創業一九三五年 ︒

ムサシ楽器は東京国立まちのピアノ屋さんです︒

ピアノのことならなんでも安心してお任せください︒

ムサシ楽器会社案内

ムサシ楽器はピアノのことならなんでも承っております。
はじめまして、 有限会社ムサシ楽器です。
創業１９３５年。 東京国立市に居を構えて約半世紀の間 “東京国立まちのピアノ屋さん” として地域に根ざした営業を
行ってまいりました。 新品 ・ 中古ピアノ販売、 買い取り、 レンタル、 調律、 修理、 移動、 配送、 スタインウェイ D-274
設置貸しホール、 各種レッスンなどピアノのことならなんでも承っております。 また、 ２０１５年からドイツの名門ピアノ
ブランド “Schimmel Pianos( シンメルピアノ )” の日本総代理店業務も行っております。
まちのピアノ屋さんだからこその柔軟さが自慢です。
ピアノのことならなんでもまずはお問い合わせくださいませ！

ピアノを直したい
一級ピアノ調律師による丁寧な整調 ・ 整音で
ピアノが再び生き生きします

ピアノの調律 ・ 修理もお任せください。
ムサシ楽器は一級ピアノ調律師在籍で
す。 丁寧な整音 ・ 整調でピアノが再び
生き生きします。 また、 自社工房にて
経験豊富な職人による清掃・修理、 オー
バーホールも行っております。 お気軽
にご相談くださいませ。

ピアノを弾きたい
フルコンサートグランドピアノを
いつでもお弾きいただけます

フルグランドピアノ常設ホールもござい
ます。 国立ヴィオレホールはフルコン
サートグランドピアノを２台常設してい
る最大５５人収容の小ホールです。
Steinway D-274
YAMAHA CF
を常設しております。 練習に、発表会に。
様々にお使いいただけます。

ピアノを習いたい
お子さまから大人まで！
各種レッスンも行っています

ピアノを始めてみませんか？全年齢対
象です。 ムサシ楽器ヴィオレホールで
はピアノ、 管楽器、 ギター等の各種レッ
スンを行っております。 お子様のはじめ
てのピアノレッスンはもちろん、 おとな
のためのピアノ教室も行っております。
まずは体験レッスンからいかがですか？

ピアノを運びたい
ベテラン運送スタッフが
お客様の大切なピアノを丁寧にお運び致します

ピアノは 200kg を超える特別な楽器
です。 ムサシ楽器では自慢の自社ベテ
ラン運送スタッフが運送 ・ 配送を行っ
ております。 辛いことや楽しいこと、様々
な思いがいっぱい詰まったピアノは新
品よりずっと重く感じます。 自社クレー
ンも保有しておりますので難作業も可
能！移動、 保管も承っております。

。

ピアノを買いたい
新品 ・ 中古問わず、 常時 30 台以上の
ピアノからお選びいただけます

ムサシ楽器ではムサシ楽器工房リ
ニューアルピアノと、 KAWAI ピアノ、
そして Schimmel Pianos のピアノを
中心に取り扱っております。
ムサシ楽器工房リニューアルピアノは
ムサシ楽器自社工房にて当店の経験
豊かなリペアスタッフとベテラン調律
師が丁寧に仕上げた中古ピアノですの
で安心してお使いいただけます。

ピアノを売りたい
ご不用になったピアノの
買い取り、 引取処分いたします

ムサシ楽器ではご不要になったピアノ ・
電子ピアノ ・ エレクトーンなどを買取、
または引取処分させていただいておりま
す。お客様の大切なピアノを責任を持っ
てお引取りいたします。 かんたん買取
査定フォームにてお気軽査定。 査定無
料、 出張無料、 搬出費込みです。 当
日の減額は一切致しません！

ピアノを借りたい
月々 3,000 円から！
様々なご用途に応じてご利用いただけます

お子さまがいつまでピアノを続けるかわ
からない……ピアノを弾いてもご近所
迷惑にならないのかしら……音大に
通っている間だけピアノを借りられます
か……そのような疑問を抱える方にレ
ンタルをおすすめします！ムサシ楽器の
レンタルは柔軟な対応が自慢です。 ま
ずはご相談くださいませ。

https://schimmel-pianos.jp/

日本総代理店

ドイツの名門ピアノメーカー
Schimmel Pianos( シ ン メ ル ピ ア
ノ ) の国内総代理店業務も承ってお
ります。 国立市のシンボル “旧国立
駅舎” に設置のストリートピアノもシ
ンメルです。 是非演奏してみてくだ
さ い ね！ Schimmel Pianos に 関 し
てのご質問もお電話、 メール等にて
お気軽にお問い合わせくださいませ。

料金表

会社概要 2021 年 9 月現在

すべて税込

UP アップライトピアノ
GP グランドピアノ

社名

有限会社ムサシ楽器

代表取締役

荻尾香子

所在地

ピアノレンタル
UP

月額 23,000 円〜

GP

月額 22,000 円〜

椅子１脚、 防音耐震対策用のインシュレーター
納入時調律、 年一回の調律メンテナンス含む

※送料別途

東京都国立市東 1-17-4

電話

0120-634-860

FAX

042-575-0097

URL

https://www.musashi-gakki.co.jp/

設立

1935 年

資本金

※業務用 ( コンサート、 スタジオ、 教室など ) は
別途見積もり

300 万円

従業員数

10 名

事業内容

楽器 （主に中古ピアノ） 販売

ヴィオレホール
YAMAHA CF

3,500 円／時間

STEINWAY&SONS D-274

4,500 円／時間

※団体利用料金別設定

会社沿革

※控室別料金

1965 年

先代社長の荻尾佳ーが府中市武蔵台にて開業

練習室

1976 年

国立市の現住所に移転

1997 年

店舗改装及びヴィオレホール営業開始

2007 年

店舗のみ国立市東 1-17-4 lF 移転

2011 年

代表取締役を荻尾香子に交代

2014 年

ドイツシンメル社と総代理店契約締結

2015 年

店舗をリニューアル

1,500 円／時間
設置ピアノ Schimmel Pianos C116 Tradition
調律
UP 調律

16,500 円

GP 調律

18,700 円

整音 ・ 整調

66,000 円

現在に至る

アクセス

修理＆メンテナンス
UP 内装クリーニング

49,500 円～

JR国立駅

（全体清掃、 サビ落とし、 弦 ・ ピン磨き）
UP 外装メンテナンス

南

国立ヴィオレホール(2F)

部分補修

33,000 円～

部分再塗装

55,000 円～

P

増田書店

UP 塗装修理

ルネサンス

セブンイレブン

NTT
P

国立ビル

ムサシ楽器店舗
P

さくら病院
P

一橋大学

88,000 円～

: 一方通行

P : 近隣のコインパーキング
P : ムサシ楽器駐車場(一台限り/要事前連絡)

（全体清掃、 サビ落とし、 弦 ・ ピン磨き）
GP 外装メンテナンス

入口はこちら

紀ノ国屋

220,000 円～

GP 内装クリーニング

洋菓子
マロニエ

■電車をご利用の場合 ： JR 中央線国立駅南口から
ホールまで徒歩３分／ショールームまで徒歩５分
■お車の場合 ： 中央高速府中インターから約１０分

110,000 円～

（全体清掃、 金属部研磨、 バフ掛け）

※ムサシ楽器駐車場のご利用には事前連絡が必要です。
※ホールに専用駐車場はございません。

GP 塗装修理
部分補修

33,000 円～

部分再塗装

55,000 円～

全塗装

口

66,000 円～

（クリーニング、 金属部研磨、 バフ掛け）

全塗装

店 舗 ： 東京都国立市東 1-17-4 1F
ホール ： 東京都国立市東 1-14-15 2F

330,000 円～

創業 1935 年
東京国立まちのピアノ屋さん
Schimmel Pianos 日本総代理店

有限会社ムサシ楽器

ピアノのことならなんでも
お電話、 メール、 ホームページから
お気軽にお問い合わせくださいませ
ホームページ、SNS 随時更新中です！

営業時間 ： 10:00 ～ 19:00
年中無休 ( 年末年始を除く )
TEL:0120-634-860
FAX:042-575-0097
Mail:info@musashi-gakki.co.jp

詳細はこちら！

ムサシ楽器 HP

