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新世代の多機能ピアノ楽しみ方もいろいろ

旭川店お問い合わせ

●JR函館本線　旭川駅より徒歩10分
●契約有料駐車場有
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旭川
信金

宮下通

4条通

通
橋
緑

通
園
公
物
買

5条通

北洋銀行P

リパーク旭川
5条通8丁目リボン

パーキング P

3.8
パーキング P

ヤマハミュージック
リテイリング 旭川店

JR旭川駅

TEL : 0166-27-0620
店舗鍵盤係

〒070-0034 旭川市４条通８丁目　日本生命４条通ビル1F

平日・土曜 11:00～19:00
日曜・祝日 10:00～18:00

火曜日

営業時間

定 休 日

詳しい情報は
webへアクセス▶▶▶
※一部機種によりご利用いただけない
　場合がございます

今話題の映画 「蜜蜂と遠雷」。
その劇中に使われている曲を集めました。
原作の小説もご用意しております。
気になる曲を、チェックしちゃおう！！

あつめました。
「蜜蜂と遠雷」
  あつめました。
「蜜蜂と遠雷」
  あつめました。
「蜜蜂と遠雷」
  

特集
❶

柔らかな音色が
魅力的な「オカリナ」。
吹いてみたいと思ったことは
ありませんか？
きっと、お気に入りの1本と
出会えます★

あつめました。あつめました。あつめました。オカリナオカリナオカリナ特集
❷

入場無料・要予約

ジュニアコース エレクトーンコンサート

11／17［日］11:00～
これからのレッスンで使用するテキスト曲から演奏します。
エレクトーンならではの素敵なアレンジをお楽しみください。

会　場／旭川ミュージックセンター1Fロビー
               （旭川市4条通8丁目 日本生命4条通ビル1F）
対　象／ヤマハ音楽教室 幼児科の生徒さん
演　奏／中村 久美（ヤマハエレクトーンデモンストレーター）
使用機種／ELS-02C・ELB-02

入場無料・要予約

初めてのクラシック ピアノコンサート

11／24［日］11:00～
素敵なクラシック曲を、お話しをまじえながらお聴きいただける
コンサートです。どうぞお気軽にお越しください♪

会　場／ヤマハミュージック旭川店　ピアノフロア
                （旭川市4条通8丁目 日本生命4条通ビル1F）
演　奏／伊澤 瑠美（ヤマハピアノデモンストレーター）
使用機種／C3X

美しい音を、コンパクトなフォルムに。
YU11にトランスアコースティック™
機能をプラス。

多彩な自動演奏コンテンツで
リスニングの楽しみを広げる
ディスクラビア エンスパイアシリーズ。

新音源、多彩な音色
ヤマハグランドピアノの最高峰モデル「CFX」の音色に加えて、
ベーゼンドルファー「インペリアル」の音源も新たに搭載。 
「TA2」「SH2」は20音色、「SC2」は10音色から選べます。

好みの音色をピアノ全体で奏でる豊かな響きで

Bluetooth オーディオ接続対応
スマートフォンやタブレット端末のオーディオデータを再生し、お楽しみいただけます。
（SC2シリーズは対象外）

手持ちの音楽を”ピアノ”で再生する新体験

操作性をよりわかりやすく改良しました。
シンプルでスリムなデザインのコントロールユニット

トランスアコースティックピアノ

3

2

1

スマートデバイスと連動可能
無料アプリ「スマートピアニスト」を使って、演奏を楽しめます。 

シンプルでスリムなデザインの4

コントローラーは、自分のスマホやタブレット。
お手持ちのスマートデバイスでピアノを簡単に操作。1
消音演奏も臨場感のある音で。
高品位なピアノ音源を搭載。2
美しさを、設計しました。
アコースティックピアノとしての外観を大切にしたデザイン。3
多彩な自動演奏のピアノ曲
楽しみが広がる500曲の内蔵コンテンツ。4
簡単にワイヤレス接続
お手持ちのスマホやタブレットでピアノを簡単操作。5

※ENSPIREのためだけに、人気ヤマハアーティスト本人が収録した、他では手に入らない演奏ばかりです。

極上の音楽をリビングに
伝説の人気ヤマハアーティストたちの音楽をカバー。6

トランスアコースティックピアノ
YU11TA2
販売価格 1,000,000円(税抜)
・黒/鏡面艶出し仕上げ 
・高さ121×間口153×奥行61cm
・重量242kg　ヤマハ掛川工場製

椅子別売・ヘッドホン付

ヤマハグランドピアノ
C1X
販売価格 1,750,000円(税抜)
・黒/鏡面艶出し塗装
・高さ101×間口149×奥行161㎝
・重量290kg　ヤマハ掛川工場製

椅子別売

コンパクトで軽量、調律要らず。
音楽の楽しみの可能性が広がる
ピアノです。

電子ピアノ
はじめよう！全身で音楽を楽しめるエレクトーン！

想像力を広げる機能が満載の
『カスタム』モデル。
想像力を広げる機能が満載の
『カスタム』モデル。

コンパクトで持ち運びも
できるカジュアルな
エレクトーンです。

490,000円（税抜）
椅子付

販売価格

ヤマハエレクトーン
ELC-02
（カジュアルモデル）

180,000円（税抜）180,000180,000180,000円（税抜）
椅子付

販売価格

ヤマハエレクトーン
ELB-02
（ベーシックモデル）

650,000円650,000円（税抜）

椅子付

販売価格

ヤマハエレクトーン
ELS-02
（スタンダードモデル）

980,000円980,000円（税抜）

椅子付

販売価格

ヤマハエレクトーン
ELS-02C
（カスタムモデル）

音楽が大好きな大人の方にも、
音楽を始めたいお子さまにも
お求めやすいベーシックモデル。

COLOR 全4色
ブラックウッド調仕上げ
ホワイトウッド調仕上げ
ホワイトアッシュ調仕上げ

・ニューダークローズ
  ウッド調仕上げ

（税抜）105,000円
販売価格

・高さ84.9×間口135.7×奥行42.2㎝
・重量42.0kg　　

ヤマハアップライトピアノ
YU11
販売価格 660,000円(税抜)
・黒/鏡面艶出し仕上げ 
・高さ121×間口153×奥行61cm
・重量228kg　ヤマハ掛川工場製

椅子別売

ライフスタイル、ミュージックスタイルに合わせてピアノも様 ♪々

基本のスタンダードからハイスペックピアノまで

ディスクラビアエンスパイア自動演奏搭載ピアノトランスアコースティックピアノ電子ピアノ機能プラス

憧れの
グランドピアノが
身近に。

美しい音を、
コンパクトなフォルムに。

表現する喜びが息づく
気品と高級感。

8畳のお部屋に
C1Xを置いたイメージ。

インテリアピアノ

販売価格 1,320,000円(税抜)
・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

ヤマハアップライトピアノ
YUS5
ヤマハアップライトピアノ
YUS5
ヤマハアップライトピアノ
YUS5
ヤマハアップライトピアノ
YUS5

ハイブリッドピアノを
もっと詳しく

▶▶▶

コンパクトサイズ
ながらも、タッチ感は
まさにグランドピアノ

コンパクトサイズ
ながらも、タッチ感は
まさにグランドピアノ

･鏡面艶出し仕上げ

N1X
ヤマハ アバングランド

アバングランド

COLOR 全2色
ホワイトウッド調仕上げ

・ブラックウッド調仕上げ 

（税抜）650,000円販売価格

（税抜）195,000円販売価格
・高さ104.0×間口141.2×奥行46.5cm ・重量58.0kg 
CSP-150B
ヤマハ電子ピアノ

ヤマハ電子ピアノ

専用高低自在椅子付・ヘッドホン付

専用アプリと
組み合わせて、
お気に入りの曲の
演奏に気軽に
チャレンジ。

ヤマハアップライトピアノ
YF101C 
ヤマハアップライトピアノ
YF101C 
ヤマハアップライトピアノ
YF101C 
ヤマハアップライトピアノ
YF101C 
販売価格 880,000円(税抜)
・チェリー／半艶塗装
・高さ114×間口150×奥行58cm 
・重量204kg　ヤマハ掛川工場製

専用高低自在椅子付

ディスクラビアエンスパイア
YUS1ENST
販売価格  1,560,000円(税抜)
・黒/鏡面艶出し塗装
・高さ121×間口152×奥行62cm 
・重量252kg　ヤマハ掛川工場製
専用高低自在椅子・ヘッドホン付

専用ピアノアクション搭載で、
本物のタッチ感で演奏を楽しめます。

（税抜）398,000円
販売価格

（税抜）448,000円販売価格

・黒/鏡面艶出し仕上げ 
・高さ102.4×間口150.1×
  奥行46.3cm ・重量111kg

･ブリリアントホワイト/鏡面艶出し仕上げ 

ヤマハハイブリッドピアノ
NU1X

NU1XPBW
専用高低自在椅子付

高低自在椅子付

YDP-164R

ヤマハアップライトピアノ
b113DMC
販売価格 590,000円(税抜)
・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  インドネシア工場製

椅子別売

高低自在椅子付・ヘッドホン付

～イベント・インフォメーション～ ●イベントに関するお問い合わせ・お申込み TEL： 0166-27-0484


