
日時 6月8日（土） 1２:００ ～ 19:00
　　　9日（日）    9:3０ ～ 17:0０

オーレンプラザ ・ スタジオ会場

アップライトピアノ

サイレントピアノ

グランドピアノ

◆税込価格表示がない価格はすべて税抜表示です。◆一部の商品を除き、別途納入据付料金がかかります。
◆分割支払例は JACCS ショッピングクレジット・60 回払い頭金なしボーナス併用なしで計算しています。

ヤマハ楽器特約店では、ヤマハで研修・トレーニングを積んだ専
任スタッフが調律や修理のことなど、お客様のニーズに長期的に
対応いたします。また、楽器選びに迷った時に頼りになるのが特
約店の鍵盤アドバイザーです。楽器のことだけでなく、レッスンや、
近隣への騒音問題なども併せてお気軽にご相談ください。

①充実のアフターサービス
ご購入後 1 年間有効の保証書はメーカー保証をお約束する大切な
書類です。また、ヤマハ楽器特約店で取り扱っている楽器には本
体に製造番号が示されています。製造番号は部品交換のための大
切な情報です。ヤマハの楽器はヤマハ特約店でお買い求めください。

②メーカー発行の保証書 /製造番号

ヤマハの楽器は
ヤマハ楽器
特約店で !!

〒943-0832
新潟県上越市本町5丁目3-27
電話 025-525-1105  FAX 025-522-5718

特約店

美しい音を、コンパクトなフォルムに。そんな YU11 に消
音機能をプラスしました。サイレントピアノ™ SH2 タイプ。

YU11SH2

特価84.5万円

(税込価格￥912,600）

●本体 YU11SH2

●高低自在椅子 CB-18S

●カバー・お手入れセット

860,000円

18,000円

11,000円
小計　889,000円

税抜

（椅子別売り）

NU1X

特価39.8万円

(税込価格￥429,840）

税抜

オープン価格

本体 NU1X

ハイブリッドピアノ

（高低自在椅子付属）

アップライトピアノと同じ機構のアクションを搭載したハイブ
リッドピアノ。グランドピアノさながらの演奏性と表現力です。

分割払い例（60回）…月々￥8,800~ 初回のみ￥9,503

オープン価格

18,000円

11,000円

ｂ121

特価50.4万円

●本体 ｂ121

●高低自在椅子 CB-18S

●カバー・お手入れセット

税抜

音にゆとりと広がりのある１２１ cm モデル。 アン
ダーフェルト入りハンマーでより高音質音に。

(税込価格￥544,320）

分割払い例（60回）…月々￥10,300~ 初回のみ￥16,145

特価81.7万円

YU33

(税込価格￥882,360）

音へのこだわりを大切に、シンプルなデザインで。
掛川工場で木材の加工から全てを製造しています。

●本体 YU33

●高低自在椅子 CB-18S

●カバー・お手入れセット

830,000円

18,000円

11,000円
小計　859,000円

税抜

（椅子別売り）

分割払い例（60回）…月々￥16,800~ 初回のみ￥20,073

YU11

特価65.5万円

(税込価格￥707,400）

●本体 YU11

●高低自在椅子 CB-18S

●カバー・お手入れセット

660,000円

18,000円

11,000円
小計　689,000円

税抜

（椅子別売り）

美しい音を、コンパクトなフォルムに。掛川工場で
木材の加工から全てを製造しています。

(税込価格￥500,040）

分割払い例（60回）…月々￥13,500~ 初回のみ￥14,251

特価86.5万円

YUS 1

(税込価格￥934,200）

税抜

本体 YUS1

カバー・お手入れセット

900,000 円

11,000円

小計　911,000円

（高低自在椅子付属）

ひとクラス上の豊かな音質が、情感を余すことなく
伝えます。最高の音へのこだわりを秘めて。

分割払い例（60回）…月々￥17,800~ 初回のみ￥20,486

置き場所に困らない高さ 113cmのピアノに消音機能
をプラスしました。サイレントピアノ™ SC2 タイプ。

特価56.9万円

ｂ113SC2

(税込価格￥614,520）

●本体 ｂ113 SC2

●高低自在椅子 CB-18S

●カバー・お手入れセット

オープン価格

18,000円

11,000円

税抜

（椅子別売り）

分割払い例（60回）…月々￥11,700~ 初回のみ￥14,001

分割払い例（60回）…月々￥17,400~ 初回のみ￥19,330

C1X

1,750,000円
○本体 C1X （椅子別売り）

特価166万円

(税込価格￥1,792,800）

税抜

優れたバランスと音色の豊かさ。コンパクトサイズ
ながら、CXシリーズの理想が熱く息づいています。

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。

C3X

2,300,000円
○本体 C3X （椅子別売り）

特価218.5万円

(税込価格￥2,359,800）

税抜

音にゆとりと広がりのある 121cmモデルに消音機能
をプラスしました。サイレントピアノ™ SC2 タイプ。

(税込価格￥695,520）

ｂ121SC2
●本体 ｂ121 SC2

●高低自在椅子 CB-18S

●カバー・お手入れセット

オープン価格

18,000円

11,000円

特価64.4万円

税抜

（椅子別売り）

分割払い例（60回）…月々￥13,200~ 初回のみ￥18,335

ｂ113

特価42.8万円

(税込価格￥462,240）

●本体 ｂ113

●高低自在椅子 CB-18S

●カバー・お手入れセット

オープン価格

18,000円

11,000円

税抜

（椅子別売り）

置き場所に困らない高さ１１３cmのコンパクトなピ
アノです。

分割払い例（60回）…月々￥9,400~ 初回のみ￥13,955

電子ピアノ

高低椅子・ヘッドフォン・名曲５０選楽譜同梱

セール特価14.5万円

(税込価格￥156,600）

CLP-635
定価￥168,000

クラビノーバ

分割払い例（60回）…月々￥3,200~
初回のみ￥3,818

(税込価格￥210,600）
セール特価 19.5万円

分割払い例（60回）…月々￥4,300~
初回のみ￥5,338

高低椅子・ヘッドフォン・名曲５０選楽譜同梱

CLP-645
定価￥220,000

クラビノーバ

セール特価10.5万円

(税込価格￥113,400）

セール特価5.94万円

(税込価格￥55,000）
セール特価7.115万円

(税込価格￥76,842）

高低椅子・ヘッドフォン・名曲５０選楽譜同梱

アリウス

YDP-164
オープンプライス

セール特価8.5万円

(税込価格￥91,800）

椅子・ヘッドフォン・名曲５０選楽譜同梱

YDP-144
オープンプライス

アリウス

AvantGrand

アコースティックピアノの弾き心地はそのままに、音量を
自在にコントロールできる新次元のピアノです。

トランスアコースティックピアノ YU11TA2

特価97.7万円

(税込価格￥1,055,160）

●本体 YU11SHTA2

●高低自在椅子 CB-18S

●カバー・お手入れセット

1,000,000円

18,000円

11,000円
小計　1,029,000円

税抜

（椅子別売り）

分割払い例（60回）…月々￥21,600~ 初回のみ￥23,446※C1X は非展示となります。

〒943-0832
新潟県上越市本町5丁目3-27

電話 025-525-1105

〒943-0835
新潟県上越市本城町8-1

電話 025-525-1311

オーレンプラザ
上越総合
技術高校

上越教育大学
付属中学校

上越教育大学
付属小学校

高田北城高校

陸上競技場

城東
中学校

陸上自衛隊
高田駐屯地南城高校 高田高校

図書館
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エレクトーン

エレクトーンの NEW スタンダード ELS-02。新音色の
スーパーアティキュレーションボイスは必聴です！

ELS-02
本体価格 ￥650,000

ステージア /スタンダード

特価62万円

(税込価格￥669,600）

税抜

分割払い例（60回）…月々￥12,700~ 
初回のみ￥18,129

ELS-02C
本体価格 ￥980,000

ステージア /カスタム

特価94万円

(税込価格￥1,015,200）

Custom

AWM 音源やホリゾンタルタッチなど、もう 1 ランク上
の表現が可能となったカスタムモデルです。

税抜

分割払い例（60回）…月々￥19,300~ 
初回のみ￥24,821

ヤマハ音楽教室「幼児科」生徒さんには
「おうちでおけいこブック」サービス！

幼児科の生徒さんに
オススメです！

ELB-02本体価格　￥180,000
ヤマハ音楽教室「幼児科」生徒さんには
「おうちでおけいこブック」付属で
ヤマハ音楽教室「幼児科」生徒さんには
「おうちでおけいこブック」付属で

からだ全体であらゆる音楽を奏でられるエレクトー
ン。その楽しさを、ぎゅっと凝縮しました。” ベーシッ
ク” でありながら、弾きたい気持ちにすぐ応えてく
れる音やリズムを満載。お子さまから大人まで音楽
を始めたい人にぴったりの楽器です。

価格18万円

(税込価格￥194,400）

税抜

分割払い例（60回）
月々￥3,600~
初回のみ￥9,000

P-125WH/B
オープンプライス

P-125WH/B本体
+スタンド・ペダルセット

新製品 新製品


