
明石市大明石町2丁目3-18-1F

■営業時間／ 10：00～ 18：00
■定休日／水曜、祝日

TEL（078）913-0123

ピアノ・エレクトーン・管楽器などの楽器や楽譜を販売しております。

明石店 【Attention】
※在庫状況によりお取り寄せ
となる商品もございます。
※この価格表は2020年12
月現在の価格です。※展示
内容が予告なく変更される
場合もございますのでご了承
ください。※別途取付・運送料が必要となる場合
がございます。※掲載品は全て税抜価格となり
ます。※お届けまでにお時間をいただく場合
がございます。※店頭にない機種がございます。
予めご了承願います。

スガナミ楽器至姫路 至神戸

山電明石駅

木曽路

ミュージックサロン
SUGANAMI

ミュージックサロン
SUGANAMI

明城パーキング

ファミリーマートファミリーマート

明石郵便局 大明石パーキング〒
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木曽路さんの隣です木曽路さんの隣です
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［開催時間］13：00・14：00・15：30
［開催場所］明石店 店頭フロア

［開催時間］13：00～16：00
［開催場所］明石店 サテライトブース

［開催時間］㊏13：00～17：00 ／㊐10：00～16：00

※品切れ・納期がかかる
　場合がございます。

※詳細はお問い合わせください。
※12/20までの期間中、明石店にて展示しています。

Happy

Cute

期間中スガナミ楽器で素敵なフェアを
開催します
プレゼントや可愛いアイテムを揃えて
お待ちしています

各回約30分のステージ。
ヒット曲やクリスマスにちなんだ曲な
どパワフルに演奏いたします。

対象の補助ペダル、
メトロノームなどの
レッスングッズが
20%オフに！

チューナー・リード
お手入れ品等がお得
にお買い求め頂ける
チャンスです。

STAGEAカスタムモデルをキラキ
ラにデコレーションしました！

新作イタリアンバイオリンから、フランス・ドイツ
などのバイオリンまで多数展示いたします。
また、音色を客観的に比べたい方もお気軽に
ご相談ください。
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バイオリン展
～見て・聴いて・弾ける2日間～SAT

1219
SUN

20

デコエレを
弾いてみようSUN

1213Merry

 
X’mas 2020

12.5SAT

12.20SUN

各 ￥350
（税別）

各 ￥280
（税別）

マスクケース ファッションマスク

あみぐるみキーホルダー
くまくまお

各 ￥680（税別）

レジにてプレゼントご成約プレゼント!!
レジにて2,000円（税別）
以上お買い上げの方に
プレゼント!

先着
20
名様

ご商談プレゼント

※写真はイメージです※一家族おひとつ限り

期間中ご商談
頂いた方にプレゼント!

モロゾフ お菓子詰合せ

期間中100,000円（税別）以上の
楽器をご成約頂いた方に
抽選でプレゼント!

講師：福井 優
［開催時間］両日共13：00～/15：00～

1本1本の特徴や弾き心地などをアド
バイスさせて頂きます。
現在お使いのバイオリン・弓をご持参
ください。

同時
開催 弓の選び方講座

新型コロナウイルス感染症予防対策として、ご来場の際には、マスク着用、検温、手指の消毒などにご協力をお願い申し上げます。

カタログギフトA賞 カタログギフトA賞 スターバックスカードB賞スターバックスカードB賞

リンツチョコレートC賞 リンツチョコレートC賞

ヤマハエレクトーン・デモンストレーター 演奏：柴田 友輔

先着
100
名様

先着
30
名様

ピアノ付属品
20%OFFセール

管楽器 小物
20%OFFセール

在庫品に限り
背付き高低自在イス

No.5A
ピアノ補助ペダル

AX-T1
メトロノーム
MP-90

¥3,600（
税
別
）

¥4,500（税別）
▼

¥16,000（税別）
¥20,000（税別）

▼

¥29,600（税別）
¥37,000（税別）

▼

詳しくはこちら



「バイエル程度で楽しめる 
　鬼滅の刃／ピアノ曲集」

（ドレミ楽譜出版社）

基本据付料サービス！
※地域・設置場所によって別途費用が
発生する場合がございます。

さらに！

ご成約プレゼント

数量限定

クリスマスの
プレゼン

トに
数量
限定

数量
限定

スガナミ楽器のChristmas
fair

展示品１台限り

YAMAHA PIANO

DIGITAL PIANO
ヤマハ リニューアルピアノ

自由なスタイルで弾けるコン
パクトピアノがよりスリムに、
音も鍵盤タッチもさらに進化。

光る鍵盤を追いかけて、
初心者でも簡単に楽しく
弾くことができます。
好きな曲をアプリで増やせ
るのも魅力。

選べるカラーリング。ポータ
ブルデザインとシンプル操作
も魅力。コンパクトな本体
サイズを感じさせないサウ
ンドが人気。

※商品の一例として

ELB02

CLP735 CLP745

CLP775 CLP785

WA：ホワイトアッシュ調 DW：ダークウォルナット調

R：ニューダークローズウッド調 B：ブラックウッド調

YUS3 TA2 YUS1 NU1X

￥180，000（税別）

￥1，370，000（税別） ￥900，000（税別） ￥398，000（税別）

クラビノーバ・エレクトーン
アコースティックピアノ
ご購入の方にプレゼント！

ピアノ鍵盤用クリーナー
鍵盤綺麗®

￥2，100（税別）

99％
除菌を
実現

カジュアル管楽器
ヴェノーヴァ
YVS-100RD
￥10，000（税別）

アコースティクギター
F650
￥19，800（税別）

￥15，000（税別）
CT-S200

珠玉の音色「ベルリン・グランド」
を生んだC.ベヒシュタインとの
コラボレーション。

￥375，000（税別）
GP-510BP

ヘッドホン

フィギュアストラップ

エレクトーンアラカルト

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
です。

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。ヘッドホン装着時も自然な響き
で演奏できます。録音機能など、上達
をサポートする機能を搭載。

グランドピアノのような演奏感を再現
した鍵盤とペダル、臨場感のある響き
が楽しめる音響システムを採用。
タッチセンサーコントロールパネルで
デザイン性が向上しています。

アップライトピアノの鍵盤アク
ション機能と、最新のデジタル
音源技術を搭載。

最高の音へのこだわりを秘めて。
音に直接関わる材料選びから、
音づくりははじまります。音への
こだわりが、ディテールにも宿り
ます。

アコースティックピアノでしか味わ
えない豊かな響き。その響きを
保ったままでの音量調節をトランス
アコースティックTM技術が可能
にしました。

銀イオン水の除菌効果を
利用した鍵盤用除菌剤です。

木製鍵盤を搭載しグランドピアノの
弾き心地を再現。２ウェイスピーカー
のクリアで厚みのあるサウンド。
Bluetooth®接続で臨場感のある音
で聴く楽しみも広がります。

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。

大人の趣味としての演奏に最適。
持ち運びができ、どこでも演奏を
楽しむことができるモデルです。

インシュレーター

お手入れセット

納品調律１回サービス！

高低自在椅子 トップカバー

ご成約プレゼント

￥210，000（税別）￥155，000（税別）

￥360，000（税別）￥275，000（税別）

ベーシックモデル

STAGEAの基本性能が
１台に！
これがエレクトーンの
スタンダードです。

スタンダードモデル

カジュアルモデル

プレイヤーの感性を引き
出して、創造力を広げる
機能満載の「カスタム
モデル」です。

カスタムモデル

DIGITAL K
EYBORD

ELC02
￥490，000（税別）
W1185×H938×D652mm 45.8kg

ELS02C
￥980，000（税別）
W1229×H1017×D574mm 109.5kg

W1434×H963×D489mm 78.5kg

W930×H73×D256mm 3.3 ㎏

￥55，000（税別）
PX-S1000

W1322×H102×D232mm 11.2 ㎏

￥31，000（税別）
LK-515

W948×H109×D350mm 4.5 ㎏

W1113×H924×D493mm 50kg

ELS02
￥650，000（税別）
W1229×H1017×D574mm 102.5kg

W1461×H927×D459mm 57㎏

W1461×H967×D465mm 71kg

W1461×H927×D459mm 60kg

W1461×H1027×D476mm 84kg

W1501×H1024×D463mm 111kgW1520×H1210×D620mm 229kgW1520×H1310×D650mm 261kg

※付属品：高低自在椅子・ヘッドホン・楽譜集「クラッシック名曲50選」
※CLP785はB／PEのみのお取り扱いとなります。
※PEは料金が異なりますので別途お問い合わせください。 
※納期にお時間をいただく場合がございます。

カラー
バリエーション

B：ブラックウッド調／R：ニューダークローズウッド調／
DW：ダークウォルナット調／WA：ホワイトアッシュ調／PE：黒鏡面艶出し

ケース・
アクセサリー付

※価格は店頭にて発表いたします。

※価格は店頭にて発表いたします。 ※展示品以外のピアノについてはお取り寄せいたします。

U1A

U3M

U10A

UX10 BL

UX3

1985年製

1981年製

1992年製

1987年製

1985年製

W1500×H1210×D610 218kg

W1530×H1310×D650 240kg

W1500×H1210×D610 210kg

W1500×H1210×D610 225kg

W1540×H1310×D650 242kg

￥388，000
￥398，000
￥438，000
￥488，000
￥518，000

（
税
別
）
（
税
別
）
（
税
別
）
（
税
別
）
（
税
別
）

®クラビノーバ

ご成約プレゼント

明石市大明石町2丁目3-18-1F

■営業時間／ 10：00～ 18：00
■定休日／水曜、祝日

TEL（078）913-0123

ピアノ・エレクトーン・管楽器などの楽器や楽譜を販売しております。

明石店

Muma
設置店

楽譜も
充実


