
ヤマハミュージック 高崎店

2017年11/23［木・祝］～2018年1/21［日］

グランドピアノ試弾会
2018年1/21（日）まで

伝統と革新、進化を遂げたヤマハグランドピアノCXシリーズ

ヤマハミュージックスクエア高崎 試弾室会場

Winter 

●黒/鏡面艶出し塗装 
●高さ101×間口149×奥行161㎝
●重量300kg 　ヤマハ掛川工場製 　※椅子別売

1,840,000円（税抜）販売価格

C1X-SH

優れたバランスと豊かな音色が際立つ

C1Xに消音機能をプラスしました。

CFX音源搭載のサイレントピアノ™ 

SHタイプ。

販売価格

●黒/鏡面艶出し仕上げ    ●高さ102.4×間口150.1×奥行46.3cm
●重量109kg　◎専用高低自在椅子付

340,741円（税抜）

アップライトピアノと同じ機構のアクションを
搭載したハイブリッドピアノ。
音にも工夫をこらした、ベーシックモデルです。

予約制

力強さと繊細さを兼ね備えた、
ハイレベルなグランドピアノです。

グランドピ
アノ

トランスアコースティ
ックピアノ

サイレントピ
アノ

ハイブリッドピ
アノ

 展示品入替に付き１台限定

 展示品入替に付き１台限定

トランスアコースティックピアノトランスアコースティックピアノ

SALE
アップライトピアノ
ご成約特典

アップライトピアノ
ご成約特典

ヤマハ背付き椅子・防振防音インシュレーターグランドピアノ
ご成約特典
グランドピアノ
ご成約特典

C5X

展示機種  C5X・C3X・C1XSH

ピアノなんでも相談会

・グランドピアノとアップライトピアノはどう違う？
・新品ピアノと中古ピアノどっちの音のほうがいいの？

など ピアノ選びのヒントがいっぱい！

◆ピアノ選びに失敗したくない方のために◆

12/2（土）・3（日）12:00～18:00

アップライト
ピアノ

はじめてのレッスンは、シンプルな
アコースティックピアノをおすすめします。
はじめてのレッスンは、シンプルな
アコースティックピアノをおすすめします。
はじめてのレッスンは、シンプルな
アコースティックピアノをおすすめします。

ひとクラス上の豊かな音質が、
情感を余すことなく伝えます。

プレゼント!!56,500円分総額

椅子・インシュレーター・トップカバー・毛バタキ
ポリッシュ・クロス・キークリン

プレゼント!!7点セット

ヤマハミュージックスクエア高崎会場

ベテラン
調律師
による

ベテラン
調律師
による

E V E N T

アコースティックならではのタッチや豊かな響きは
そのままに、電子ピアノのように
音量調節ができます。

美しい音を、コンパクトなフォルムに。
そんなYU11に消音機能をプラスしました。

2台展示中
弾き比べが
できます！

目指したものは、演奏者と
ともに歌を奏でるピアノ。

C3X

2,200,000円（税抜）販売価格

●ダークマホガニー/木目調鏡面艶出し塗装仕上げ
●高さ113×間口149×奥行53cm ●重量194kg 
ヤマハインドネシア工場製  ※椅子別売

590,000円（税抜）販売価格

b113DMC

●ダークウォルナット/半艶塗装  
●高さ110×間口149×奥行59cm ●重量206kg
ヤマハインドネシア工場製  ◎専用高低自在椅子付

680,000円（税抜）

M2SDW 

●黒/鏡面艶出し塗装
●高さ113×間口149×奥行53cm  ●重量194kg
ヤマハインドネシア工場製  ※椅子別売

400,000円（税抜）

b113

●黒/鏡面艶出し塗装  
●高さ131×間口152×奥行65cm　●重量253kg
ヤマハ掛川工場製   ◎専用高低自在椅子付

1,240,000円（税抜）

YUS5

天然木のぬくもりが日々の
暮らしに寄り添いながら、
アコースティックの豊かな響きと
ともに家族の心を弾ませます。

落ち着いた色合いと優美な猫脚が、
あなたのお部屋を素敵に彩ります。

豊かな響きを奏でるアップライトの正統派。

●マホガニー/鏡面艶出し塗装
●高さ131×間口152×奥行65cm ●重量247kg
ヤマハ掛川工場製 　◎専用高低自在椅子付

1,230,000円（税抜）販売価格

●黒/鏡面艶出し塗装   ●高さ121×間口153×奥行61cm
●重量242kg　　ヤマハ掛川工場製 
※椅子別売　◎ヘッドフォン付

1,000,000円（税抜）販売価格

●黒/鏡面艶出し塗装   ●高さ121×間口153×奥行61cm
●重量232kg　　ヤマハ掛川工場製 
※椅子別売　◎ヘッドフォン付

820,000円（税抜）販売価格



中古ピアノ
ご成約特典
中古ピアノ
ご成約特典

椅子・インシュレーター
トップカバー・毛バタキ
ポリッシュ・クロス・キークリン

プレゼント!!7点セット

大人の方、まったく
はじめての方大歓迎!!

小学生から大人まで

ピアノ個人
レッスン募集!!
ピアノ個人
レッスン募集!!

※掲載商品の販売価格は、（株）ヤマハミュージックリテイリングの店頭販売価格(税抜)でございます。また、表示の金額には消費税・運搬・納入据付料は含まれておりません。　※規格及び仕様は、改良の際、予告なく変更する場合があります。 ※印刷された商品の色調は、実際の商品と多少違うことがあります。

※中古ピアノ・ヤマハリニューアルピアノの掲載情報は11月1日現在の在庫状況のため、お電話にてご確認をお願い致します。 

レッスンに
役立つ小物が
お買い得です。

楽 譜 ピアノ小
物

※一部対象外がございます。

２０％OFF!!
足台、メトロノーム

、ピアノカバーなど

～12/28（木）ま
で

クリスマスパーティに！
卒業シーズンにおすすめの曲を！
各種取り揃えております‼

クリスマス
卒業ソング
フェア

クリスマス
卒業ソング
フェア

新しい歌の楽しみ方！
“カラオケ以上レッスン未満”

セフィーネNS

ヤマハ防音室

音の問題で困っていませんか？

周りを気にせず思いっきり
音楽を楽しみませんか？

音の事で悩んでいる方、
この機会にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。
レッスン見学受付中!!

ヤマハ 高崎 中古ピアノ
最新の展示店・在庫状況は中古ピアノの在庫は

すべて1台限りです

エレクトー
ン クラビノーバ

ご成約特典
基本配送料

無料！！

●ダークウォルナット調仕上げ　  
●高さ92.7×間口146.1×奥行45.9cm 
●重量56kg 　
◎専用高低自在椅子、ヘッドフォン付

145,000円（税抜）145,000円（税抜）
販売価格

CLP-635DW
●ホワイトアッシュ調仕上げ　  
●高さ92.7×間口146.1×奥行45.9cm 
●重量60kg 　
◎専用高低自在椅子、ヘッドフォン付

195,000円（税抜）195,000円（税抜）
販売価格

CLP-645WA

●ニューダークローズウッド調仕上げ　
●高さ96.7×間口146.1×奥行46.5cm 
●重量69.0kg 　
◎専用高低自在椅子、ヘッドフォン付

255,000円（税抜）255,000円（税抜）
販売価格

CLP-675R

◎専用椅子付 180,000円（税抜）180,000円（税抜）販売価格販売価格

ベーシックモデルELB-02

ベーシックから、はじめよう。
音楽の楽しみが、「基本」から
「無限」にひろがっていく。
STAGEAのベーシックモデルです。

世界で活躍する２つのコンサートグランドピアノ音を豊かな響きで体感。
303曲のレッスン曲など、ピアノの上達をサポートする機能も充実しています。

ヤマハオリジナル
クリスタルUSB+

おうちでおけいこBOOK
プレゼント‼

ヤマハオリジナル
クリスタルUSB
プレゼント‼

https://www.yamahamusic.jp/shop/takasaki.html https://www.yamahamusic.jp/shop/honjo.html https://www.yamahamusic.jp/shop/kiryu.html

新鍵盤「グランドタッチ鍵盤」と
3ウェイスピーカーでグランド
ピアノらしいタッチと
迫力ある演奏ができます。

C3B ヤマハ中古ピアノヤマハ中古ピアノ

人気のC3シリーズ‼
ハンドマフラー付きモデル
人気のC3シリーズ‼
ハンドマフラー付きモデル

◆日本製

1,100,000円（税抜）販売価格

C5E ヤマハリニューアルピアノヤマハリニューアルピアノ

低音から高音までのバランスの
良さ、迫力のある音が魅力！！

◆日本製

1,450,000円（税抜）販売価格

YU1SZ ヤマハリニューアルピアノヤマハリニューアルピアノ

サイレントピアノ
弾きたい時に弾けるピアノ
サイレントピアノ
弾きたい時に弾けるピアノ

 ◆日本製

545,000円（税抜）販売価格

W3ABiC ヤマハリニューアルピアノヤマハリニューアルピアノ

今となっては希少な木材バーチ
美しい木目のピアノ

◆日本製

630,000円（税抜）販売価格

UX3 ヤマハ中古ピアノヤマハ中古ピアノ

人気のX支柱3型モデル
バランスの良いピアノです
人気のX支柱3型モデル
バランスの良いピアノです

 ◆日本製

440,000円（税抜）販売価格

U10BL ヤマハ中古ピアノヤマハ中古ピアノ

初心者の方におすすめの
ヤマハ中古ピアノ

◆日本製

340,000円（税抜）販売価格

MI201 ヤマハリニューアルピアノヤマハリニューアルピアノ

めずらしいモダンピアノ
どんなお部屋にもピッタリ
めずらしいモダンピアノ
どんなお部屋にもピッタリ

 ◆日本製

580,000円（税抜）販売価格

◎専用椅子付 650,000円（税抜）650,000円（税抜）販売価格販売価格
スタンダードモデルELS-02

◎専用椅子付 980,000円（税抜）980,000円（税抜）販売価格販売価格
カスタムモデルELS-02C

電子ピアノ

中古ピアノ

ステッカー 整 備 表 保 証 書

ヤマハリニューアルピアノは
ステッカー、整備表、
保証書付きで安心!

ヤマハ「リニューアルピアノ」は永年のピアノづくりで培われた
ヤマハの確かな技術が生かされた高品質の中古ピアノです。
しっかりと調律・整調・整音された音、美しく磨き上げられた外装
で新たな輝きを持つピアノとして生まれ変わります。「リニューアル
ピアノ」はヤマハ株式会社の指定した修理工房で、厳密な工程を
経て生まれかわります。ピアノ作り・ピアノ修理の経験豊かな技術者
により一台一台入念に仕上げられ、安心してお使いいただ
けるピアノです。ヤマハ「リニューアルピアノ」にはステッカーと
整備表・保証書がついています。お確かめの上お求めください。

ヤマハリニューアルピアノとは

ご成約特典
ELB-02
ご成約特典
ELB-02

ご成約特典
エレクトーン
ご成約特典
エレクトーン

エレクトーンSTAGEA

マンスリー
コンサート
デモンストレーターによる
STAGEAの魅力いっぱいのコンサート！
11/19（日）11：30～・13：00～
本庄店

日時

会場

12/9（土）10：30～・13：45～
とみおか総合センター

日時

会場

11/25（土）11：00～・12：00～・15：00～
ミュージックスクエア高崎

日時

会場

1/20（土）10：30～・12：30～・14：45～
本庄かみさと総合センター

日時

会場

2/24（土）10：30～・14：30～・16：30～
桐生かさかけ店

日時

会場

ステージア
パーティ

11/25（土）14：00～・15：00～
なかい総合センター

日時

会場

12/9（土）11：00～・12：00～・15：00～
ミュージックスクエア高崎

日時

会場

1/13（土）10：30～・13：00～
桐生かさかけ店

日時

会場

ベーシックを120％楽しむ方法おしえます！
BASIC
ベーシック

E V E N T

E V E N T

おうちで

わくわく
体験！

ステージアを体験しちゃおう！！
ご家族揃ってご参加ください！

タムラ ミキオ 冨田 裕梨

タムラ ミキオ 林  真由

冨田 裕梨


