
ポイント2倍プレゼントヤマハミュージックポイントカード

※ポイント付与は一週間程お時間がかかります。
　詳しくは、ご購入時にご案内させていだたきます。

※苫小牧店はポイントカードの取扱いはございません。（対象外）

ヤマハミュージックポイントカードとは…

フェア期間中、通常はポイント対象外の「新品ピアノ」
「中古ピアノ」をご購入いただいた方に、日ごろの感謝を
込めて、2倍ポイントを特別にプレゼントいたします。

［中古ピアノ・ヤマハリニューアルピアノ展示中！］

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。

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。

札幌市北区北8条西4丁目22-1
 

TEL : 011-708-8188
中古ピアノショップ

 TEL : 0144-32-7248
ヤマハミュージック 苫小牧店

11:00～18:00営業時間

苫小牧市寿町2丁目3-11

10：00～18：00営業時間

●札幌駅北口から徒歩5分 ●国道36号線沿線・道南バス
 「アイビープラザ前」バス停 徒歩1分

※一部機種によりご利用いただけない
　場合がございます

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

詳しい情報は
webへアクセス▶▶▶

お問い合わせ

札幌市中央区北4条西6丁目3-3
六花亭札幌本店3F・4F

TEL : 011-252-2023

ヤマハミュージック 札幌店
3F 鍵盤楽器売場

11:00～19:00
火曜日

営業時間
定 休 日

●札幌駅南口から徒歩5分。地下通路
  「アスティ45」方面出口よりすぐ。

※一部機種によりご利用いただけない
　場合がございます

詳しい情報は
webへアクセス▶▶▶

ヤマハグランドピアノC3X
特別選定会

会　場／札幌店 3階 鍵盤楽器売場  グランドピアノ選定室

指導者からの指示も高いモデルC3Xの選定会。
限定3組様。選定料（30,000円）サービス。
お好みの1台をお選びください。

9／2［土］・3［日］・9［土］・10［日］

● イベントに関するお問い合わせ TEL：011-252-2023

※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。～イベントインフォメーション～

無料・要予約

無料・要予約

無料・要予約

未来のピアニストコンサート

会　場／ 札幌店 3階 鍵盤楽器売場
出　演／ヤマハ音楽教室の生徒さん
使用機種／C1X（マホガニー特注)

ヤマハ音楽教室ジュニア専門コースの在籍生による
コンサートです。

11:309／3［日］

● イベントに関するお問い合わせ TEL：011-252-2023

ヤマハグランドピアノ
コンサート

会　場／札幌店  3階 鍵盤楽器売場

出　演／鹿野 真利江

ヤマハ音楽教室講師が
クラシックの名曲を演奏いたします。

15:009／3［日］

● イベントに関するお問い合わせ 
    TEL：011-252-2023

入場無料

入場無料
入場無料 入場無料 入場無料

ピアノ聴き比べコンサートvol.12

出　演／森 晴美（ヤマハミュージック 札幌店ピアノ科講師）
使用機種／中古アップライトピアノ・グランドピアノ

アップライトピアノとグランドピアノを使用した、
違いを比べる「体感型コンサート」です。 

14:009／10［日］

● イベントに関するお問い合わせ  TEL：011-708-8188

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。

W103

1978年製
木目 チーク オイルフィニッシュ

278,000円（税抜）
苫小牧店にも中古ピアノの展示がございます。 詳しくは担当者まで

お問い合わせください。

購入特典 高低自在椅子・インシュレーター
お手入れ品・調律1回

中古ピアノ・ヤマハリニューアルピアノをご成約の方にプレゼント‼

ヤマハミュージック 札幌店 ヤマハミュージック 苫小牧店

中古ピアノショップ

ヤマハミュージックポイントカードとは現金でもクレジットカードでも、ヤマ
ハでのお買い物でポイントがたまる、入会費・年会費無料の会員制カードで
す。1商品100円（税抜）のお買い物で、1ポイントプレゼント。たまったポイン
トはその日からご利用頂けます。キャンペーン中は、ポイントアップなどの
特典もございます。全国のヤマハミュージックリテイリングの店舗にてご利用
頂けます。尚、一部対象外の店舗、商品がございます。

大丸
札幌店

札幌ステラ
プレイス

センチュリー
ロイヤルホテル

アスティ45

ヨドバシカメラ

ビッグシャイン88
北4条駐車場

ヤマハ札幌センター
（sapporo55）

JR札幌駅

ヤマハミュージック 札幌店
※火曜日が祝日の場合は営業

火曜日定 休 日
※火曜日が祝日の場合は営業

N

日曜日・祝日定 休 日
※9/3（日）・17（日）・18（月・祝）
   23（土・祝）は　営業いたします 36

276JR苫小牧駅

王子製紙
苫小牧工場 大通

グランドホテル
ニュー王子

王子
総合病院

東小

札幌地方裁判所
苫小牧支部ヤマハミュージック 苫小牧店

JR青葉駅

781
ホテル
マイステイズ
札幌アスペン

出　演／鹿野 真利江

CLASSIC 
Hybrid Piano
コンサート

会　場／札幌店  3階 鍵盤楽器売場

ハイブリッドピアノの最高峰モデルN3Xで
クラシックの名曲を演奏いたします。

● イベントに関するお問い合わせ 
    TEL：011-252-2023

使用機種／N3X

15:009／24［日］

①11:00 ②13:00 ③15:00

ピアノ受賞者コンサート

会　場／苫小牧店 1階
使用機種／C3X

2017年度ピアノコンクール入賞者によるフロアコンサート

9／3［日］

● イベントに関するお問い合わせ  TEL：0144-32-7248

ピアノ発表会
人気曲コンサート

会　場／札幌店  3階 鍵盤楽器売場
出　演／伊澤 瑠美
                   （ヤマハピアノデモンストレーター）

使用機種／C1X 
                            （マホガニー特注)

使用機種／C1X 
                            （マホガニー特注)

発表会で人気の名曲を
ヤマハデモンストレーターが演奏いたします。

①11:30 ②16:00
9／10［日］

● イベントに関するお問い合わせ 
    TEL：011-252-2023

U1H

1976年製
黒 鏡面艶出し塗装

231,000円（税抜）

U3A

1984年製
黒 鏡面艶出し塗装

378,000円（税抜）
U100

1994年製
黒 鏡面艶出し塗装

360,000円（税抜）

UX

1977年製
黒 鏡面艶出し塗装

332,000円（税抜）
b113

2014年製
黒 鏡面艶出し塗装

350,000円（税抜）
U1M

1981年製
黒 鏡面艶出し塗装

298,000円（税抜）
MC10BL

1989年製
黒 鏡面艶出し塗装

270,000円（税抜）

YU33SG2

2013年製
黒 鏡面艶出し塗装
消音機能付き

850,000円（税抜）

U30AS

1994年製
黒 鏡面艶出し塗装
消音機能付き

398,000円（税抜）
UX1

1985年製
黒 鏡面艶出し塗装

368,000円（税抜）

YUS5Wn

2009年製
木目 アメリカンウォルナット
ナチュラル半艶仕上げ塗装

996,000円（税抜）

W120BW

1984年製
木目 ウォルナット 
オープンポア仕上げ塗装

399,000円（税抜）

ピアノ発表会人気曲コンサート

会　場／苫小牧店 1階

会　場／中古ピアノショップ

出　演／伊澤 瑠美 （ヤマハピアノデモンストレーター）
使用機種／C3X

発表会で人気の名曲をヤマハデモンストレーターが演奏いたします。

①11:00 ②13:309／17［日］

● イベントに関するお問い合わせ  TEL：0144-32-7248

※ 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！

中古ピアノショップ

※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。※中古ピアノ・ヤマハリニューアルピアノの掲載情報は8月10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。 

Re


