
※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1月31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。 

千里店お問い合わせ

〒560-0082  豊中市新千里東町1-3-142
● 地下鉄北大阪急行線
    千里中央駅下車
    北出口出てスグ
● 大阪モノレール
    千里中央駅下車
     徒歩5分

11：00～19：00
水曜日

営業時間
定 休 日

TEL : 06-6831-6776
代　表

TEL : 06-6831-6945
鍵盤楽器売場

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
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調律無料診断実施中!
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。

防音のご相談承ります

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！

ポイントカードのご案内
ヤマハミュージック

年会費・
入会金
無料！

音に関する ご相談・ご質問にお答えします！

防音・音場に関する資料多数ご用意！
防音室の無料お見積いたします！

防音相談会

325,000円（税抜）販売価格

MC10A 1990年製
黒 鏡面艶出し塗装

Re

422,000円（税抜）販売価格

U30BL 1987年製
黒 鏡面艶出し塗装

Re

328,000円（税抜）販売価格

U3H 1979年製
黒 鏡面艶出し塗装

Re

364,000円（税抜）販売価格

U1A 1985年製
黒 鏡面艶出し塗装

Re

1,000,000円（税抜）販売価格

C1 1995年製
黒 鏡面艶出し塗装

1,320,000円（税抜）販売価格

C3E 1991年製
黒 鏡面艶出し塗装

396,000円（税抜）販売価格

W104 1977年製
木目 ミンディ 鏡面艶出し塗装

458,000円（税抜）販売価格

UX10BL 1989年製
黒 鏡面艶出し塗装　消音機能付き

Re

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。

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！

※ …ヤマハリニューアルピアノRe ※展示商品は変更になる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

熟練の技術者により調整された、ご予算に合った1台をお選びいただけます。

ヤマハリニューアルピアノ・中古
ピアノ展示中！

現品限りですのでこの機会にぜひ！！お買い得商品！！展示品1台限り

長期在庫につき
店頭品1台限り

YUS1
ヤマハアップライトピアノ

販売価格770,000円（税抜）

長期在庫につき
店頭品1台限り

YUS5MhC
ヤマハアップライトピアノ

販売価格1,340,000円（税抜）

長期在庫につき
店頭品1台限り

YF101C
ヤマハアップライトピアノ

販売価格
774,000円（税抜）

長期在庫につき
店頭品1台限り

C３X
ヤマハグランドピアノ

販売価格
2,070,000円（税抜）

長期在庫につき
店頭品1台限り

b113PWH
ヤマハアップライトピアノ

販売価格
636,000円（税抜）

長期在庫につき
店頭品1台限り

YDP-S52WH
ヤマハ電子ピアノ

販売価格
96,300円（税抜）

ヤマハの
ピアノを見に行こう!

ヤマハミュージックのピアノフェア

店内展示品は
全て体感できます!

2 8 17▶金 日 10日間
限り

◆ご成約特典
期間中、グランドピアノ・アップライトピアノのご成約で

お手入れ用品プレゼント!!　 ・特製ラスタ
・ユニコン

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。

誰もが楽しめるまさに
「定番」のモデルです。

弾きたい気持ちに
すぐ応えてくれる
音やリズムを満載。 980,000円（税抜）980,000円（税抜）

イス付

販売価格

ヤマハエレクトーン
ELS-02C
（カスタムモデル）

650,000円（税抜）650,000円（税抜）
イス付

販売価格

ヤマハエレクトーン
ELS-02ELS-02
（スタンダードモデル）

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）490,000円（税抜）

イス付

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）180,000円（税抜）

イス付

販売価格

ヤマハエレクトーン
ELB-02
（ベーシックモデル）

～イベントインフォメーション～Event Information
※イベントは予告なく変更になる場合がございます。 詳しくはお問い合わせください。

「ピアノの森」のストーリーや作中で演奏される
曲を紹介しながらのコンサートです。

「ピアノの森」エピソードで贈る

2/17［日］開場 13:00開演 13:30

開場 10:30
開演 11:00

開場 11:00
開演 11:30

会　場／ヤマハミュージック 千里店 1F 
               セレクションルーム

使用機種／グランドピアノ
定　員／40名

●イベントに関するお問い合わせ  TEL 06-6831-6945

無料・要予約
無料・要予約

～TVサウンズの中から、
   お勧めの曲を演奏致します～

0歳児から参加できる
ピアノミニコンサート
～豊かな心と身体を育む音楽～

演　奏／森本 麻美

2/19［火］
会　場／千里中央センター
　　　　7F room.5

使用機種／グランドピアノ
定　員／40名
料　金／大人　800円（税抜）
　　　　こども 無料

千里店 スタッフによる
エレクトーン
新刊コンサート

演　奏／千里店 スタッフ

2/16［土］
会　場／ヤマハミュージック 千里店 1F

使用機種／ELS-02C
定　員／40名

要予約

TEL:06-6531-8161
大阪なんば店会　場：

2/16（土）・17（日）日　時：
11：00～19：00

要予約

～ピアノ名曲
         コンサート～

演　奏／朝倉 麻里子
（ヤマハピアノデモンストレーター）

●プロフィール
滋賀県立石山高校音楽科より、沖縄県立
芸術大学音楽部、同大学大学院卒業。
現在、Vienna  young  pianists 
国際アカデミー(ウィーン)のピアノ
科教授。

～お子様から大人の初心者まで
       幅広い人気を誇るモデルです～

お世話になった
先生へ…お友達へ…

フォトフレーム・吹奏楽チャーム
タイピンなど取り扱っております。

ご卒業おすすめ
商品コーナー

吹奏楽部

管楽器本体も豊富に
展示中です！

管楽器本体も豊富に
展示中です！

試奏もできますので、
お気軽にご相談ください。

コンパクトかつシンプルデザイン

伝統的なスタンダードモデル

初心者から上級者まで

消音機能付きです。

全体的にバランスのいいモデル 明るいオレンジ系の木目ピアノ

コンパクトなGP 幅広く愛されているC3モデル


