
ピアノの修理、調律承ります。

洋書在庫限定！セール

ピアノ診断受付中!!
お問い合わせ:027-361-3777

２０％～
３０％OFF

在庫
洋書

３店同時開催！ 大好評の洋書セールです。

お問い合わせ

高崎市飯塚町413-1　

ヤマハミュージックスクエア 高崎

TEL : 027-361-3777

平日・土曜 10:30～18:45
日曜・祝日 10:30～18:00
水曜日

営業時間

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

みどり市笠懸町久宮68-12

ヤマハミュージック 桐生かさかけ店

TEL : 0277-30-5225

10:00～18:30　
日曜、祝日

営業時間
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

本庄市五十子2丁目2-2

ヤマハミュージック 本庄店

TEL : 0495-24-7234

10:30～19:00　
日曜、祝日

営業時間
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

楽譜、鍵盤売場 楽譜、鍵盤売場 楽譜、鍵盤売場

●JR岩宿駅より車で約10分
●専用駐車場あり

●JR本庄駅から車で約7～8分
●専用駐車場あり

●JR両毛線・上越線 高崎問屋町駅から徒歩15分  　　
　JR信越線　北高崎駅から徒歩12分
　セブンイレブン奥にある看板が目印です。駐車場30台。
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●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?

会場／ミュージックスクエア高崎 ・本庄店・桐生かさかけ店

9/1（金）～24（日）

お問い合わせは各店舗まで

防音のご相談承ります

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。

初心者向け、経験者向け、
個人レッスンなど、

ご自身に合った体験が受けられます！

▶開講クラス・体験日程など
詳しくはwebで！

無料体験レッスン随時受付中！！

［中古ピアノ・ヤマハリニューアルピアノ展示中！］

 

U10BL

1988年製　
黒 鏡面艶出し塗装

310,000円（税抜）1台限定！中古スペシャル
早いもの勝ち！人気機種を特別価格で！

プライス！！

会　場 : ミュージックスクエア高崎
9/2（土）11：00～販売いたします。希望者多数の場合、抽選会実施

●お問い合わせ TEL：027－361－3777　

※展示会場が異なりますので下記住所をご参照ください。

ミュージックスクエア高崎内展示
※展示会場が異なりますので下記住所をご参照ください。

桐生かさかけ店内展示

3DAYS！中古・リニューアルピアノ

～ミュージックスクエア高崎に中古ピアノが大集合～

初心者モデルからグランドピアノまで、思う存分弾き比べができます。
納得の1台を見つけてください。

 

会　場 : ミュージックスクエア高崎 サロン
9/16（土）～18（月・祝）

●お問い合わせ TEL：027－361－3777　

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。

490,000円（税抜）
W110BS

木目 サペリ
オープンポア仕上げ塗装

Re

1984年製
630,000円（税抜）
W3ABic

木目　バーチ
鏡面艶出し塗装

Re

1991年製
360,000円（税抜）
U1A

黒 鏡面艶出し塗装

Re

1984年製
385,000円（税抜）
U30BL

黒 鏡面艶出し塗装
1988年製

360,000円（税抜）
u1A

黒 鏡面艶出し塗装

Re

1984年製

※展示会場が異なりますので下記住所をご参照ください。

本庄店内展示

540,000円（税抜）
W102BW

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

Re

1984年製
510,000円（税抜）
YS10SB

黒 鏡面艶出し塗装
消音機能付き

2005年製
1,450,000円（税抜）
C5E

1992年製
黒 鏡面艶出し塗装

Re

掲載以外にも在庫がございます。

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。

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）

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）

はじめよう！全身で音楽を楽しめるエレクトーン！

※画像はELB-02です。※画像はELB-02です。

～イベントインフォメーション～

グランドピアノ試弾会

会　場／ミュージックスクエア高崎 ピアノ売場

定　員／5名 料　金／2,000円（税抜）

展示商品／C5X・C3X・C3X・C1XSH

憧れのグランドピアノを弾き比べてください
予約制でじっくりご試弾いただけます。
アンケートやご成約の記念品をご用意しております。

～9／24［日］

ピアノアドバイスレッスン

会　場／ミュージックスクエア高崎
講　師／河野 香寿美（ヤマハピアノデモンストレーター）

使用機種／C3

ピアノが上手になるコツ、練習法など、45分間のレッスンで
たくさんのアドバイスをもらえます！

①13:00～13:45 ②13:55～14:40 ③14:50～15:35
④15:45～16:30 ⑤16:40～17:25

9／17［日］

要予約

要予約

●イベントに関するお問い合わせ TEL：027－361－3777　※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。

※画像はイメージです。

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!！

などのお好みの条件で検索可能！！

ヤマハミュージックリテイリングのホームページで

エリア別 タイプ別 価格別

中古ピアノかんたん検索！

※ 一部機種によりご利用いただけない場合がございます。

※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。 


