
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。

〒060-0004 
札幌市中央区北4条西6丁目3-3 六花亭札幌本店3F

11:00～19:00 火曜日営業時間 定 休 日

〒060-0808  札幌市北区北8条西4丁目22-1
11:00～18:00営業時間
火曜日定 休 日

中古ピアノショップ

中古ピアノフェア同時期開催!

※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。

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

：

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

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
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

基本のスタンダードからハイスペックピアノまで
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。

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

新世代の多機能ピアノ楽しみ方もいろいろ

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

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

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

TEL : 011-252-2023
3F 鍵盤楽器売場(アビテックス〈防音室〉) TEL : 011-708-8188

札幌店
お問い合わせ

定　員／30名
演　奏／伊澤 瑠美（ヤマハピアノデモンストレーター）
演奏曲／トルコ行進曲
　　　　ブルグミュラー25の練習曲より

会　場／ヤマハミュージック 札幌店 3F鍵盤売場

会　場／ヤマハミュージック 札幌店 3F鍵盤売場

11／3［日］16:00

練習をしない子!?のためのピアノコンサート
「なかなか集中できない」「繰り返すのが苦手」色々な悩みを
解決するヒントが見つかる!?ピアノを楽しく続けるアドバイスを
交えながら、耳なじみのある曲をお楽しみいただけます!

導入期の
ソルフェージュ活用術

「聴いて」「読んで」「書いて」「歌って」

定　員／各30名
演　奏／山田 千波
(ヤマハエレクトーンデモンストレーター)

会　場／ヤマハミュージック 札幌店
　　　　3F鍵盤売場

定　員／70名

受講料／
一般:3,000円(税込)
ピアノ指導者の会 会員:
2,800円(税込)

11／17［日］

エレクトーン60周年 60曲LIVE

VOL.10「クラシック特集」
11:30 会　場／きたこぶしホール

               六花亭札幌本店10F

12／4［水］10:30～12:30

VOL.11「アーティスト特集2」

各5曲×12回シリーズで、60曲を演奏!
11月はクラシックの名曲と、大人気
「米津玄師」「星野源」の楽曲が楽しめる!

定　員／30名
11／10［日］11:30

ヤマハ音楽教室の生徒さんによるフロアコンサート
ヤマハ音楽教室の各コースの生徒さんたちが、日頃の成果を発揮します!

14:00

入場無料・要予約 入場無料・要予約

入場無料

要予約●イベントに関するお問い合わせ TEL : 011-252-2023～イベント・インフォメーション～ 講座案内

防音のご相談承ります
楽器をお持ちいただければ防音体験できます！

TEL:011-252-2023

防音相談会
ヤマハミュージック 札幌店会　場：

11/16（土）・17（日）日　時：

※事前にご予約ください。

11：00～18：00

専任スタッフがご自宅の防音設備にアドバイス!
図面持参でお見積り無料!楽器をお持ち頂ければ
防音体験できます!

42回以上最長10年払いは 
実質年率 3.9%

金　利
手数料0%
※手数料は当社が負担いたします。

36回払いまで最
長

❶ 残価一括払い ❷ 残価再分割払い
❸ 商品返却

最終回お支払い時の
選択肢も幅広く、安心です。

ライフスタイルに合わせた
４つのお支払いパターン

1. ステップアップ返済
　 毎月支払額を段階的に増額可能
2. ステップダウン返済
　 毎月支払額を段階的に減額可能
3. 一部繰上返済
　 支払期間を短縮もしくは以後の
　 支払額を軽減
4. 延長支払返済
　 支払延長が可能（最大１２０回迄）

〈実質年率 3.9％の低金利〉

残価据置型クレジット 自由返済型
フレックスプランα

商品価格

月々の
お支払い分
お支払い期間は
3年か4年を選択

3年後か4年後の
下取り価格

残 価

様々なお支払い方法がございます
●申込・問合せ先
   TEL : 011-252-2022
   (楽譜売場)

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　　

インテリアピアノ

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

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）220,000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

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 NEW

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


