
営業時間／10：00～21：00（月～土） 10：00～18：00（日・祝日） 不定休
E-mail : mt.unuma@shoeidogakki.com

TEL.058-372-2105ミュージックタウン鵜沼
岐阜県各務原市鵜沼西町　イオンタウン各務原鵜沼内

オープニ
ングコンサート★
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★
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●ご参加の方にはかわいい
          ぷっぷるのキューブボックス
          ティッシュをプレゼント！

ご来店プレゼント

満員御礼

このチラシをご持参の上
ご来店のお客様先着100組様に

運気UPの干支グッズで、
皆様の2020年が
良い年になりますように。

運気UP！冷え対策もバッチリ！

2020年の干支は
  子（ねずみ）

ハッピーマウス
    ブランケット

世界中で、長年にわたりたくさんのお子様や
保護者様にご支持をいただいているヤマハ音楽
教室で、あなたのお子様にも素敵な音楽体験を。

各回先着30名様 ご参加の方にはステキなプレゼント！

その場でご入会の方は入会金割引特典もあり！
くわしくは
裏面をご覧
   ください!

【要予約】

ミュージックタウン鵜沼OPEN_表

○YAMAHA MUSIC FOUNDATIONC

初めての習いごとなら やっぱり音楽！
やっぱりヤマハ！

Life with Music
Life with Music



お子様のレッスンはこちら

質の高い音楽に触れ、多彩な音楽体験を重ねることで
お子様の音楽への興味や、好きな気持ちをふくらませます

♪成長に合わせた2クラス

10：00～19：00（日・祝休）
各務原市那加信長町1-107

10：00～19：00（日・祝休）
羽島郡岐南町上印食9丁目50-1

10：00～21：00（月～土）
10:00～18:00（日・祝日） 不定休

各務原市鵜沼西町3丁目-309 イオンタウン各務原鵜沼内

Tel.058-383-5282
各務原センターミュージックタウン鵜沼

Tel.058-214-2030Tel.058-372-2105
ミュージックスクエア岐南NEW OPEN

楽器・教室・調律など、音楽に関するお問い合わせはお気軽に・・・・・

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

kaga@shoeidogakki.com ginan@shoeidogakki.commt.unuma@shoeidogakki.com

大人のピアノ・はじめてピアノ大人のピアノ・はじめてピアノ 大人のエレクトーン大人のエレクトーン フルートフルート

サックスサックス バイオリンバイオリン ヴォーカルヴォーカル

アコースティックギターアコースティックギター ウクレレウクレレ 歌って踊れる青春ポップス歌って踊れる青春ポップス（フォークギター）

4月
開講

5月
開講

※レッスン料には別途毎月施設費（800円～）、消費税（10％）がかかります。またその他入会金、テキスト代が必要です。くわしくはお問い合わせください。

■松栄堂楽器ヤマハ大人の音楽レッスンなら

無料体験、見学ができます

発表イベントも充実

安心、便利で楽しい会場サービス　

これからも増える多彩なコース数

楽器選びも任せてください

ヤマハ松栄堂認定講師の確かな指導力

3月より各コースともレッスン無料体験説明会開催！
● くわしくはお気軽にお問い合わせください ●

大人だって楽しみたい! 大人だから楽しめる! 岐阜県
会員数No.1の松栄堂楽器による当地区待望のヤマハ
大人の音楽レッスン各コースがいよいよ開講。

学生さん、社会人の方、主婦の方、シニアの方・・・
ヤマハ認定講師が専用音源、専用テキストを使って
指導しますのでどなたでも安心して学べます。

1歳～年齢に合わせたヤマハのカリキュラムは、お子様の将来
に必要な力を大切に育みます。
今しかない、親子で共に過ごすかけがえのない時間を、お子様
のためにヤマハで過ごしませんか。

大人の方向け

楽器の王様ピアノ。これからピアノをはじめたい、
また自分の弾きたい曲にチャレンジしたいそん
な方にピッタリ。

1回30分×月2回
7000円～/月

曜日・時間はお問
い合わせください

曜日・時間はお問
い合わせください

1台で、まるでバンドやオーケストラと共演して
いるかのようなリアルで迫力ある演奏を全身で
楽しめます。

演奏する時の優美な姿が魅力です。優しい音色
であの名曲を奏でてみませんか。

管楽器人気No.1  はじめてでも演奏しやすく
豊かな表現力が魅力です。

TVドラマでも人気のヤマハバイオリンレッスンが、
ついに当地区でも開講。

「呼吸」・「発声」・「発音」といったボイストレーニ
ングからスタートし、様々な楽曲を歌うための
テクニックを実践的に学んでいきます。

いつでもどこでもカジュアルにつきあえる。場所
やジャンルを選ばずに気軽に演奏できるのが
魅力です。

ハワイ生まれの手軽さが人気の可愛らしい楽器。
ハワイアンだけではなくJ-POPやジャズも
学べます。

超人気コースが鵜沼でも開講。1960～80年代
の日本のポップスを、映像を見ながら簡単な
ステップとハモリをつけて仲間と楽しく歌います。

ミュージックタウン鵜沼にて
       4月より順次開講

◆個人レッスン

5月より
開講

1回60分（個人30分）×月1回～
2800円（個人3800円）～/月

◆グループレッスン
1回60分×月3回　2年程度
（ステップ制）   7000円/月

◆グループレッスン
    （または個人レッスン）
1回60分（個人30分）×月3回
ステップ制（中学生まで在籍可）
7000円（個人8000円）/月

◆グループレッスン
1回50分×月3回
5000円/月
（保護者様同伴）

◆グループレッスン　
1回60分×年40回 2年間
6500円/月
（保護者様同伴）

◆グループレッスン　
1回40分×月3回　5000円/月
（保護者様同伴）

曜日・時間はお問
い合わせください

◆グループレッスン
   （または個人レッスン）

5月より
開講

1回60分（個人30分）×月3回
8000円（個人10000円）～/月

◆グループレッスン
   （または個人レッスン）

4月より
開講

1回60分（個人30分）×月3回
8000円（個人10000円）～/月

●火曜日予定

◆グループレッスン
   （または個人レッスン）

4月より
開講

1回60分（個人30分）×月3回
8000円（個人10000円）～/月

◆グループレッスン
   （または個人レッスン）

4月より
開講

1回60分（個人30分）×月3回
8000円（個人10000円）～/月

◆グループレッスン
   （または個人レッスン）

4月より
開講

1回90分×月2回
3500円/月

◆グループレッスン

6月より
開講

1回60分（個人30分）×月3回
8000円（個人10000円）～/月

◆グループレッスン
   （または個人レッスン）

4月より
開講

1回60分（個人30分）×月3回
8000円（個人10000円）～/月

●金曜日予定

◆グループレッスン
   （または個人レッスン）

4月より
開講

ヤマハ音楽教室

入会受付スタート

各務原
  センター

幼児科

幼児科

ミュージックタウン鵜沼 ミュージック
 スクエア岐南

1/28（火）
15：30～

1/20（月）
15：30～

1/18（土）
15：30～

1/24（金）
15：30～

1/27（月）
15：30～

1/23（木）
10：20～

１/18（土）
1/19（日） 1/26（日）

10：00～
10：00～ 10：00～

11：00～ 11：00～

13：00～

̶̶̶

̶̶̶ ̶̶̶

13：00～

14：30～
残りわずか

14：30～

16：00～

3月・4月 無料体験レッスン
             開催予定

1/23（木）
11：20～

1/25（土）
10：00～

1/17（金）
15：30～

ジュニアスクール
基礎コース

ジュニアスクール基礎コース ジュニアスクールギターコース

ジュニアスクール
ギターコース

小学生

１～3歳児のための（年少未満） 3歳児・年小のための 4・5歳児
年中・年中のための

小学生のための

らっきークラス

ぷっぷるクラス

満1歳：らっきークラス
（H30・4・2～H31・4・1生まれのお子さま）

満2歳：ぷっぷるクラス
（H30・4・2～H31・4・1生まれのお子さま）

NEW OPEN

プレゼント!

ただいま ご入会の方には

クーラーバッグ

※体験レッスンは、ご説明、質疑応答含め各回60分程度です。定員になり次第受付終了となります。なお保護者様1名同伴でお願いいたします。天候・人数等により体験時間の変更や
延期になる場合もございます。あらかじめご了承ください。ご都合のあわないお客様には、レッスン見学等でご案内が可能な場合もございます。お気軽にお問い合わせください。

◆個人レッスン
1回30分×年40回
7000円～/月

ピアノ・エレクトーン
                    個人レッスンも

松栄堂楽器
オリジナルコース

（H30・4・2～H31・4・1生まれのお子さま）

（この春小学校1～3年生のお子さま）
♪どの楽器からはじめるか迷ったらまずは かっこよく弾こう！ 仲間とセッションしよう！ 人気の

（H30・4・2～H31・4・1生まれのお子さま）

月～土　

レッスン時
楽器無料レンタル
（3か月間）あり

●水曜日予定
レッスン時

楽器無料レンタル
（3か月間）あり

●水曜日予定
レッスン時

楽器無料レンタル
（3か月間）あり

●月曜日予定
レッスン時

楽器無料レンタル
（3か月間）あり

●木曜日調整中
レッスン時

楽器無料レンタル
（3か月間）あり

2020年 春開講クラス

随時

質の高い音楽を耳にしながら、鍵盤楽
器を使ってその場で「できた！」「楽し
い！」を体験します。（その後はピア
ノ、エレクトーン、ギター等各
コースへの移行が可能です）

小学生向けに開発したテキストと、オリ
ジナルサポート音源を使用して着実に
力をつけます。お友だちとのアンサ
ンブルはさながらバンド感覚！

「弾きたい」気持ちがはじめどき！音楽の基礎から本格的な演奏
力の習得まで。憧れの曲をカッコよく弾きたい！～そんな願いを
かなえる、小学生から始める方のためのヤマハレッスン。

ヤマハ音楽教室 無料体験レッスン開催！
各務原市・岐南町エリア   1月 日程　要予約

当日その場で
　 ご入会の方は入会金割引！

幼児科から大人の方まで
自分のペースでレベル、
目的に合わせて学べます。
（一般テキスト使用）

きく・うたう・ひく イメー
ジを広げながら音楽と
ふれあい豊かな感性と
表現力を養います。

きく・うたう・ひく・よむ・つくる
ヤマハの代表的なコース楽し
みながら総合的な音楽力の
基礎を学びます

ミュージックタウン鵜沼OPEN_うら

○YAMAHA MUSIC FOUNDATIONC ○KAERUCHAN OFFICEC


	mtunuma-trial-omote.pdf
	mtunuma-trial-ura.pdf

