
            ～PSTA指導者募集！～

ヤマハとJEUGIAが、エレクトーンの個人教室を支援する組織「jet」に対して、ピアノの

個人教室を支援する「PSTA」。piano-study teachers' association、ピアノ個人レッ

スン指導者のためのサポートシステムです。このたび、JEUGIA支部の2017年秋新入会

オーディションの詳細が決まりました。ご希望の講師様はご連絡ください。

                                        ～jet･新体制で始動！～　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマハミュージックジャパンに本部を置く「ｊｅｔ(全日本エレクトーン指　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　導者協会)」のJEUGIA支部が、アドバイザリーに【写真左から】川路 みゆき 先　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生、服部 由香子 先生、田辺 敏男 先生　をお迎えして新体制で始動、滋賀地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区も5月15日第1回目の定例会を行いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エレクトーンSTAGEA「02シリーズ」が生まれてこの4月で満3歳になり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました。エレクトーン関係者の期待や思いとは裏腹に今ひとつ盛り上がら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないまま今に至っています。「この現状を何とか変えて行こう！」と、jet

の先生方には獅子奮迅のお働きをいただいております。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。その先生方の思い

に対して、JEUGIAの「支援が足りない」や「もう少し寄り添って欲しい」「強力なサポートを」等、叫びのHELPは日々

届いております。西日本の雄たるJEUGIAとしても何とか現状打破していきたいと、先生方と同じ思いで奮闘しておりま

す。新体制という変化を契機に、心機一転高みを目指して諦めず挑んで行きたいと思います。

今回の新体制は今まで培ってきたことをベースに今一度「エレクトーンを再認識」しましょうというスローガンで始まり

ました。まず先生方が思い切りエレクトーンを楽しんでください。大きな舞台も待っています！　　　
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営業時間  ： 10:00am～9:00pmJEUGIA
ｴﾘｱ担当:

　　　　　講師様のための

　　　　　お得な特典満載の

　　　JPTC

　　　会員募集中！

　　　入会金･年会費無料！

       ～「蒸し暑いですねぇ、梅雨ですか？」「いやまだですよ」～

　

お世話になります。いつも大変お世話になりありがとうございます。。。。。

雨の日って車の窓は当然窓閉めて走りますよね。この時期って閉めて走ると「窓」曇りませんか？曇るのでエアコンの風を

フロントグラスに向けるのですが、雨降りなので寒いんですよね～。夏本番でもないし。なので、送風だけにするのですが、

とたんに曇り始めて･･･。でまたエアコンつける。この繰り返しです。いやですね。今年こそはこのスパイラルから抜け出し

たいものです。と言うわけで、今月もよろしくお願いします。

←①左記QRコードを読み取る。

　②メール作成画面になります。

　③お名前、ご住所、TELを入力の上送信ください。

　④登録完了メールが返信されます。

　⑤今日から会員です！

JPTC会員の講師様～次のアドレスの受信設定をお願いします。◆ yagi@jeugia.co.jp      ◆ jeu-014@willcom.com

                 ～「個人教室の講師様へ」専用webページ～　

お気づきでしょうか？　JEUGIA草津A･SQUARE店のホームページをご覧いただくと、トップページに「個人教室の講

師様へ」というタイトルのバナーがあります。それを、クリックしていただくと最新情報、レッスンサポート情報、知っ

ておいてもいいかな？　と言うレベルの情報も含めて、まだ盛りだくさんとまではいきませんがご案内を掲載中です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　過去にご案内させていただきました情報も、いつか役に立てていただけそうなも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　のは載っけております。ぜひ、一度ご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯からもご覧いただけますが、一部PDFファイルが開かない機種があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　【このバナーが目印】

日　　程：2017年8月6日(日)

会　　場：JEUGIA大宮アプローズ

応募締切：2017年7月27日(木)

＊詳しくはお問合せください。

それに先立って、7月21日(金)PSTA無料説明会がヤマハなんば研修センターにて行わ

れます。ご希望の方は、ご案内資料をお届けしますのでご連絡ください。

JEUGIA草津



梅雨入りが早いか、展示会が早いか･･･

日　　：6月10日(土),11日(日)

時　　：10:00～21:00

会　場：JEUGIA草津A･SQUARE店

目玉商品は何か？お買い得商品は何か？中古ピアノはあるのか？展示品処分はあるのか？

すみません！今この時点ではお答えできません！隠してるわけではなく、まだ内容が明らかにされないうちこの情報

お届けしているのでホンマに分かりません。

けど、何かありそうなにおいはプンプンしますね。6月ですよ、ボーナスですよ、世間様はワクワクのシーズンです！

先生方もおすすめ時です。「紹介カード(後述)」ふんだんにお使いください！足りなければ追加お届けします。

八木が個人的におすすめしたい商品ラインナップ･･･(ご案内中の価格は税抜きです)

アップライトピアノでは、出したくてもどうしても出せない音のジレンマ

を感じておられる方。ピアノを習っていると、必ず出会ってしまう表現力

の壁。今のピアノがくたびれてきている方。思うように鳴らなくなってい

たら、和声感豊かなCXシリーズをおすすめします。

C3X

幅:149cm

高:101cm

奥:186cm

重:320kg

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。

メーカー希望小売価格:2,200,000円→展示会特別価格

C5X

幅:149cm

高:101cm

奥:200cm

重:350kg

メロディとともに移り変

わり、重なりあうことで

無限の表情を見せるピア

ノの声。力強さと繊細さ

を兼ね備えた、ハイレベ

ルなグランドピアノです。

メーカー希望小売価格:2,500,000円→展示会特別価格

YUS5

幅:152cm

高:131cm

奥:165cm

重:253kg

ひとクラス上の豊かな

音質が、情感を余すこ

となく伝えます。表現

する喜びが息づく気品

と高級感。

メーカー希望小売価格:1,240,000円→展示会特別価格

YUS1

幅:152cm

高:121cm

奥:161cm

重:229kg

ひとクラス上の豊かな

音質が、情感を余すこ

となく伝えます。最高

の音へのこだわりを秘

めて。

メーカー希望小売価格:870,000円→展示会特別価格

アップライトピアノの最高シリーズ。コンサートグランドピアノで使

用している素材を組込み、音色の粒立ちが明瞭かつ煌びやかで音の厚

みを実現。深い表現力を持っているアップライトピアノです。表現力

を伸ばすならこれ。

ピアノを習うなら本物のタッチで。響きも自然で、ニーズにお答え

したコンパクトさと、価格もリーズナブルな一台です。

b113

幅:149cm

高:113cm

奥:153cm

重:194kg

はじめてのレッスンは、

シンプルなアコース

ティックピアノをおすす

めします。置き場所に困

らない高さ113cmのコン

パクトなピアノです。

メーカー希望小売価格:OPEN PRICE

　　　　　　　　　　　　ONE PRICE→400,000円

b121

幅:152cm

高:121cm

奥:161cm

重:237kg

はじめてのレッスンは、

シンプルなアコース

ティックピアノをおすす

めします。音にゆとりと

広がりのある121cmモデ

ル。

メーカー希望小売価格:OPEN PRICE

                                    ONE PRICE →475,000円

ヤマハの電子ピアノ、クラビノーバ。CLPシリーズのピアノ音は、世界で高い評価を

得ているヤマハ「CFX」をはじめとする複数のコンサートグランドピアノからサンプ

リングされています。モデルチェンジ後、ラインナップが揃って初の展示会です。

CLP-685 CLP-675 CLP-645 CLP-635



さて、ご案内中の赤松林太郎先生のレクチャーコンサートですが、毎日のようにお申し込みが来ています。まだ、若干お席に余

裕がございます。草津A･SQUARE店のEVENT HALLが改装後広くなりましたので、「まだ若干」大丈夫なんです。なので、

お考え中の先生、生徒さんはお早めにお申込みください。

先月ご案内した、「赤松先生ってどんな人」での内容について一部で話題になっているらしいです。どんな内容だったかちょっ

と振り返ってみましょう。

　　　　　　◆アクション 映画を越える迫力の「ピアノのコンサート」。そのくらい衝撃的な演奏。

　　　　　　◆何度聴いても新しい情熱、それでいてフレッシュで、刺激的パンチが効いてて、もは

　　　　　　や人間業でない。そんな演奏。◆オリンピック中継を、ぶっとおしでみたような、おな

　　　　　　かにズシンとくる感動と、見応え、心地よい疲労感。◆超絶技巧ピアニスト。◆演奏は

　　　　　　ピアノという概念の殻からはみだしております。◆戦うピアニスト赤松林太郎さんのコ

　　　　　　ンサートへ挑んできましたわ。赤松林太郎の世界って、「音楽鑑賞」なんかじゃない。

　　　　　　だから挑むっていう感じ。

こういう内容だったんですね。「戦う」とか「挑む」とか怖い表現が続いてることで、みなさんの関心度が赤丸急上昇中とのこ

とでした。コレは、もうご自身に確かめてもらうしかないですね。いまなら、まだお席あります･･･。

　　

　　　　　レクチャーコンサート「音で綴る300年～四期の名曲を聴く～」
　　　　　　　

　　　　日　程　：　2017年7月30日(日)

　　　　時　間　：　10:30～12:30

　　　　会　場　：　JEUGIA草津A･SQUARE店　EVENT HALL

　　　　入場料　：　一般2,500円／ PTNA会員2,000円

　　　　内　容　：　赤松先生解説による、四期の名曲演奏。ピアノを学ぶ方には、

　　　　　　　　　　是非聴いていただきたいレッスン生必聴の内容です。

　　　　お申込み：　JEUGIA草津A･SQUARE店にて受け付けます。

　　　　　　　　　　ＴＥＬ受付可。077-561-6570.。

生徒さん連れてきて

あげてください･･･

　　　井上宏子先生アドバイスレッスン
　　　　井上先生のご好意で、少し枠広げていただきました。

　　　　お申込みまだ大丈夫です。ピアノをがんばっている生徒さん、今一歩、STEP UPしたい方、普段と違

　　　　う角度からのアドバイスを受けてみませんか？担当講師様、保護者様も同席可能です。

　　　　　　　　

　　　　日　程　：　2017年6月25日(日)

　　　　時　間　：　11:30～

　　　　　講　師　：　井上宏子　先生

　　　　　会　場　：　JEUGIA草津A･SQUARE店　EVENT HALL

　　　　受講料　：　お一人一枠15分　3,000円+消費税　

　　　　内　容　：　・受講にあたり予め「受講カルテ」を作成しレッスン曲、受けたいアドバイスやご質問をお

　　　　　　　　　　　たずねします。

　　　　　　　　　　・当日は、井上先生用に楽譜(コピー可)をご用意ください。

　　　　お申込み：　JEUGIA草津A･SQUARE店にて受け付けます。

　　　　　　　　　　ＴＥＬ受付可。077-561-6570.。

　　　　定　員　：　先着10名程度

　　　　　　　　　　

　　　　　　　
電子ピアノが売れています･･･

困ったものです。春からゴールデンウィークにかけて、特にAEONに入っている楽器店では電子ピアノがかなりの勢いで

売れています。この辺りで言うと近江大橋の袂のAEONですよね。ほら、あの「シマムラ」とか言うお店ですね。もうひ

とつは「EDION」です。年末に良く聞いた「Ｒさん」はほとんど聞かないです。おそらく、みんなAEON行ってるんです

ね。当社JEUGIAでもAEONに出店しているお店ではかなり賑わっているようです。

このご時勢電子ピアノは否定しませんが、他店でお求めになった生徒さんたちは、「ピアノレッスン目的です」とお伝え

になり、またそれに対しての説明をきっちり聞いておられるかが心配です。3年後、5年後の姿を思い描けておられるで

しょうか？A･SQUARE店に来店された方にお聞きすると、「シマムラは説明は丁寧に分かりやすくしてくれる。でも

ローランドの説明だけで、ヤマハの事は良くわからないのでココに来ました。」という方が圧倒的に多いです。ローラン

ド店なので仕方ないといえばそうなんでしょうが、商業的で嫌ですね。ピアノは文化なんですから。

JEUGIAへ来ていただくと、全メーカー(KAWAIも置く予定)展示あり、ローランドとヤマハは比較しやすいレイアウトに

なっています。実際に触っていただき、見比べ弾き比べていただきご納得いただきやすい説明を心がけております。その

ためにも、先生方から生徒さんへ、JEUGIAをご案内いただくことが重要とお分かりいただけると思います。



                    ～ピアノのご納品～

　

　生徒さんのお家にピアノが届く。ご納品に立ち会われたことはありますか？日々お忙しい中、タイミングも合わないと思

いますが、ご都合が合えば一度立ち会って見られませんか？先生方も同じだと思うのですが、お家にピアノが届くってご家

族にとって歴史的な1ページです。ほんとうに嬉しそうなお喜びの表情を拝見する時が、「この仕事やっていて良かった」

と実感するときです。何度立ち会ってもその感動は常に新鮮です。

　今回はピアノの感動的なご納品の様子をご案内します。

この日は、戸建て2階にご納品でした。天気は良かったのですが、風が強くクレーンの作業に影響ないか心配でした。が･･･

戸外で開梱します。さらに

ビニールで包まれています。

ピアノの奥に大量の緩衝材

が見えます。厳重ですね。

ヤマハ工場から、ピアノが

トラックに積まれて届きま

した。箱入りです。新品の

証です。お客様にも新品で

あることをご確認いただき

ます。

布団で包んでいよいよク

レーンで吊り上げます。

晴天に舞うアップライトピ

アノ。よく見ると、ピアノ

から下がる紐を下でコント

ロールしている人がいます。

風の影響を受けないように。

窓の位置にピアノが来るよ

うに微調整です。やはり風

が邪魔しているようです。

2階で待機していた3人が

ピアノを捕まえました。い

よいよ部屋に引き込みます。

規格サイズの窓なら、幅

150cmのピアノは楽に入

ります。ピアノの幅は、グ

ランドピアノも150cm前

後です。

無事搬入終了！

「お～い、

　紐はずしてくれ～」

お部屋に設置完了です。

後日、サービスの調律が入ります。それまでは音狂ってますが、弾い

てもらえます。日当たりが良く、風通しも良いお部屋でした。ピアノ

がこの環境に馴染むまでは、音が狂いやすい状況にあります。最低半

年に1度の調律をおすすめします。半年待たずに「？」って感じたら、

迷わず調律してください。せっかく買っていただいたピアノです。万

全の状態で練習していただきたいです。3年くらい経つとピアノも環

境に慣れてきます。そしたら、1年に一度位を目安していただいてか

まいません。

さぁ、しっかり練習してくださいね。「あの時思い切ってピアノにし

て良かった」と言う日が近い将来必ずやって来ます。

以上、電子ピアノを探しに来店されたお客様でした。

「HAPPINESS IS ･･･playing my piano。」～紹介状カード～

こんなカード作りました。紹介カードです。生徒さんから「先生ピアノ欲しいんですけ

ど･･･」と言われたら、裏面を記入して「コレ持って八木さんとこ行き」って言ってあげてく

ださい。裏面は、先生のお名前と生徒さん名だけは最低限ご記入にご協力お願いします。

【ｵﾓﾃ】

　　　　【ｳﾗ】

こんなご利用方も･･･

「楽器持って欲しいけど進めにくい･･･」「提案のきっかけ無くしている」という

場合、「話し聞くだけでも良いので」とお渡しください。

ほとんどの方は、「先生に紹介されたら断りにくい」や、「後日のしつこい営業」

を懸念されています。「このカードがあれば、そんなことは一切ないし大丈夫！」

とお約束の証としてお使いいただければと思います。


