
さらにご成約記念としてグッズをプレゼント

￥400,000￥400,000（税抜）
税込価格￥432,000

b113 フェア特別セット

OPEN PRICE
スペシャル販売価格

アコースティックピアノハイブリッドピアノ 1番の人気モデル
店頭展示品がお買い得！
全店限定２台限り！

JEUGIA通常販売価格 ¥430,000円（税抜）
OPEN PRICE

展示品特別価格 ￥369,000￥369,000（税抜）
税込価格￥398,520NU1

ハイブリッドピアノ

高低自在椅子付属
サイズ： 幅 1501mm
 高さ 1024mm 
 奥行き 463mm
重　量： 109kg
※別途配送設置料が必要となります。

サイズ： 幅 1490mm
 高さ 1130mm 
 奥行き 530mm
重　量： 194kg
※別途配送設置料が必要となります。

ELB-02 
メーカー希望小売価格

STAGEA の楽しさをぎゅっと凝縮した「ベーシック」
モデル。お子様から大人の方までエレクトーンを
始めようという方におすすめの一台です。

￥180,000（税抜）
税込価格￥194,400

M2SDW
JEUGIA 通常販売価格 680,000 円（税抜）

OPEN PRICE

天然木のぬくもりが日々の暮らしに寄り添いながら、
アコースティックの豊かな響きとともに
家族の心を弾ませます。

税込価格￥537,840
YU11

メーカー希望小売価格

コンパクトなフォルムながら、
しっかりとピアノの練習ができるタッチと音。

￥660,000（税抜）
税込価格￥712,800

椅子 別売 椅子 別売

サイズ：幅 1530mm
　　　　高さ 1210mm
　　　　奥行き 610mm
重　量：228kg

サイズ：幅 1490mm
　　　　高さ 1100mm
　　　　奥行き 590mm
重　量：206kg

サイズ：幅 1113mm
　　　　高さ 924mm
　　　　奥行き 493mm
重　量：50kg
※別途配送設置料が必要となります。

ピアノのレッスンから学校での音楽教育用まで
愛用されているアップライトピアノ。アップライトピアノ

冬のイチオシ商品

エレクトーン

店頭展示特価

1.鍵盤デザイン
   USBメモリ

2.ヘッドフォン
   HPH100

大宮ショップにて展示

￥498,000（税抜）展示品特別価格

高低自在椅子

セット内容

トップカバー ユニコン オリジナルクロス インシュレーター 敷板

又は

※別途配送設置料が必要となります。※別途配送設置料が必要となります。

バレンタインのプレゼントにも嬉しい

をペアでプレゼント !!
NECOにゃーごマグカップ

超低金利！期間中ショッピング
クレジットのご利用が

にてご利用
頂けます。

ショッピングクレジット(分割)

※クレジットのご利用には審査がございます。18歳以上20歳未満のお客様は保証人・また親権者の代理
購入が必要となります。※18歳以下のお客様はご利用いただけません。（親権者の代理購入となります）

電子ピアノ基本配送設置料無料
フェア期間中

※発送地域・場所によっては別途配送設置料が発生する、もしくは配送不可となる場合がございます。
※一部据付対象外の商品もございます。

ピアノ＆エレクトーンお買上げのお客様 クラビノーバお買上げのお客様

（クリアファイル・ペンポーチ・メモ帳）

ピアノトリオセットプレゼント !!

※ともに数に限りがございます。なくなり次第お渡しを終了させて頂きます。

ピアノ・電子ピアノ・エレクトーン・防音室ピアノ・電子ピアノ・エレクトーン・防音室

2月28日（水）まで開催中2月28日（水）まで開催中2月28日（水）まで開催中
冬の鍵盤楽器フェア冬の鍵盤楽器フェア

春の新生活へ向けて
鍵盤楽器を選ぶならこの冬のうちに！



075-254-3740
gakufu@jeugia.co.jp

楽譜・鍵盤

075-254-3700
stage@jeugia.co.jp

京都市中京区三条通新京極角

三条本店

三条本店APEX弦楽器
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【営業時間】 （休日）10:30～20:30
 （平日）11:30～20:00 

イオンモール久御山店

【TEL】075-633-0947
【E-mail】kumiyama@jeugia.co.jp 

京都府久世郡久御山町
森南大内156-1イオンモール久御山2F

至京都南 IC 久御山 JCT

至淀

至淀
至小倉

イオンモール
久御山店

至大久保
木津川

R
1

第
二
京
阪
道
路

久御山森

田井

【営業時間】10:00～22:00

イオンモール高の原店

【TEL】0774-71-3611
【E-mail】mi-takanohara@jeugia.co.jp

京都府木津川市相楽台1丁目1-1
イオンモール高の原4F
【営業時間】9:00～22:00

【TEL】072-620-1478
【E-mail】ibaraki@jeugia.co.jp 

大阪府茨木市松ヶ本町86-4 
イオンモール茨木3F

近畿自動車道

中央環状線

至大阪

至京都

大
阪
高
槻
京
都
線

J
R
茨
木
駅

P

イオンモール茨木店イオンモール茨木店

イオンモール茨木店

【営業時間】9:00～22:00

草津A・SQUARE店

【TEL】077-561-6570
【E-mail】a-square@jeugia.co.jp 

滋賀県草津市西渋川 1-23-23
A･SQUARE SARA 南館2F

西口

JR草津駅
至大津 至守山

ユニクロアルプラザ大津アルプラザ草津

草津
A•SQUARE
草津
A•SQUARE店

【営業時間】10:00～21:00

※掲載商品は、店舗により展示内容が異なるため、お取り寄せになる場合がございます。 ※現品限りの商品につきましてチラシ配布の時点で売り切れになっている場合がございます。予めご了承下さい。 
※表示価格は1/11時点のものになります。都合により予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。※ピアノ椅子などのオプションは商品によって別売りになる事がございます。くわしくはスタッフにお問い合わせ下さい。

担当者大宮ショップ
宇治大久保店
舞鶴店
彦根店

TEL. 075-821-5600
TEL. 0774-43-1405
TEL. 0773-75-2058
TEL. 0749-22-3345

高槻店
ミュージックサロン三条
ミュージックサロン四条
ミュージックサロン京都駅

TEL. 072-681-5651
TEL. 075-254-3706
TEL. 075-257-5350
TEL. 075-371-4611
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12/8NEW OPEN!

防音室 アビテックス

303 曲のレッスン曲など、
ピアノの上達をサポートする機能が充実 !

高低自在椅子付属 高低自在椅子付属

￥145,000（税抜）
税込価格￥156,600

木製鍵盤の弾きごたえと厚みのあるサウンド。
Bluetooth 接続で新しい楽しみ方も広がります。

CLP-635WA

サイズ：幅 1461mm
　　　　高さ 927mm
　　　　奥行き 459mm
重　量：56kg

CLP-645DW
メーカー希望小売価格 ￥220,000（税抜）

￥195,000（税抜）
税込価格￥210,600

販売価格 

サイズ：幅 1461mm
　　　　高さ 927mm
　　　　奥行き 459mm
重　量：60kg

メーカー希望小売価格 ￥168,000（税抜）
販売価格 

NEW NEW 高低自在椅子付属

新鍵盤と 3ウェイスピーカーで、グランドピアノらしい
タッチと迫力ある演奏が堪能 .

CLP-675R
メーカー希望小売価格 ￥288,000（税抜）

￥255,000（税抜）
税込価格￥275,400

販売価格 

サイズ：幅 1461mm
　　　　高さ 927mm
　　　　奥行き 465mm
重　量：69kg

NEW

基本配送料無料&お手入れセットプレゼント
クラビノーバご成約記念として

※配送地域・場所によっては別途配送設置料が発生、
　または配送不可となる場合がございます。ご購入PRESENT!

ご購入PRESENT! 基本配送料無料&お手入れセットプレゼント
電子ピアノご成約記念として

※配送地域・場所によっては別途配送設置料が発生、または配送不可となる場合がございます。
※ヤマハPシリーズは配送設置料対象外です。※一部対象外の商品がございます。

（税抜）

グランドピアノの演奏感に充実の機能を搭載。
持ち運びも可能なコンパクトモデル。
サイズ：幅 1326mm
　　  　高さ 263mm
　　  　奥行き 295mm
重　量：11.8kg

P-115
OPEN PRICE
販売価格 ￥55,000（税抜）

スタイリッシュピアノ

税込価格￥59,400
※配送設置料無料対象外

ワンランク上を目指したヤマハ
デジタルピアノのスタンダード
モデル

YDP-163R
OPEN PRICE
販売価格￥105,000

サイズ：幅 1357mm　高さ 845mm
　　  　奥行き 422mm
重　量：42kg

据え置き型ピアノ

税込価格￥113,400

高低自在椅子付属 （税抜）

リアルな音・タッチに加え
レッスンに役立つ機能をシンプル
なデザインにまとめました。
サイズ：幅 1357mm　高さ 815mm
　　  　奥行き 422mm
重　量：38kg

YDP-143WH
OPEN PRICE 
販売価格￥85,000

据え置き型ピアノ

税込価格￥91,800

固定椅子付属

音やタッチにこだわり、Bluetooth機能
でピアノの楽しさが広がる、初心者に
おすすめの本格派エントリーモデル !

RP-501
OPEN PRICE
販売価格￥105,000（税抜）

サイズ：幅 1378mm　高さ 992mm
　　  　奥行き 423mm
重　量：40.8kg

据え置き型ピアノ

税込価格￥113,400

高低自在椅子付属

本格的な演奏をスタイリッシュ
に楽しめる、ワンランク上の
スマート・ピアノ
サイズ：幅 1361mm　高さ 910mm
　　  　奥行き 345mm
重　量：34.5kg

F-140R
OPEN PRICE
販売価格￥100,000（税抜）

据え置き型ピアノ

税込価格￥108,000

椅子 別売

再調整ピアノは経験豊かな技術者が外装・内装の修理 /調整を行っており、販売店による1年間の保証がございます。
ですので安心してお買い求め頂けるお値打ちのあるピアノです。

店舗によって商品のラインナップが異なります。詳しくは各店までお問い合わせ下さい。

U1タイプ
U3タイプ
UX1タイプ

￥200,000（税抜） ～
￥310,000（税抜） ～
￥400,000（税抜） ～

UX3タイプ
U30Wn（木目）

￥450,000（税抜） ～
￥538,000（税抜） ～

※別途配送設置料がかかります。

～
アビテックス　セフィーネNSは

(税抜) 0.8畳  580,000円

・吸音パネル一体型の調音パネルで音場調整

他のメーカーとの防音室よりも
音響に拘っています！
遮音しつつも楽器演奏を
快適に出来る事が強みです。

思いっきり演奏を楽しみたいけれど、
家族やご近所に音で迷惑はかけたくない…

そんなお客様におすすめの商品です。

ヤマハの家庭用小型防音室"アビテックス"は、

確かな防音性能と気持ちのよい音響を実現。

ヤマハの高品位電子ピアノ「クラビノーバ」お子様のレッスンに最適です。クラビノーバ

据え置き型からコンパクト型まで幅広いラインナップ！お好みでお選び下さい！電子ピアノ

再調整ピアノ

こんなの
初めて ! 防音室体験会

3日間限りの

2018年2月10日（土）･11日（日）･12日（月・祝）
10:30～20:30  JEUGIA 三条本店5F Jスクエア
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