
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

サイレントピアノ
後付けユニット
RSC2シリーズ

ピアノ本来の機能を損なわずに取り付けが可能。
これまでと同じようにアコースティックピアノとしての
演奏もお楽しみいただけます。

ピアノ消音ユニット　RSC2シリーズ

※取り付け品番はピアノのモデルにより異なります。
※別途出張費がかかります。
　詳しくはお気軽にお問い合わせください。

大切なピアノと
いつでも
いつまでも

月々ラクラクお支払い

金利手数料0%
ピアノ残価据置型クレジット

手数料はヤマハが負担いたします

月々ラクラクお支払い

手数料はヤマハが負担いたします

ピアノ買取保証
ご購入プラン
将来の買取金額を

確認してから購入できる！

ピアノ診断受付中！

「ピアノ診断」は出張費のみで承ります。
出張費1,500円（税抜）～
地域により異なります。
調律・修理等お気軽に
ご相談ください。

ヤマハ銀座店首都圏ピアノ技術センター

●長年使っていないピアノ、 久しぶりに使い始めたい!!
●何となく音がヘン。●戻らない鍵盤がある。
●買い替えるか、使い続けるか悩んでいる。

 TEL : 03-3572-3101
お問い合わせ・お申し込みは

コントローラーは自分のスマホやタブレット。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。

お手持ちのスマートデバイスをワイヤレス接続、ピアノを簡単に操作。

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

電子ピアノ&ハイブリッドピアノ

いつでも体験できますいつでも体験できます

お問い合わせ

11:00～19:30営業時間
第2火曜日定 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。担 当

〒104-0061 中央区銀座7-9-14
TEL : 03-3572-31621F エレクトーン・電子ピアノ

TEL : 03-3572-31325F ピアノ・アビテックス[防音室]

チラシ有効期限：2019年12月1日

エレクトーン展示中！
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銀座線・日比谷線 銀座駅銀座線・日比谷線 銀座駅

都営浅草線・日比谷線
東銀座駅
都営浅草線・日比谷線
東銀座駅

銀座
ライオン

GINZA SIX

銀座線
新橋駅
銀座線
新橋駅

ヤマハ銀座店

●東京メトロ銀座線/丸の内線/日比谷線 銀座駅A3出口より徒歩約5分
●都営地下鉄浅草線新橋駅、東銀座駅より徒歩約7分
●JR線新橋駅より徒歩約7分、有楽町駅より徒歩約9分

650,000円（税抜）
販売価格

専用椅子付

STAGEA ELS-02

11/9（土）・23（土・祝）
場所：１階エレクトーン電子ピアノ売場

※詳しくはお問合せください

エレクトーン演奏情報

※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。　※展示は店により異なります。

170,000円（税抜）～本　体：
～45,000円（税抜）取付費：

グランドピアノ 多彩な音色と幅広いダイナミックレンジを実現、より豊かな表現を。

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™ENSPIREシリーズ。

銀座店おすすめモデル銀座店おすすめモデル
ディスクラビア™ENSPIRE自動演奏搭載ピアノ

ディスクラビア™ENSPIRE
YUS5ENST
ディスクラビア™ENSPIRE
YUS5ENST
ディスクラビア™ENSPIRE
YUS5ENST
ディスクラビア™ENSPIRE
YUS5ENST
販売価格  1,980,000円(税抜)販売価格  1,980,000円(税抜)販売価格  1,980,000円(税抜)販売価格  1,980,000円(税抜)
・黒/鏡面艶出し塗装
・高さ131×間口152×奥行65cm 
・重量276kg　ヤマハ掛川工場製

専用高低自在椅子付・ヘッドホン付

ディスクラビア™
ENSPIRE
C3X-ENPRO
ディスクラビア™
ENSPIRE
C3X-ENPRO
ディスクラビア™
ENSPIRE
C3X-ENPRO
ディスクラビア™
ENSPIRE
C3X-ENPRO
販売価格  3,800,000円(税抜)販売価格  3,800,000円(税抜)販売価格  3,800,000円(税抜)販売価格  3,800,000円(税抜)
・黒/鏡面艶出し塗装
・高さ101×間口149×奥行186㎝
・重量348kg　  ヤマハ掛川工場製

椅子別売・ヘッドホン付

アップライトピアノ

憧れのグランドピアノが身近に。
8畳のお部屋に
C1Xを置いた
イメージ。

銀座店特別展示モデル

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
演奏が堪能できます。

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

ヤマハアップライトピアノ
b113
販売価格 
400,000円(税抜)
・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

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。

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

椅子別売

美しい音を、
コンパクトなフォルムに。

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

ピアノを弾くのが
もっと楽しくなる。
コンパクトグランドピアノは、
あなたの夢を叶えます。

ヤマハグランドピアノ
GB1K
販売価格 
1,150,000円(税抜)
・黒/鏡面艶出し塗装
・高さ99×間口146×奥行151㎝
・重量261kg 
  ヤマハインドネシア工場製

椅子別売

目指したものは、演奏者とともに
歌を奏でるピアノ。響きの豊かさが
力強く歌うピアノを生み出しました。

ヤマハグランドピアノ
C3X
販売価格 
2,300,000円(税抜)
・黒/鏡面艶出し塗装
・高さ101×間口149×奥行186㎝
・重量320kg 　ヤマハ掛川工場製

椅子別売

ヤマハアップライトピアノ
YUS5
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

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。
最高の音へのこだわりを秘めて。

・黒鏡面艶出し仕上げ ・ホワイトアッシュ調仕上げ ・鏡面艶出し仕上げ 

00金利手数料
※手数料は当社が負担いたします。
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  らく最

長36回払い
まで

期間限定 お支払いキャンペーン

42回以上最長10年払いは  実質年率 3.9%

%

ヤマハサイレントピアノ
YUS5SH2 ホワイト特注

販売価格 1,680,000円(税抜)
専用高低自在椅子付・ヘッドホン付　ヤマハ掛川工場製

・高さ131×間口152×奥行65cm ・重量257kg

美しい音に気品をそえるホワイト
SPECIAL ORDER

ヤマハグランドピアノ
C2XCP
アメリカンウォルナット/ナチュラル半艶仕上げ塗装

販売価格 2,900,000円(税抜)
専用椅子付　ヤマハ掛川工場製

落ち着いた木目が美しいピアノ
SPECIAL ORDER

・高さ101×間口151×奥行175cm ・重量310kg

ヤマハグランドピアノ
S3X
黒/鏡面艶出し塗装 

販売価格 4,600,000円(税抜)
椅子別売　ヤマハ掛川工場製

暖かみと深みをもった表現力豊かなピアノ
PREMIUM PIANO

・高さ101×間口149×奥行186cm ・重量330kg

（税抜）295,000円販売価格
・高さ104.0×間口141.8×奥行46.6cm ・重量69kg

CSP-170PE
ヤマハクラビノーバ

専用高低自在椅子付・ヘッドホン付

（税抜）235,000円販売価格
・高さ96.7×間口146.1×奥行46.5cm ・重量69kg 

CLP-675WA
ヤマハクラビノーバ

専用高低自在椅子付・ヘッドホン付

（税抜）650,000650,000650,000650,000円販売価格
 ・重量117kg ・高さ100.1×間口146.5×奥行61.8cm ・重量117kg  

N1XN1XN1XN1X
ヤマハハイブリッドピアノ アバングランド

高低自在椅子付

ピアノ譜面の自動作成など
CSPならではの機能を、
木製鍵盤と迫力のある
サウンドで楽しめます。

～イベント・インフォメーション～

グランドピアノ
C3X特別選定会

会　場／ヤマハ 銀座店６階 コンサートサロン　
定　員／先着10組様限定（ご成約順）

ピアノは弾き手とのフィーリングが大切です。
ぜひ選んでお買い求めください。

11／23［土・祝］・24［日］

ピアノはじめてDAY
みんなのハテナを解決！

会　場／ヤマハ 銀座店5階 ピアノフロア

ピアノ選び初心者、大集合！！

「電子ピアノとアコースティックピアノ、
 タッチは違うの？」「どれも同じに見えるけど、中身は
違うの？」など…なかなか聞けない、ピアノ選びが
はじめての方ならではの疑問にお答えする、
スペシャルな企画です。

ヤマハピアノデモンストレーター
依田 由香理

11／2［土］・3［日］・4［月・祝］
11:00～18:00

●イベントに関するお問い合わせ ピアノ売場 TEL： 03-3572-3132

選定料無料

ご成約いただき、選定会にお申し込みいただいた方には

大屋根保護クッションプレゼント!!

弾けなくてもOK!!
ヤマハデモンストレ

ーターが

しっかりサポートし
ます。

極上の音楽をリビングに
ディスクラビア™ENSPIREのためだけに、ヤマハアーティスト本人が収録した
演奏ばかりです。
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