
音楽っていいね！

1・２歳のお子さまと保護者さま向け
の無料体験コンサートです♪

●開講日 (水) 10:00
●40分/月3回 ●月謝：5,400円  ●教材費：3,888円

満１歳のお子さまと保護者さま
五感を通して感受性をはぐくみます。

1歳からの

らっきークラス
対象年令

○YAMAHA MUSIC
   FOUNDATION
C

らっきークラスぷっぷるクラス対象

●開講日 (水) 15:00/ (金) 15:00/(土) 9:10

2014.4.2～2015.4.1生まれの
お子さまと保護者さま

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。

対象年令

大人向けコースは裏面にございます ▶

スガナミ楽器 
永山センターにて(日)2/18 10:00～

要予約
先着順受付

○M.OkuboC

●開講日 (金) 10:0 0 / (土) 10:10
●40分/月3回 ●月謝：5,400円  ●教材費：5,184円

満2歳のお子さまと保護者さま
全身で音楽を感じます。

2歳からの

ぷっぷるクラス
対象年令

○YAMAHA MUSIC
   FOUNDATION
C

3歳児
のための

●50分/月3回 ●月謝：6,480円  ●教材費：4,968円

●開講日 (月) 応相談/(水) 15 : 30/ (金) 15 : 30
(土) 11 :00　　 / (土) 13: 00/ (土 )14: 0 0

2012.4.2～2014.4.1生まれの
お子さまと保護者さま

音楽のさまざまな表情やニュアンスを聴きわける耳が育まれます。

対象年令

4.5歳児
のための 幼児科

●60分/年40回 ●月謝：8,640円  ●教材費：8,208円

満員

2/10 (土 ) 14:00無料体験レッスン日随時レッスン見学受付中♪

●開講日 (火) 15:30/ (土) 10: 00

2012.4.2～2014.4.1生まれの
お子さま

お友だちに、自分の気持ちを英語で伝えよう！
対象年令

●50分/年42 回 ●月謝：8,640円  ●教材費：12,960円

4.5歳児
のための

●開講日 (火) 17:30/ (土) 応相談

2018年4月で小学1・２・３年生

シチュエーションに合わせて自分の言葉で話そう！
対象年令

●50分/年42 回 ●月謝：9,180円  ●教材費：17,604円

小学生
のための

2/20、3/27(火 )15:30無料体験レッスン日 2/20、3/27(火 )17:30無料体験レッスン日

☎042 -375-5321
◉無料体験レッスン・レッスン見学のお問い合わせ・お申し込みはお気軽にこちらまでどうぞ♪

〒206-0025 東京都多摩市永山1-4 グリナード永山4階
■営業時間/月～土 10:00～21:00 日 10:00～15:30 ■定休日/祝日

※金額はすべて税込表示となります。

永山センター

駐車場2時間無料サービス有！ 駅直結なので雨でも濡れずに通えます

スガナミ楽器

スガナミ永山 検索

多摩市立
北諏訪
小学校

スマイルホテル
東京多摩永山

●

● ●

●
スポーツ
クラブ
NAS永山

小田急永山駅

京王永山駅

ローソン

スガナミ楽器
永山センター

（グリナード永山4F）

3月末までにご入会手続きをされた方
通常入会金(5 ,400 円)が無料！



■営業時間/月～土 10:00～21:00 日 10:00～15:30 ■定休日/祝日

スガナミ楽器 永山センター ☎042-375-5321
〒206-0025 東京都多摩市永山1-4 グリナード永山4階

無料体験レッスン・レッスン見学受付中！お気軽にお問い合わせください♪

スガナミ楽器では小さなお子さまの情操教育をはじめ、趣味で音楽を楽しむ方、
専門的に学ばれる方まで、楽しみ方、ライフスタイルに合わせた豊富なレッスン・
コースをご用意しております。

スガナミ楽器
永山センター おすすめコース

…

エレクトーンピアノ
一人ひとりの進度に合わせた
きめ細やかな指導！

●個人●30分/年42回または月2回●個人●30分/年42回または月2回

開講曜日●月～●土
鍵盤楽器コース

ジャズピアノ

フルート
管楽器コース
吹奏楽器コース

ホルン
バンド系コース

アコースティックギター

ジャズボーカル

英語コース
おもてなし英語

受験・
上級者コース

弦楽器コース

ヴァイオリン チェロヴィオラ
アンサンブルには欠かせない
渋い音色が魅力です！

オカリナサックス

エレキギター ウクレレ クラシックギター ウッドベース
和楽器コース

津軽三味線

●個人●30分/月3回●個人●30分/月3回

開講曜日

声楽 コーラス
ボーカルコース

健康と音楽 健康と歌ヤマハ 
ウェルネス
プログラム

受験ピアノ ピアノマスターコース ソルフェージュ

中高年の皆さまに大
人気！

男性も大歓迎です！

カラオケ以上、レッスン未満!!
青春時代のあのポップスを仲間と
一緒に歌って踊ってみませんか？
オリジナル映像で楽譜が読めなくても
安心して楽しめる内容です！

お友達と3人以上で 一緒にご入会いただくと

全員入会金無料！

●グループレッスン 9０分(休憩含む)/月２回  ●レッスン料：3,780円 ●入会金：2,160円

※価格は全て税込表記です。

※青春ポップスは新春キャンペーン対象外です。

開講曜日 
(水)11:00
(金)11:00 /13:00

レッスン見学日程

始めませんか、憧れだった
ジャズピアノ

●個人●30分/月3回または月2回●個人●30分/月3回または月2回

開講曜日●月●火
奏でる人の心が表現される
楽器です！

●個人●30分/年40回または月2回●個人●30分/年40回または月2回

開講曜日●月～●土

クラシック好きなら誰でも
一度は憧れる楽器では？

●個人●30分/月3回または月2回●個人●30分/月3回または月2回

開講曜日●月●水～●日
●個人●30分/月3回または月2回●個人●30分/月3回または月2回

開講曜日 応相談

クラシックからポップスまで
幅広く演奏できます

●個人●30分/月3回●個人●30分/月3回

開講曜日●木●日
「あなただけの美しい音」を
奏でてみませんか？

●個人●30分/月3回(グル ープ応相談)●個人●30分/月3回(グル ープ応相談)

開講曜日●火●木●金●土

楽器に触れて、音を出すことから
スタートしましょう

●個人●30分/月3回(グループ応相談)●個人●30分/月3回(グループ応相談)

開講曜日●土●日
素朴な音色が素敵な楽器です
基礎から学んでいきます

●個人●30分/月3回または月2回●個人●30分/月3回または月2回

開講曜日●火●木●土
柔らかな優しい音色で、
アンサンブルがしやすい楽器です

●個人●45分/月2回●個人●45分/月2回

開講曜日●木
仕事・会社帰りの方も
お気軽にどうぞ

●個人●30分/月3回(グル ープ応相談)●個人●30分/月3回(グル ープ応相談)

開講曜日●月 ●金●火

初心者の方も大歓迎！
憧れのあの曲を弾けたら最高！

●個人●30分/月3回●個人●30分/月3回

開講曜日●月●金
手軽に覚えられて
楽しく演奏ができます！

●個人●30分/月3回（グル ープ応相談）●個人●30分/月3回（グル ープ応相談）

開講曜日●月●火●金
心を癒してくれる音色は幅広い
年齢層に愛されています

●個人●30分/月3回（グル ープ応相談）●個人●30分/月3回（グル ープ応相談）

開講曜日●月●火●金
ジャズを基本にしたベース奏法を
マスターできます

●個人●45分/月2回●個人●45分/月2回

開講曜日●月

初心者の方からでも
気軽に始められます！

●個人●30分/月3回●個人●30分/月3回

開講曜日●月
呼吸や発声の仕方を最初から
丁寧にわかりやすく教えます！

●月●水●金●土
日本の童謡、歌曲などをはじめ
さまざまな曲でレッスンします

●グループ●90分/月2回●グループ●90分/月2回

開講曜日●水●木
ジャズを歌おう！
気軽にはじめてみませんか？

●個人●30分/月2回●個人●30分/月2回

開講曜日●月

体力の増進と脳の活性化を
図ります

●グループ●60分/月3回●グループ●60分/月3回

開講曜日●火●木
心と身体の健康や脳の働きを
健全に保つことを目的としています

●グループ●60分/月3回●グループ●60分/月3回

開講曜日●月●火
あなたも自分の言葉で

をしてみませんか？

●グループ●60分/月2回●グループ●60分/月2回
開講曜日●月

受験に向けた基礎奏法から高度な演奏技術
まで丁寧に指導いたします

●個人●45分～/月3回●個人●45分～/月3回

開講曜日●金
コンクール審査員も務める講師から
直接指導でハイレベルなレッスン！

●個人●30分～/月3回●個人●30分～/月3回

開講曜日●金
聴音・視唱・楽典など音楽学校を受験する
ために欠かせないものを学ぶことも出来ます

●個人●45分 ～/月2回～●個人●45分 ～/月2回～

開講曜日●金

2/7･28 (水)11:00
2/9･16 (金)11:00
2/2･16 (金)13:00


