
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。

トランスアコースティックピアノ

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3
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2

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
YUS1TA2
販売価格 1,240,000円(税抜)
・黒/鏡面艶出し仕上げ 
・高さ121×間口152×奥行62cm
・重量243kg　ヤマハ掛川工場製
専用高低自在椅子付・ヘッドホン付

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200㎝
・重量320kg　ヤマハ掛川工場製

椅子別売り

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）
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（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（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。

熟練の工房技術者により再調整された
高品質中古ピアノ

ヤマハリニューアルピアノとは
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。

※一部機種によりご利用いただけない場合がございます。
※各１台限りとなりますので売約済になる場合があります。

最新情報はこちらから▶

web検索でご希望のピアノが
見つかるかも!！中古ピアノ

かんたん
検索！380,000円（税抜）販売価格

UX
1980年製 黒 鏡面艶出し塗装

Re

ヤマハアップライトピアノ
YU33
販売価格 830,000円(税抜)
・黒/鏡面艶出し仕上げ 
・高さ131×間口153×奥行65cm
・重量246kg　ヤマハ掛川工場製

椅子別売

※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。　※ヤマハリニューアルピアノの掲載情報は10月23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。 

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

新世代の多機能ピアノ楽しみ方もいろいろ
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

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。

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。

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

ハイブリッドピアノ

ヤマハリニューアルピアノ・中古ピアノ展示中

（税抜）650,000円

（税抜）358,000円

販売価格

エレクトーンステージin 東武イーストモール
11／17［日］
1ステージ／13:00  2ステージ／15:00

ブルグミュラーコンサート

ピアノの中を見てみよう〈調律師がピアノ内部を大公開〉

●イベントに関するお問い合わせ TEL : 0157-36-1201 

ところ／東武イーストモール端野店
            イートインスペース特設ステージ

（北見市端野町三区５７２番地）

ヤマハミュージック北見店の生徒さんはもちろん、ヤマハエレクトーンデモンストレーター今村弥生さん、
そして川村知穂さん（北見綜合音楽センター在籍）をゲストにお迎えし素晴らしい演奏をお楽しみいただき
ます。川村知穂さんは北見市内の小学校に通う小学校3年生。12月1日にNHK大阪ホールで行われます
エレクトーンコンクール（以下、YEC)2019ファイナル小学校低学年の部で出演することになりました。
YECは小学校低学年、高学年、中学生、一般の４つの部門で展開し、東京大阪にて実施するファイナリスト
選考会を通過した国内出場者に海外からのエントリーを加え最終ステージ「ファイナル」若き精鋭たちの
競演となります。北見の若き音楽家の応援を、宜しくお願い致します。

12／15［日］
開場／12:30 開演／12:45
ところ／ヤマハミュージックリテイリング 
            北見店 2F

定  員／30名

ブルグミュラー25の練習曲を中心に演奏とお話をお届けします。

演 奏／伊澤 瑠美
              （ヤマハピアノデモンストレーター）

入場無料・要予約
鑑賞無料

イベント予告 2020年 1／12［日］

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
専用高低自在椅子付・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 

※展示はNU1PBWになります。

ヤマハハイブリッドピアノ
NU1X

ヤマハハイブリッドピアノ
NU1PBW

NU1XPBW
専用高低自在椅子付

高低自在椅子付

たまったポイントはその日から使えます。
（一部対象外商品有り）
ご来店でのご利用のみになります。　

一商品100円（税抜）につき
１ポイントプレゼント！

会員になったその日からご利用できる！ 現金でも
クレジットでもヤマハのお買い物でポイントが貯まる！

ヤマハミュージック
ポイントカード
入会受付中！！

～イベント・インフォメーション～

調律無料査定実施中!
ピアノの修理、調律承ります。
しばらく調律をしていないピアノを気持いい音に
しませんか？調律や修理など無料査定実施中。

●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。　●ピアノを移動したい。
●戻らない鍵盤がある。　●ご近所迷惑にならないかしら?

お気軽にご相談ください。

TEL : 0157-36-1201 
代　表

〒090-0054　北見市双葉町1丁目1-7

10:00～18:00

火曜日

営業時間

定 休 日

北見店お問い合わせ

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 ●北見駅より車で約15分

●駐車場あり

●北見わかば幼稚園

通
和
昭

北見市立高栄中学校●

北見市中央図書館　
緑地区分館●

●松原医院

双葉緑道

夕陽ヶ丘通

ヤマハミュージック
リテイリング 北見店

943

旧品番
店頭
展示品
1台限り

328,000円（税抜）販売価格

U1A
1983年製 黒 鏡面艶出し塗装

Re

393,000円（税抜）販売価格

UX1
1980年製 黒 鏡面艶出し塗装

Re

今村 弥生

（ （ヤマハエレクトーン
 デモンストレーター

お楽しみに！


