
新型コロナウイルス感染症対策へのご理解とご協力をお願い致します。

検温・体調管理 手洗い・消毒の徹底

換気の実施ソーシャルディスタンスの確保

松栄堂楽器では新型コロナウイルス対策として、下記の内容を実施しております。

風邪の症状がある方、
37.5℃以上の発熱がある方の
入店をお断りしております。

お客様全員にマスクの着用を
お願いしております。

お店の各所に設置しております。
入店時には必ず消毒してください。

展示商品の清掃・
衛生管理を行います。

定期的にドアを開放し、
十分に換気を行います。

レジでのお金やカードの受け渡しを
直接手渡しではなく

トレーで対応させていただきます。

マスクの着用

商品の衛生管理

岐阜市薮田東1丁目1-8
TEL 058-278-2215

岐阜市神田町1丁目8-3
TEL 058-265-0481
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 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

至名鉄岐阜駅

県庁前店本　 店

担当者 :

講師 小林 寛
　　　 （こばやし ひろし）

ハーモニーステーション岐阜 岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG 3F TEL058-263-3760

ミューズタワー岐阜  岐阜市橋本町2-52  岐阜シティー・タワー43  3F TEL058-267-6131

トーン・パレット岐阜 岐阜市柳津町丸野3-3-6  カラフルタウン岐阜 2F
 TEL058-372-2312

ミュージックサロン羽島 羽島市足近町5丁目565 -1 TEL058-391-1237

各 務 原 セ ン タ ー  各務原市那加信長町1 -107 TEL058-383-5282

ミュージックタウン鵜沼 各務原市鵜沼西町3-30 イオンタウン各務原鵜沼内
 TEL058-372-2105

※松栄堂楽器
本店・可児店へ
お問い合わせください。

SHOEIDOMUSICSHOEIDOMUSIC
UPRIGHT PIANO Electone STAGEAGRAND PIANO

Spring Fair2021Spring Fair2021

ピアノのある暮らし応援します。
新品から中古までお客様一人一人に合わせた楽器選びをスタッフ
がお手伝いします。すべてのピアノ、音楽愛好家の皆様の音楽ライ
フが今よりさらに充実するように…。
創業103年、県下最大級の総合楽器店である松栄堂楽器が全力
で応援します。音楽にあまり関わりが無い方も、この春をきっかけ
に始めてみませか？
皆様のご来場を、心よりお待ちしております。

YAMAHA  CLAVINOVA & DIGITAL PIANO

OTHER  DIGITAL PIANO
CASIO

ヤマハクラビノーバ

CLP-735WA
¥170,500
世界で活躍する2つのコンサート
グランドピアノ音を忠実にサンプリング。 

¥115,500

カシオ電子ピアノ

AP-470WE

ピアノらしい優美なフォルム。天板開閉
機構で美しく豊かな響きをもたらします。

世界中で愛される3つのピアノの音色
を先進のデジタル技術で実現。

奥行232mm世界最小のスリムボディ
で豊富な音色とリズムを搭載。

天板スリット構造が豊かな音の広がりを
生み出すPriviaフラッグシップモデル。

ヤマハクラビノーバ

CLP-775B   WA
¥302,500
グランドピアノのような演奏感を再現
した鍵盤とぺダル、臨場感のある響き
が楽しめる音響システムを採用。

木製鍵盤でグランドピアノの弾き
心地を再現。Bluetooth®接続に
より臨場感のある音で聴く楽しみも
広がります。

ヤマハクラビノーバ

CLP-745R/DW
¥231,000

豊かな表現力と自然な弾き心地を
追及した電子ピアノ。

ヤマハデジタルピアノ

YDP-144R
¥87,780

凛としたアコースティックピアノのよう
な佇まい。繊細なタッチでの高い
演奏性とシリーズ最高の音響システ
ムで、グランドピアノさながらの演奏
体験を実現します。

ヤマハクラビノーバ

CLP-785B
¥396,000 OPEN価格

OPEN価格

カシオ電子ピアノ

AP-710BK
¥184,800 OPEN価格

カシオ電子ピアノ

PX-S1000RD    BK
¥60,500 OPEN価格

カシオ電子ピアノ

PX-870BN
¥104,500 OPEN価格

RD

BK

♪ 会場は、換気、鍵盤清掃など普段より心掛けて実施しております。皆様、安心してご来店くださいませ。

OP
EN

3/20●土 4/4●日
10：30～19：00

2021

日頃の感謝を込めて・・・・・
コロナ禍の中でご来場いただた

皆様に、ささやかではありま

すが、10万円以上の鍵盤楽器ご
購入時にご利用いただける

クーポンとアンケートお答えの方
に来場記念品をプレゼント

いたします。ご来場の際にこちら
のチラシをお持ちください。

1,000円 coupon

来場記念品

担当者 :

STAGEA day
● 本店  ● 県庁前店  ● 各務原センター
● ハーモニーステーション岐阜
● トーン・パレット岐阜
● ミュージックタウン鵜沼

期間中 予約制

内容：お一人様１５分～３０分程度

チャレンジシート（楽譜）からお好きな１曲
を選んで、エレクトーンの楽しさを気軽に
体験してみませんか？

●日時：2021年４月８日（木）
     　10：30～12：30

B

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

ピアノ指導法セミナー
ピアノ オンラインレッスン導入と進め方

ずっと大切に弾きたい自分だけのピアノ。でも、もし手放すとき
が来てしまったら…。先のことは分からないけど、買い取っても
らえる金額が確定していれば安心できるかも。そんなピアノ購
入時の不安をサポートするピアノ買取保証プランです。

オンラインレッスンを始めるときに必要な
ことがらをリモートレッスン20年の経験を
持つ、オンラインレッスンの草分け的存在
の講師が分かりやすく解説します。

ピアノ買取保証 ● ご購入プラン ●

もしも
買取金額が確定できれば
　　　　　の時も安心！

鍵盤楽器 新 サービス ●詳しくは
　本店 Tel.058-265-0481
    　　お問い合わせください。

松栄堂楽器オリジナル

保証料

長期
保証

お申込
不　要

メーカー保証を１年さら
にメーカー保証と同じ内
容の保証を4年合わせて

0円5年
※電子パーツは、メーカー保証のみとなります。

ピ
ア
ノ

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
パ
ッ
ク

長く安心してご使用いただくために

定期的な調律・調整が大切です。
私たちヤマハピアノのプロにお任せください。

なんと！
調律
1回分
お得！

グランドピアノアップライトピアノ

71,500円
税込

6回で

82,500円
税込

6回で

ご提案

電子ピアノ・エレクトーン 延長保証5簡単お手続き！！わずかな保証料！ 年始めました

●会場：本店、可児店

ご来場の際はWEB予約・電話予約をご活用ください！

3つのメリットご来場予約

1.ご希望のお時間にご来店
2.ご質問にもしっかり対応
3.経験豊富なスタッフが対応

ご予定が立てやすいので、お忙しい方や、お子様連れの
お客様には特におすすめです。

経験豊富な店長やベテランのスタッフが
優先的に対応いたします

事前に頂いたご質問・ご相談には、しっかりと準備の上
ご案内時にお答えいたします。

開催店舗：本店・県庁前店



音楽教室 幼児科

人気No.1 モデル

YAMAHA  UPRIGHT  PIANO
YUS Series

ヤマハアップライトピアノ

YUS5Wn
¥1,650,000

ヤマハグランドピアノ

C5X
¥2,915,000

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。

圧倒的な迫力と存在感。
力強さと繊細さを兼ね備えた
ハイレベルグランドピアノ。

ヤマハグランドピアノ

C3A
¥1,430,000

その他 LINE UP

YAMAHAグランドピアノの中で
人気のC3シリーズ。
重厚な低音と透明感のあるクリア
な高音が魅力です。

見て、聴いて、弾いて愉しめる自動演
奏ピアノ。演奏者の繊細な指使いま
で再現し、アコースティックピアノとし
ての機能もあります。

アコースティック特有の響きはそのまま
に、ヘッドホンなしでも音量調節が可能。
アコースティックピアノの楽しみ方を広げ
るこれからの時代に相応しいピアノ。

最高の音へのこだわりを秘めて。

ヤマハアップライトピアノ

YUS3ENST
¥1,859,000

ヤマハアップライトピアノ

YUS1
¥990,000

ヤマハアップライトピアノ

YUS1TA2
¥1,364,000

明るく煌びやかな音が特徴です。高さ
131cmのスタンダードタイプ。
より表現力をお求めの方にオススメです。

ヤマハアップライトピアノ

U3A
¥437,800

グランドピアノ

C3L・・・・・・ ¥1,650,000
アップライトピアノ

U3H・・・・・・・・ ¥316,800
UX・・・・・・・・・・ ¥327,800
UX10A・・・・・ ¥374,000
b121・・・・・・・・ ¥418,000
UX10BL・・・・ ¥503,800
U10A  ¥506,000
W102B・・・・・ ¥602,800

YU Series

ヤマハアップライトピアノ

YU33SH2
¥1,133,000
音へのこだわりを大切に、シンプルな
デザインで。そんなYU33に消音機能
をプラスしました。

美しい音を、コンパクトなフォルムに。
ピアノを奏でる楽しさをもっと身近に。 高さ113cmコンパクトピアノ。

お部屋のインテリアに映えるピアノ。

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。

ヤマハアップライトピアノ

YU11
¥726,000

ヤマハアップライトピアノ

b121
¥520,300

ヤマハアップライトピアノ

b113PWH
¥734,800 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

アコースティックピアノが           に買えちゃう！気軽
一般的なクレジット払いに
比べて月々のお支払いが
ラクラク!!手数料はヤマハが負担いたします。

ピアノ価格の一部をあらか
じめ残価として据え置き、
残りの金額を分割でお支払
いいただくプランです。

金利手数料０％

残価据置型クレジット ● ご購入プラン ●

詳しくは▶ 詳しくは▶
※ 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。

※            は2月25日現在のセール期間展示予定店舗です。
※ 商品は全て税込価格です。

b Series

OPEN価格 OPEN価格

OPEN価格

情感を余すことなく伝える豊かな音づくりを目指したひとクラス上のピアノ。

YAMAHA   HYBRID  PIANO
AVANTGRAND

ヤマハアバングランド

N1X
¥715,000
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。

ヤマハアバングランド

NU1XPBW
¥492,800

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。

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

音へのこだわりを大切に、シンプルなデザインで。 豊かな想像力を育てる、自然な響きと本物のタッチ。
コンパクトなアコースティックピアノ。

●その他、サービスは裏面へ
●各店のその他展示一覧はこちらをご覧ください。

※       →本店　    →県庁前店

SHOEIDOMUSICSHOEIDOMUSIC
UPRIGHT PIANO Electone STAGEAGRAND PIANO

Spring Fair2021Spring Fair2021

ピアノのある暮らし応援します。

成約記念品

3/20●土 4/4●日
10：30～19：00

2021

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

●今買って、
　お支払いは
　ラクラク分割で

※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！

12回 無金利
キャンペーン

消音機能付

YAMAHA グランドピアノ
CXシリーズの魅力を体験

本店 058-265-0481

❶10:00～10:30
❷19:00～19:30
営業時間外なので
落ち着いて
試弾いただけます

GP試弾会 要予約
期間中10万円以上の

鍵盤楽器をご成約の方には
購入楽器に応じて
記念品をプレゼント
いたします。

長期保証
対象商品

長期保証
対象商品

長期保証
対象商品

開催店舗：本店・県庁前店
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