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押し針用ウイング型整音台 各種⇅↗ 

突き針用整音台ショート／ロング型↗ 

＊押し針用 スタインウェイ型（オリジナルタイプ） 横使い専用 NEW 

＊押し針用 ウイング型（スタインウェイ型発展タイプ） 横使い･縦使い兼用 

＊突き針用 ショート型（ハンマー3 本幅） NEW 

＊突き針用 ロング型（ハンマー3 本幅） 

http://members2.jcom.home.ne.jp/hibikipianokoubou10/


整音台の位置と整音ゾーンについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

←コンポジット（composite）について 

 

銘木の無垢材は比類のない美しさがありますが、複数の異なる素材を 

貼り合わせることで元の素材より強度が高まり、反りにくく割れづらく

することができます。 

約 68mm 
約 84mm 

Ⓐ 突き針用ショート型 

Ⓒ 押し針用横使い Ⓓ 押し針用縦使い 

Ⓑ 突き針用ロング型 



整音台 材庫／感謝セール価格表 

押し針用 スタインウェイ型（オリジナルタイプ）横使い専用 NEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊リーズナブルな削り出しナチュラル仕上げでのご提供となります。お好みで面取りや表面仕上げをしてください。 

＊無垢材以外はコンポジット構造です。 

 

長さ 

整音台 

の 

位置 

 

材 質 
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価格 

（税別） 

セール 

価格 

（税別） 

材庫

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 200mm 

Ⓒ ブラジリアンチューリップウッド（無垢材） \10,000 \7,000 4 

Ⓒ カーリーハードメイプル特級（無垢材） \10,000 \7,000 8 

Ⓒ カーリーハードメイプル特級＋黒檀、シャム柿等 \10,000 \7,000 8 

Ⓒ カーリーハードメイプル特級＋紫檀 \10,000 \7,000 7 

Ⓒ カーリーハードメイプル特級＋黒柿 ￥12,000 ￥8,400 1 

Ⓒ バーズアイメイプル（並）＋黒檀等 ￥8,000 ￥5,600 ６ 

Ⓒ バーズアイメイプル（並）＋紫檀 ￥8,000 ￥5,600 ５ 

Ⓒ ウォルナット＋黒檀等 ￥7,000 ￥4,900 ７ 

Ⓒ ウォルナット＋ブラジリアンキングウッド ￥7,000 ￥4,900 １ 

スタインウェイ社整音台（右）はサンプルです 



押し針用 ウイング型（スタインウェイ型発展タイプ） 横使いⒸ縦使いⒹ兼用  

㊟以前と番号の付け方を変えました 

①ボスニアンメイプル（1ｓｔ、グレード） 

＋ブラジリアンキングウッド 

\10,000   L=210mm 

 

②ボスニアンメイプル（1ｓｔ、グレード） 

＋フェルナンブーコ 

\10,000   L=210mm 

③ボスニアンメイプル（1ｓｔ、グレード） 

＋インディアンローズウッド 

\10,000   L=204mm 

 

④ボスニアンメイプル（1ｓｔ、グレード） 

＋ブラジリアンキングウッド 

\10,000   L=200mm 

 

⑤ボスニアンメイプル（1ｓｔ、グレード） 

＋ブラジリアンキングウッド 

\10,000   L=224mm 

 

 

⑥ブラジリアンキングウッド（無垢材）

\10,000 

 

⑦カーリーハードメイプル 

＋パオロッサ 

\10,000   L=208mm 

 

⑧ボスニアンメイプル（1ｓｔ、グレード） 

＋パオロッサ  

\8,000   L=212mm 

 

 

⑨ホワイトシカモア 

\8,000 

 

⑩カーリーハードメイプル 

\7,000 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

セール価格￥7,000(税別) 

 

セール価格￥7,000(税別) 

セール価格￥7,000(税別) 

 

セール価格￥7,000(税別) 

 

セール価格￥5,600(税別) 

セール価格￥7,000(税別) 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

SOLD OUT 



⑪カーリーハードメイプル 

＋インディアンローズウッド 

サンプル   L=182mm 

\10,000 

 

⑫ブナ＋インディアンローズウッド 

\10,000 

 

 

⑬ブナ＋インディアンローズウッド 

\10,000   L=196mm 

 

 

⑭ハワイアンコア 

＋ブラジリアンチューリップウッド 

\10,000   L=196mm 

 

⑮マスールバーチ（無垢材） 

\12,000   L=180mm 

 

 

⑯カーリーハードメイプル 

＋インディアンローズウッド 

\10,000   L=181mm 

 

⑰カーリーハードメイプル 

＋インディアンローズウッド 

\10,000   L=180mm 

 

⑱ボスニアンメイプル（1ｓｔ、グレード） 

＋ブラジリアンチューリップウッド 

\10,000 

 

⑲ボスニアンメイプル（1ｓｔ、グレード） 

＋本紫檀 

\10,000   L=197mm 

 

⑳ボスニアンメイプル（1ｓｔ、グレード） 

＋ブラジリアンキングウッド 

\10,000   L=201mm 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

セール価格￥7,000(税別) 

セール価格￥8,400(税別) 

セール価格￥7,000(税別) 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

SOLD OUT 



㉑スネークウッド 

＋ボスニアンメイプル AAA 

\20,000   L=198mm 

セール価格 ￥14,000(税別) 

㉒黄楊（東京都御蔵島産） 

＋ブラジリアンキングウッド 

\18,000   L=209mm 

セール価格 ￥12,600(税別) 

 

㉓黄楊（東京都御蔵島産） 

＋ブラジリアンチューリップウッド 

\18,000   L=197mm 

 

㉔黄楊（東京都御蔵島産） 

＋ブラジリアンキングウッド 

\18,000 

 

㉕黄楊（東京都御蔵島産） 

＋ブラジリアンチューリップウッド 

\18,000   L=192mm 

 

 

 

㉖本紫檀＋パオロッサ 

サンプル   L=206mm 

 

㉗ボスニアンメイプル AAA（無垢材） 

￥15,000   L=202mm 

セール価格 ￥10,500(税別) 

 

㉘ボスニアンメイプル AAA 

＋ブラックウォールナット（杢） 

￥15,000   L=204mm 

セール価格 ￥10,500 (税別) 

 

㉙ボスニアンメイプル AAA 

＋インディアンローズウッド 

￥15,000   L=196mm 

セール価格 ￥10,500 (税別) 

㉚本紫檀＋バーズアイメイプル 

￥15,000   L=203mm 

セール価格 ￥10,500 (税別) 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

SOLD OUT 



 

㉛カーリーハードメイプル 

＋インディアンローズウッド 

￥10,000   L=198mm 

 

㉜カーリーハードメイプル 

＋インディアンローズウッド 

￥10,000   L=200mm 

 

㉝フェルナンブーコ 

（無垢材） 

￥10,000   L=200mm 

セール価格 ￥7,350(税別) 

㉞ブラジリアンチューリップウッド 

（無垢材） 

￥10,000   L=213mm 

 

㉟ブラジリアンキングウッド 

（無垢材） 

￥10,000   L=250mm 

 

 

㊱黄楊（東京都御蔵島産） 

＋ブラジリアンキングウッド 

￥18,000   L=197mm 

セール価格 ￥12,600(税別) 

㊲ブラジリアンキングウッド AA 

（無垢材） 

￥12,000   L=188mm 

セール価格 ￥8,400(税別) 

㊳ブラジリアンチューリップウッド 

＋ハワイアンコア 

￥12,000   L=198mm 

セール価格 ￥8,400(税別) 

㊴ブラジリアンキングウッド 

＋バーズアイメイプル 

￥15,000   L=204mm 

 

㊵ブラジリアンチューリップウッド 

＋バーズアイメイプル 

￥12,000   L=198mm 

 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

SOLD OUT 

SOLD OUT 



㊶ブラジリアンキングウッド AA 

（無垢材） 

￥12,000   L=192mm 

セール価格 ￥8,400(税別) 

㊷ブラジリアンキングウッド AA 

＋黄楊（東京都御蔵島産） 

￥15,000   L=180mm 

セール価格 ￥10,500 (税別) 

㊸ブラジリアンチューリップウッド 

＋ハワイアンコア 

￥12,000   L=197mm 

㊹ブラジリアンチューリップウッド 

＋ボスニアンメイプル AAA 

￥15,000   L=197mm 

セール価格 ￥10,500 (税別) 

㊺ブラジリアンキングウッド 

＋バーズアイメイプル 

￥15,000   L=208mm 

 

 

 

㊻ブラジリアンキングウッド AA 

＋ボスニアンメイプル AAA 

￥15,000   L=179mm 

セール価格 ￥10,500 (税別) 

 

㊼ブラジリアンチューリップウッド 

＋ボスニアンメイプル AAA 

￥15,000   L=194mm 

セール価格 ￥10,500(税別) 

 

 

＊ウイング型はスタインウェイ社整音台を追加工して発展させ、横位置の他に縦位置での作業ができるように 

したものです。 

＊無垢材以外はコンポジット構造です。 

＊画像のウイング型整音台はすべて現品 1 個限りとなります。ご注文の前に材庫をご確認ください。 

SOLD OUT 

SOLD OUT 



ひびきピアノ工房 website  （http://members2.jcom.home.ne.jp/hibikipianokoubou10/） 

突き針用（ハンマー3 本幅）ショート型 NEW／ロング型 整音台 

 

 

 

 

 

 

 

＊ハンマー3 本幅（37mm）の突き針用整音台です。ほとんどの GP アクションにそのままフィットします。 

＊リーズナブルな削り出しナチュラル仕上げでのご提供となります。お好みで面取りや表面仕上げをしてください。 

 

高さ 

整音台 

の 

位置 

 

材 質 

希望 

価格 

（税別） 

セール 

価格 

（税別） 

 

材庫数 

ショート 

68mm 

Ⓐ 

カーリーハードメイプル NEW ￥5,000 ￥3,500 24 

カーリーハードメイプル特級 NEW ￥6,000 ￥4,200 11 

 

 

 

ロング 

84mm 

 

 

Ⓑ 

ソノケリン \5,000 ￥3,500 9 

ココボロ \5,000 ￥3,500 8 

バイオレットウッド ￥6,000 ￥4,200 6 

ピンクアイボリー（虎杢） ￥8,000 ￥5,600 13 

ブラジリアンチューリップウッド ￥8,000 ￥5,600 8 

カーリーハードメイプル NEW ￥5,000 ￥3,500 31 

カーリーハードメイプル特級 NEW ￥6,000 ￥4,200 12 
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