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ハーモニーステーション岐阜



音楽は、だれもが夢中になれる習い「コト」。
人生の糧になる。仲間と出会う。
人の心を潤し、人と人とをつなぐ力がある。
困難な時こそ生活に根付いた音楽を…
あなたの始めたい音楽が、ここにあります。

ＪＲ岐阜駅直結
子どもから大人まで、誰もが楽しく学べる
県下最大級の音楽教室、
2022年５月誕生。

あなたも自分磨きの「コト」、はじめてみませんか。

いくつになっても、
いつまでも。
岐阜駅で楽しむ音楽。
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History

Service
●音楽レッスンの開講
●無料体験説明会・見学会の実施
●レッスン時無料楽器貸出(入会後３ヶ月間)
●レッスンルームのレンタル
●楽器の調律・修理受付
●オンデマンド配信型レッスンサポートサービス
●楽器お預かりサービス
●メルマガ配信サービス
●TURNED K完備
　有害物質の分解や消臭、抗菌、防汚、防藻、防カビに効果が
　ある光触媒除菌脱臭機TURNED Kを全部屋・ロビーに完備。
　安心してレッスンにお通いいただけます。

旧ハーモニーステーション岐阜

ミューズタワー岐阜

光触媒除菌脱臭機「TURNED K」設置

手洗い場設置

ハーモニーステーション岐阜、ミューズタワー岐阜が
統合した新ハーモニーステーション岐阜OPEN

2022年（５月）

松栄堂楽器100周年 「つながろう！動画チャレンジ」2018年

大人向けレッスン開設20周年記念
ヤマハリゾートつま恋での親睦会ツアー

2014年

岐阜シティ・タワー43 3Fにミューズタワー岐阜OPEN2007年（10月）

大人向けレッスン開設10周年記念クルージング船
「ルミナス神戸2」での船上ミュージックパーティー

2004年

JR岐阜駅 アクティブG 3Fに
ハーモニーステーション岐阜OPEN

2003年（５月）

大人向けレッスン開設1994年

バッチリ
感染症対策も
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※受講コースにより対象のサービスが異なります



ロビー / 商品Lobby & Goods

【お取り扱い商品】
●音楽雑貨
●ハーモニーステーション岐阜オリジナルグッズ

●楽器
●楽器メンテナンス商品
●楽器付属品

店頭ではバイオリンやトランペット、ギターなど、様々な楽器が
並んでいます。
クロスやクリーナーなどの楽器メンテナンス商品、管楽器で使用する
リード、ギター弦、ドラムスティックなどの楽器用品常備。
音符やピアノモチーフの音楽雑貨なども取り揃えております。
店頭に置いていない商品はお取り寄せ可能です。
ハーモニーステーション岐阜だけのオリジナルグッズも
販売しております。
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わくわくするような楽しい音楽
を通して、お子さまの感性や
情緒を育みます。
手足を動かしてリズムや歌と

ふれあうこと、親子で楽しむことで心が豊かに
成長します。

ドレミらんど

ジュニアスクール

イメージを広げながら音楽と
ふれあい豊かな表現力を養い
ます。
元気に歌ったり、身体を動かし

てリズムを表現したり、鍵盤に触れてみたり。
本物の音楽にふれることによって感受性や
創造性、想像力をさらに伸ばしてくれます。

おんがくなかよしコース

音楽の基礎から本格的な演奏力の習得まで。
大人になっても音楽がそばにある、そんな
将来の素地をつくります。

松栄堂楽器オリジナル

お子さま一人ひとりに合わせてレッスンを
行います。楽譜の読み方等、松栄堂楽器認定
講師が基礎から丁寧にレッスン。
お子さまでも安心してお通いいただけます。

ロボット教室

ロボット教室では授業を通じて子どもたちの
「楽しい！」という思いを基に、電気・電流・
摩擦力・音と光など、総合的な学習を行いま
す。自ら学習し、問題を乗り越えて達成感を
得られるような工夫がなされた
テキストで、お子さまの自発的
学習能力「アクティブラーニング」
の力を育てます。

プログラミング的思考を育てる授業が小学
校でスタートしたことで話題になったプロ
グラミング教室が当会場でも開講。人気の
マインクラフトを使いながら学んでいきま
す。自分のペースで学習が進められる、個別
対応の教室です。

幼児科
４・５歳は耳の能力が急速に伸
びる時期。「ドレミ」を聴き分け
たり、音符を認識したりできる
ようになる時期でもあります。

音感が育つこの時期に“こころ”と“からだ”
で音楽体験を重ねることで音楽の基礎力
を伸ばすことができます。

４・５歳

●ジュニア専門コース
●ジュニア総合コース
●ジュニアピアノコース

●ピアノ個人　●エレクトーン個人

●基礎　●ピアノ　●ギター
●エレクトーン　●ドラム

●ジュニアエレクトーンコース
●ジュニアアンサンブルコース

幼児科からの進級先として
お子さまの「やってみたい！」と
いう気持ちにこたえる５コース
をご用意しています。お子さま

に合った進級先をお選びいただけます。

６歳～１・２歳

３歳
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お子さま向け
レッスンコース

―
Lesson Course

for Kids 

NEW!

※その他、上級コースもございます



管楽器

弦楽器大人のピアノ

鍵盤楽器

自分の弾きたい曲に取り組みながら、ピアノ
を楽しむ上で必要な基礎テクニックを習得
できます。やさしいアドリブから始められる
ジャズピアノもございます。

ギター

ボーカル

民族楽器

ドラム
ドラムを叩くことでしか味わえない、ストレス
解消にもなる爽快感が魅力。様々な音楽を
体験しながらビートを刻むことで聴く力を
身につけていきます。

大人向け
レッスンコース

―
Lesson Course

for Adults

ヤマハコース

松栄堂楽器オリジナルコース

はじめてピアノ
大人のピアノ
ポップスタイルピアノ
ジャズピアノ

アコースティックギター
初心者から経験者まで、それぞれの楽しみ方
で気軽に演奏できます。演奏テクニックや
コードの知識を習得しながら、幅広い演奏
スタイルに対応していきます。

アコースティックギター
エレキギター
クラシックギター

ドラム

ウクレレ
エレキベース

ボーカル
「身体」「呼吸」「発声」「発音」といったボイス
トレーニングを中心として歌う、基礎力を
つけることを目指します。充実した曲のライン
ナップで実践的に学んでいきます。

　 ボーカル
ジャズボーカル
シャンソンコーラス
J‐POPコーラス

なつかしの名曲コーラス
声楽（クラシックボーカル）
ボーカルセミナー

ケーナ
竹、または木で作られることの多い、南米
発祥の縦笛。ソロだけでなく、アンサンブル
も楽しめる楽器です。

オカリナ
ケーナ

リコーダー
二胡

バイオリン
華麗な音色に誰もが一度は憧れる楽器で
す。音の強弱がコントロールしやすく、メロ
ディーの表現力がとても豊かなのが特長で
す。

バイオリン
　 チェロ

サクソフォン
音が出しやすく、指使いも覚えやすい楽器
です。自由に表現できることが魅力で、基礎
と共にアドリブにも挑戦できます。

フルート
　サクソフォン
トランペット

クラリネット
トロンボーン
ヴェノーヴァ

大人のエレクトーン
ピアノ個人
エレクトーン個人
チケット制レッスン
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年間を通して様々なイベントを行っています。毎年、多くの会員様に楽しんで
いただいています！皆様のご参加をお待ちしています。

サマーライブ/クリスマスライブ
子どもから大人まで、生徒様・会員様が自由に参加できる
イベントです。演奏方法や曲目は自由です。サマーライブは
浴衣、クリスマスライブはサンタ帽など、季節に合わせた
服装で出演される方も多数。

大人の発表会 / SHOEIDO LIVE
年に１度の大イベントです。この日を目標に練習を重ねて
いる会員様も多くいらっしゃいます。他楽器の会員様と交流
できる貴重な機会でもあります。コースごとに会場や発表
形式が異なります。

ミニコンサート
ＪＲ岐阜駅アクティブG内や岐阜市各地にて特設ステージを
組み、ヤマハデモンストレーターや弊社講師による、楽器の
魅力を伝えるコンサートを行っております。

脳トレピアノ
鍵盤楽器で指先を使い、脳を活性化させな
がらレッスンを進めていきます。新しいこと
に挑戦して刺激を受けることで脳がどんどん
若返ります。ピアノの経験がなくても、楽譜が
読めなくても講師がしっかりサポートします
のでご安心ください。

ウェルネスプログラム

歌って踊れる 青春ポップス
映像を見て、簡単な振り付けやステップを
楽しみながら懐かしのレパートリーを歌い
ます。楽譜いらずで仲間と和気あいあいと
楽しめる気軽さが特長です。

カラダの筋力アップや疲労回復を図るだけで
なくココロの落ち着き、ストレスの軽減など
の効果が期待できます。

健康と音楽

すこやかヨーガ

音楽とやさしい運動の組み合わせで「体力
増進」と「脳への刺激」を与え、身体も脳も
楽しく健康維持します。運動が苦手な方も、
音楽経験がない方も無理なく楽しく続けら
れる健康プログラムです。

健康と歌
健康と音楽

青春ポップス

その他

すこやかヨーガ
話すためのヴォイストレーニング

脳トレピアノ

NEW!

イベントEvent
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ハーモニーステーション岐阜のイベントや商品の最新情報、
会場の様子や講師からのコメントなど配信中♪

してくだ
さい♪ぜひチェ
ック

ハーモニーステーション岐阜
オリジナルキャラクター
「うさっP（うさっぴー）」


