
本 店 県庁前店 可児店

岐阜市神田町1丁目8-3

Tel.058-265-0481
可児市広見3丁目40

Tel.0574-63-3151

営業時間/10：30～19：00
定休日/木曜日
営業時間/10：30～19：00
定休日/木曜日

岐阜市薮田東1丁目1-8

Tel.058-278-2215

営業時間/10：30～19：00
定休日/水曜日
営業時間/10：30～19：00
定休日/水曜日

営業時間/10：30～19：00
定休日/水曜日
営業時間/10：30～19：00
定休日/水曜日

https://www.shoeidogakki.com 松栄堂楽器 検      索
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担当者 :

松栄堂楽器では感染拡大防止のために、
右記のような対策を行っております。

感染症対策への取り組みと
お客様へお願い

検温・体調管理 手洗い・消毒の
徹底

マスク・フェイス
ガードの着用 換気の実施備品の清掃

衛生管理
ソーシャル

ディスタンスの確保
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カラオケ
CHIKARA

ピアノ買取保証
● ご購入プラン ●

もしも の時も安心！

メーカー保証1年さらに4年プラス

電子ピアノ・エレクトーン

延長保証5年
わずかな保証料！ 簡単お手続き！！

購入時に買い取って
もらう場合の金額が確定

アコースティックピアノが　　　　　に買えちゃう！気軽

金利手数料 0％

長期保証5年 保証料0円

残価据置型
クレジットプラン

なんと！調律1回分お得！

長く安心してご使用いただくために
プロにお任せください。

ピアノ 大好評

メンテナンスパック

今買って、お支払いはラクラク分割で

松栄堂ならではの安心オプションサービスも充実！！

12回 無金利
キャンペーン

詳しくは松栄堂楽器
ホームページまで

メ

ヤマハアバングランド

N1X
  ¥715,000

ヤマハアバングランド

NU1X
  ¥438,000 OPEN売

●営業時間／10：30～19：00
●開催店舗／本店・県庁前店・可児店

※信販会社による簡単な確認審査がございます。
好評実施中！

ピアノ分解教室ピアノ分解教室

管楽器フェア管楽器フェア

参加料無料

5組様 限定

ミライオンステージミライオンステージ

Myピアノ相談会Myピアノ相談会

あめすくい
チャレンジ券

きりとり

スペシャルイベント 要予約

日7月24日 ❶10：00～　❷13：30～ 日7月24日 11：00～

本店日7月17日
14：00～

7月27日（水）・28日（木）

可児店 日7月24日
11：00～土 日7月9日 ・10日 10：30～

※なくなり次第終了とさせて頂きます。
※切り取ってご使用ください。

※お1人様1回

ご成約記念プレゼントご来場記念プレゼント

調律師によるピアノ分解教室！ 
調律体験もできます♪

ヤマハデモンストレーターが1組ずつコンサートや説明を
交えながらあなたに合った1台をお選びします♪

ヤマハエレクトーンフェスティバル受賞者による
オンステージです♪

2022 Gifu Piano Summer School 1日完結型のピアノサマースクール♪
          場所：サラマンカホール

おすすめモデル大展示！！ 全て試奏OK♪

県庁前店 可児店

本店

期間中、10万円以上の鍵盤楽器を
ご成約のお客様に

涼の雫フルーツゼリー
詰め合わせプレゼント

YAMAHA   HYBRID  PIANO
AVANTGRAND

グランドピアノアクション搭載電子ピアノ。  
シンプルでグランドピアノらしい演奏感を。

アップライトピアノアクション搭載電子
ピアノ。本格的なピアノタッチ。

アコースティックの感覚。デジタルの機能。あなたが欲しかった
すべてはハイブリッドピアノにあります。

★期間中、
アップライトピアノ、ハイブリッドピアノ、
グランドピアノをご成約のお客様に、  

プレミアム
プレゼント

毛ばたき
    プレゼント

2022

夏の
決算セール

9●土 31●日
7月 

2
022  SU M M

ER

SH
OEID

OGAKKI.COM



音楽教室 幼児科

人気No.1 モデル

メ

メ メ メ

ヤマハグランドピアノ

C5X
  ¥3,080,000

ヤマハアップライトピアノ

U30A
¥495,000

U10BL・・・・・・・・・・ ¥418,000
U30BL・・・・・・・・・・ ¥462,000
UX1・・・・・・・・・・・・・ ¥440,000
U10A・・・・・・・・・・・ ¥440,000
YUS・・・・・・・・・・・・・ ¥429,000
b113・・・・・・・・・・・・・ ¥341,000
UX3・・・・・・・・・・・・ ¥506,000
U3A・・・・・・・・・・・・ ¥429,000

ヤマハエレクトーン

ELB-02（ベーシックモデル）
  ¥198,000  

ヤマハエレクトーン

ELS-02C
  ¥1,078,000

ヤマハエレクトーン

ELC-02
  ¥539,000

ヤマハグランドピアノ

C3X
  ¥2,640,000

ヤマハグランドピアノ

C1X
  ¥2,035,000

ヤマハアップライトピアノ

b113
  ¥478,000

ヤマハアップライトピアノ

W102BW
¥605,000

ヤマハアップライトピアノ

YUS5Wn
  ¥1,815,000 

アリウス

YDP-165WA
  ¥126,500

クラビノーバ

CLP-745R   /WA
  ¥231,000

ヤマハアップライトピアノ

YU33
  ¥990,000

￥115,500 ￥198,000売

売

売

メ

メメメ

メ

￥64,900売

PX-S1100 WE     /BK     AP-470 WE　/B
売

AP-710 BK

￥214,500メ

CA49 R 　　/LO
￥119,900売

RP701 DR
￥119,900売

F701 LA

OPEN OPEN

OPEN OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

WE

BK

音へのこだわりを大切に、
シンプルなデザインで。

弾き心地にも音色にも
こだわったピアノ。
スライド式譜面台が自然
な音抜けを実現させます。

YAMAHA  UPRIGHT  PIANO

YAMAHA  ELECTRONIC  PIANO

YUS series

その他 アップライトピアノ

YU series

音楽の楽しみが「基本」から「無限」に広
がっていくSTAGEAのベーシックモデル。

STAGEAの表現能力をさらに
味わい尽くしたい人に。

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モデル。

QRコード▶

USED   PIANO 完全整備の、程度の良いもののみ良心的なプライスで販売します。

YAMAHA   ELECTONE 世界中の楽器の音を表情豊かに表現するために。

YAMAHA  GRAND  PIANO
CX series
切れの良い音の立ち上がり。煌めきのある音色。
粒立ちの良い和声感。ヤマハコンサートグランドピアノの遺伝子を
受け継いだ新しいグランドピアノ

●楽譜や管楽器小物、ギター商品なども特別プライスで販売!
   詳しくはホームページへ

ピアノを奏でる楽しさを
もっと身近に。

b series長期保証
対象商品

長期保証
対象商品

長期保証
対象商品

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。

●営業時間外の静かな空間でご試弾いただける

※事前にご予約ください。
グランドピアノ・アップライトピアノ試弾会好評開催中！

NEW

 CASIO

KAWAI ROLAND

★期間中、
アップライトピアノ、ハイブリッドピアノ、
グランドピアノをご成約のお客様に、  

プレミアム
プレゼント

毛ばたき
    プレゼント

プレミアム
プレゼント

★ベーシックモデル
　ELB-02をご成約のお客様に、
●ヤマハ幼児科おけいこセット
★ELS-02、ELS-02C、ELC-02を
　ご成約のお客様に、
●活用ガイドブック・
　USBフラッシュメモリー

プレミアム
プレゼント

★電子ピアノをご成約のお客様に
●１Ｆ納品据付料無料! 
●電子ピアノお手入れセット
　プレゼント
★クラビノーバご成約のお客様はさらに
●専用マットプレゼント

県庁前店

アビテックス防音室

無料体験実施中！

セフィーネ
NS 2.5畳

お買い得！松栄堂この夏のおすすめ商品大集合！！

※           　   は6月5日現在のセール期間展示予定店舗です。 ※       →本店　    →県庁前店　    →可児店
※掲載以外の商品につきましても、価格等ご相談に応じます。詳しくは担当スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
※商品は全て税込価格です。

2022 夏の決算セール 9●土 31●日7月 


