます。遠隔サポートの際にお問い合わせください。
作業時間については、ピアノ配送センターにて最適な引取ルートを前日に組ませて
頂く関係上、お時間のご指定は難しくなっております。
お時間連絡は引取日の前営業日、夕方 16 時以降、順次お電話させて頂く事になり
ますので、引取ご希望のお日にちをお知らせ願います。
※ピアノ搬出作業、ルートの都合上 2 時間枠でのご案内となります。
（13-15 時等）

Q 鍵盤蓋に擦り傷のようなものがありますが、減額になりますか？
A

経年劣化や生活キズに関しては自社工房での修復が可能でございますのでこちらに
関しては金額の変更はございません。
ピアノ外装面に剥がれや割れ等のダメージ、火災水害にあわれたような跡や中の木
肌が見えてしまっているような傷、内部で鼠の被害、錆、カビ、虫食い被害など大
きなダメージが見受けられました場合は減額の対象となります。引取当日の再査定
とならないためにも、ピアノの状態で気になる傷等がございましたら遠隔サポート
の際に必ず撮影してお送り下さい。
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Q グランドピアノはどのようにして部屋から搬出するのですか？
A

グランドピアノの搬出は、基本的に三本の脚を外して、本体は 90 度縦にして搬出
します。お客様宅の状況によっても搬出方法が変わります。グランドピアノを搬入
された際の状況をお客様にヒアリングして頂けますと幸いです。遠隔サポートの際
にお客様周辺情報（搬出する階段や窓、障害となる植樹やカーポート、トラックス
ペースや周辺の道路状況など）がわかる写真を必ず撮影してお送り下さい。
※搬出方法が確定できない場合や室内の階段を使う場合は、事前の下見（有料）が
必須となります。

Q メンテナンスしていないので艶がありませんが、減額の対象ですか？
A

ピアノの外装面の埃や、経年劣化についての減額はございません。お譲り頂いたピ
アノは、弊社自社工房にて丁寧にクリーニング、吹き付け塗装を行います。ピアノ
の状態で気になる傷等がございましたら遠隔サポートの際に必ず撮影してお送り下
さい。

Q 鍵を紛失して、鍵盤蓋がしまったままですが、買取できますか？
A

お引取の際にピアノの鍵を持参して鍵盤蓋をあけますので、ピアノの鍵がなくても
お買取り可能でございます。査定金額にも影響ございません。

Q キーカバーをなくしてしまいましたが、減額になりますか？
A

キーカバーがなくても査定金額に変更はございませんので、ご安心下さい。

Q 本体のカバーは昔捨ててしまいましたが、減額になりますか？
A

ピアノ本体にかけるカバーはなくても減額になりませんので、ご安心下さい。

Q 買って数年間しか調律をしていませんが、買取金額に影響しますか？
A

お買取りしたピアノは弊社自社工房にて、再生いたします。調律の有無はピアノ買
取査定に影響致しませんので、ご安心下さい。

Q どのような状態なら買取金額が変更になりますか？
A

割れ、ヘコミの極端なキズや、害獣・害虫によるダメージ、火災や水害などの被害
など、よほどの大きなダメージが無い限り再査定で金額が変更する事はございませ
んので、ご安心ください。また、引取当日の金額変更は無料キャンセルが可能となっ
ております。
下記の場合、金額変更の可能性がございます。
・遠隔サポートの際に頂いた、ピアノの情報に相違があった。
（ブランド名、機種名、製造番号等の相違）
・遠隔サポートの際にご報告頂いていない（ピアノ内部の写真をお送り頂いてい
ない）ねずみ被害、水害、火災等による被害が認められた。
・遠隔サポートの際にご報告頂いていない（ピアノ内部の写真をお送り頂いてい
ない）極端な虫食い被害、ピン・弦の錆が見受けられた。
・遠隔サポートの際にご報告頂いていない（ピアノ外装の写真をお送り頂いてい
ない）極端なキズ（割れ、めくれ、欠損等）がある。
※引取当日のピアノ確認で金額変更になってしまう可能性は、10 件にお 1 件以下
の割合です。大半は上記の限りではございません、出来る限り減額の無いよう努力
致します。
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Q グランドギャラリーから遠い地域なのですが、引取可能ですか？
A

全国の運送業者と提携しておりますので、どの都道府県でも引取り可能でございま
す。
お客様のお近くの配送業者を手配いたしますので、ご安心ください。

Q 玄関先に階段が 3 段ありますが、搬出に影響はありませんか？
A

階段 3 段でしたら、通常作業で可能でございます。
※階段が 5 段以上ある、階段にクランクがある、階段幅が極端に狭い等に該当しま
すと特殊作業となる場合がございます。遠隔サポートの際に、階段の状況がわかる
写真を必ず撮影してお送り下さい。

Q ピアノ周辺の物は全部片付けておいてもらう必要がありますか？
A

搬出経路確保のための、同室内の簡単な移動であれば、追加料金なしで対応出来る
こともございます。遠隔サポートの際に、ピアノの設置状況および搬出経路がわか
る写真を撮影してお送り下さい。
※部屋から部屋への移動は対応致しかねます。
また、高価な物などはお客様でご対応お願い致します。

Q 後付けの消音装置がついてますが、買取金額に影響がありますか？
A

遠隔サポートの際に、消音装置（サイレント装置）がわかる写真を撮影してお送り
下さい。また、消音装置のメーカー名、電源を入れて動作確認（音が完全に消えるか、
ヘッドホンから音が聞こえるか）、アダプター（コンセント）
、付属品の有無もご連
絡下さい。
※消音装置や自動演奏装置のように電子部品があるピアノは、故障修理や部品交換
などが必要となる可能性があるため、古いものであるほど修理・交換に要する費用
として減額対象となります。
すでに装置が故障していて、修理や交換の見通しが立たないピアノについては、買
取価格の大幅な減額、もしくは買取不可と判断される場合もあります。

Q ピアノの椅子が傷だらけですが、減額対象ですか？
A

弊社では椅子への傷はほとんどの場合、金額変更はございませんのでご安心くださ
い。
※輸入ピアノや限定モデル、木目ピアノ等、ピアノによってはピアノ本体と椅子が
セットで揃うことで価値が上がるピアノもございます。遠隔サポートの際に、写真
を撮影してお送り下さい。
※通常ピアノ 1 台につき、1 脚のみの無料引取でございます。例外もあり、ピアノ
によっては 2 脚お引取が可能な場合もございますので、お問合せください。また、
ピアノ椅子の買取は、ほとんどの場合は難しくなっております。ご了承下さい。

Q お客様宅前に長時間トラックを停められないようなのですが、当日
の作業時間はどれくらいかかりますか？

A

アップライトピアノ、グランドピアノの搬出はおよそ 30 ～ 1 時間程度で搬出を致
します。
※上記は目安となり、作業内容やピアノサイズにより作業時間が長くなることもご
ざいます。
※特殊作業（ピアノ解体、大型クレーン使用、トラック停車位置からの距離が遠い）
の場合、作業時間が長くなることもございます。

Q ピアノの弦が一本切れていますが、買取査定できますか？
A

自社工房を併設しておりますので、自社で修復が可能です。そのままの状態で結構
でございますので、遠隔サポートの際に、写真を撮影してお送り下さい。弦が切れ
てしまっている、壊れているピアノでも思わぬ高額な査定が付くこともございます。
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Q 壊れているピアノですが、買取査定できますか？
A

弊社では、お譲りいただいたピアノは自社工房にて整備いたしますので、壊れてい
るピアノでも買取査定可能でございます。遠隔サポートの際に、ダメージ箇所がわ
かるように写真を必ず撮影してお送り下さい。
※一部、ピアノの機種・ダメージの大きさによっては金額がつかないこともござい
ます。

Q お客様宅は 5 階ですが、エレベーターは 6 階と 3 階しか停まらない
ようです。搬出作業に影響はありませんか？

A

エレベーターと階段を利用し、搬出する為、お引取可能です。エレベーターと階段
の両方を使用しての搬出の場合、特殊作業となり査定金額が変動する場合がござい
ます。遠隔サポートの際に搬出経路（階段の状況やエレベーターのサイズなど）が
わかる写真を必ず撮影してお送り下さい。
※搬出方法が確定できない場合は、事前の下見（有料）が必須となります。

Q 調律カードが見当たりませんが、減額対象ですか？
A

調律カードの有無は査定には影響いたしませんので、ご安心下さい。

Q 自動演奏装置のフロッピーが見当たりませんが、減額対象ですか？
A

フロッピーの有無は査定に影響はございませんので、ご安心下さい。

Q ペダルの色が変色していますが、減額対象ですか？
A

経年による変色や軽い錆などでは査定価格に影響はございません。
※原因が水害やペット等の場合は上記の限りではございません。

Q ペダルがぐらついていますが、減額対象ですか？
A

ネジが緩んで抜けている場合は減額になりません。しかし、ペダルが折れている場
合は再査定になります。
※ご確認方法：ペダルが折れている場合は、ペダルが大きく前後します。

Q 家具が搬出経路にありますが、搬出可能ですか？
A

通常 2 名で作業致しますので、少し横にずらす程度であれば、可能な範囲で対応い
たします。本棚・食器棚などにつきましては、お引取前に中を空にしておいていた
だく、もしくはお客様で移動して頂く必要がございます。ご了承下さいませ。遠隔
サポートの際に搬出経路がわかる写真を必ず撮影してお送り下さい。

Q 窓枠や外に取付けてある手すりは、搬出時に外してもらえますか？
A

お引取り前に、お客様で外しておいていただく必要があります。
申し訳ございませんが、配送業者では外す作業はいたしておりません。

26

第６章

ピアノ買取システムの遠隔サポート

撮影のポイント

１ ブランド名

グランドピアノ
YAMAHA

・鍵盤の蓋を開けた内側
・ボディの側面

アップライトピアノ
YAMAHA

（品番・型番）
２ 機種名

３

グランドピアノ：

製造番号

・鍵盤側の手前の屋根を開けて、高音部側
のフレーム（金属部分）右側手前
・中央手前付近
アップライトピアノ：

グランドピアノ
YAMAHA

アップライトピアノ
YAMAHA

・屋根を開けて、フレーム（金属部分）右
側上部
・中央付近のメーカーロゴ周辺
調律点検記録カード（保証書）

４ ペダルの本数

グランドピアノ
YAMAHA

アップライトピアノ
YAMAHA
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５-１ ねずみ・虫によるダメージ

ねずみによるマフラー破れ

ねずみによるマフラー穴

ねずみによる布破れ

減額対象

水害・結露によるピン・弦の錆び

５-３ 割れ・ヒビのダメージ

外装のヒビや剥がれ

減額対象

ねずみの巣

５-２ 火災・水害になるダメージ

火災による響板・支柱の焦げ

撮影のポイント

減額対象

脚や土台のヒビや剥がれ

５-４ 日焼けによるダメージ

木目調化粧板の剥がれ

減額対象

木目調ピアノの日焼け

５-５ 欠け、欠品

ペダルの不足や折れ

減額対象

外付けの譜面台の確認

５-６ 電気装置オプション

消音装置

消音装置のアダプターや部品の確認

減額対象

自動演奏ユニット
外付けタイプ

※アダプターなど付属品の確認
※アダプターなど付属品の確認
※動作確認
※動作確認
・音が完全に消えるか
・自動で演奏が流れるか
・ヘッドホンから音が聞こえるか
・鍵盤やペダルが自動で動くか

自動演奏ユニット
外付けフロッピータイプ
※アダプターなど付属品の確認
※動作確認
・自動で演奏が流れるか
・鍵盤やペダルが自動で動くか

自動演奏
本体組み込みタイプ
※動作確認
・自動で演奏が流れるか
・鍵盤やペダルが自動で動くか
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第６章

ピアノ買取システムの遠隔サポート

撮影のポイント

６-１ 搬出経路（部屋→廊下→玄関→エレベーター／階段など）

※各地点の高さや幅がわかるように 全体的にひいた位置からカメラの向きを縦向きにして 撮影してください。

１

２

３

方向

搬出

５

６

➡

➡
７

➡

➡

４

➡

➡

90 度曲がる箇所は
必ず撮影してください

８

９

10

※エレベーターを使用する場合

➡
８

➡

➡

➡

※階段を使用する場合

階段の天井が写るように
撮影してください

７

廊下が狭い場合は
横幅を測定してください

➡

➡

➡

９

片開き・両開きを
確認してください

定員 9 名以上を
確認してください
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第６章

ピアノ買取システムの遠隔サポート

撮影のポイント

６-２ トラックスペース（地面）
６-３ 搬出する窓や場所
６-４ 障害となる植樹や電線、カーポートなど
６-５ 周辺の道路状況
・全体の繋がりが確認できるようにできるだけ離れた位置から撮影する

・一方向からだけでなく、正面、左方向、右方向からの３つのアングルから撮影する

左方向から撮影

正面から撮影
搬出する
窓・場所

搬出する
窓・場所

トラックスペース

障害となる
植樹
トラックスペース

右方向から撮影

周辺道路を撮影

搬出する
窓・場所
障害となる
サンルーム
3m 以上の道路幅があるか
トラックスペース

・1 階から搬出する場合は、道路から玄関までの間に 5 段以上の階段がないか確認する

玄関前の階段

5 段以上ある階段
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第６章

ピアノ買取システムの遠隔サポート

撮影のポイント

６-２ トラックスペース（地面）
６-３ 搬出する窓や場所
６-４ 障害となる植樹や電線、カーポートなど
６-５ 周辺の道路状況
・全体の繋がりが確認できるようにできるだけ離れた位置から撮影する

・一方向からだけでなく、正面、左方向、右方向からの３つのアングルから撮影する

左方向から撮影

正面から撮影

搬出する
窓・場所

搬出する
窓・場所

トラックスペース

右方向から撮影

トラックスペース

周辺道路を撮影

搬出する
窓・場所

3m 以上の道路幅があるか
トラックスペース

・1 階から搬出する場合は、道路から玄関までの間に 5 段以上の階段がないか確認する

玄関前の階段

5 段以上ある階段
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第７章
１

ピアノ買取システムの使い方
２

ご契約後、システムの URL とパスコードを発行いたします。
システム URL にアクセスしてログインすると上記のようなトップページが表示されます。
ピアノの場合は、①の「ピアノ遠隔サポート」をクリックしてください。
その他楽器の場合は、②の「楽器遠隔サポート」をクリックしてください。
※電子ピアノに関しては、
「楽器遠隔サポート」での対応となります。
※ピアノはグランドピアノ、アップライドピアノです。

「ピアノ遠隔サポート」について

１
２
３
４
５

６

①ではブランドを選択してください。ブランドがわからない場合は「その他」を選択してください。
②では「機種」を入力してください。わからない場合は、空欄のままでかまいません。
「機種名」や「製造番号」が記載されている場所については、
【機種・製造番号の確認方法】をご参照ください。
③では「種類」を選択してください。
④「検索」をクリックすると機種を特定するための一覧が表示されます。
上記画面は、ヤマハの UX500 というアップライドピアノで検索した例となります。
⑤の検索結果を確認して、⑥の選択をクリックします
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第７章

ピアノ買取システムの使い方
「ピアノ遠隔サポート」について

１
２

３

４
①では減額対象となる確認事項をチェックします。減額対象があればチェックしてください。
②は、お客様情報です。ここは引き取り回収などに利用します。
また、査定金額を提示する際の回収費用の計算でも使用しますので必ず入力してください。
③は、写真の撮り方やチェック事項、機種名確認や製造番号などの【撮影のポイント】です。
【撮影のポイント】をご確認の上、
「写真を撮る」をクリックして写真を撮影して添付してください。
④では、「査定見積り依頼」または「丸投げ依頼」を選択します。
「査定見積り依頼」の場合は、サポート依頼の写真等から査定額を算出し、店舗様へ返信いたします。
その後、持ち主様と交渉していただき、買取成立後に弊社へ依頼ください。
「丸投げ依頼」の場合は、直接ピアノの持ち主様と詳細打ち合わせを行い、金額設定をし、買取までもって
いきます。成約すれば手数料として買取金額の５％～２０％をお支払いいたします。
全ての選択・入力等が完了後、
「登録」をクリックしてサポート依頼終了となります。
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第７章

ピアノ買取システムの使い方

遠隔サポートの依頼後、査定額の返信等があった場合は、トップページの「査定履歴」に表示されます。
ここに赤数字が表示された場合は、返信があったということですのでクリックして確認してください。

トップページの「査定履歴」をクリックすると査定データ一覧が表示されます。
「詳細」をクリックすると、内容を確認することができます。
赤数字が表示されている場合は、既読になっていないサポート返信がありますので確認してください。
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第７章

ピアノ買取システムの使い方

３

１

２

「詳細」をクリックするとサポートした依頼の詳細が表示されます。
下の方に「メッセージ履歴」があります。
本部からの返信があると①のように表示されます。
本部からの返信を確認後、②「未読」を「既読」に切り替えてください。
本部買取依頼を行う場合は、③メッセージ欄に「引き取り依頼をお願いします」と入力の上、担当者名を入
力して「送信」をクリックしてください。
その際、現地支払いを希望する場合は、その旨も併せて③メッセージ欄に「お客様に現地支払いをお願いし
ます。金額は●●●●●円です。
」と入力してください。
その情報をもとに、本部からお客様へ直接連絡を行い、引き取り日時を決定いたします。
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ピアノ・楽器システムの利用料金
システム利用料金

無料

個別スタート研修（オンライン）

無料

基本

本サービスの利用にあたり、加盟金等は一切必要あ
りません。買取ったピアノ・楽器を弊社グランドギャ
ラリーにお売りいただくという条件付きですが、シ
ステム利用料金は成果報酬型となりますので基本は
無料です。
買取成立後、弊社へ売却の際に買取金額 10 万円以上
になった場合、当月のシステム代金として 1 万円が
買取金額より相殺される仕組みです。店舗に利益が
出るまでは、一切システム代金はかかりません。

また、今回ご契約いただけたお客様には、スター
ト研修として 2 時間程度の無料オンラインセミ
ナーを個別にて開催させていただきます
日程等は、ご契約時に個別にご相談ください。

※お申込期間に関しては、延長する場合があります

https://ピアノ楽器システム.com/
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