お得なキャンペーンがございますので高知楽器にお越しの際にはこのチラシをぜひご持参ください

ご来場の方には
クリスマスグッズを

１２／

くじ引きにてプレゼント！
（ハズレなし）

ヤマハアップライトピアノ

ヤマハエレクトーン

ヤマハクラビノーバ
※運送費別途

※運送費別途

※運送費別途

お手入れセットプレゼント

ベーシックス ELBLB-02
\180,000
CLPCLP-735

→\172,000+税
YU11(イス別売)

YU33(イス別売)

YUS3(イス付)

\660,000

\830,000

\1,030,000

→\646,000+税

→\805,000+税

\155,000+税
CLPCLP-745

ぷっぷるカバー・DVD
おけいこブック プレゼント
ご予約いただいた方に、ヤマハオリジナル
“コットン２WAY バッグ” プレゼント！
（数量限定となっております）

ヤマハピアノ・電子ピアノを現在お持ちの方は
上記の商品をご購入頂きますとギフトカード 3 万円分をプレゼント致します。

ヤマハリニューアルピアノ

ヤマハ修理工房にて、
外装・内装の修理、部品交換

スタンダードモデル ELSLS-02

カスタムモデル ELSLS-02C

\650,000

\980,000
→\630,000+税

そして整調・整音・調律まで 1 台 1 台
入念に仕上げた中古ピアノです。

YU11(中古イス付)

W102B(イス別売)

\550,000+税

\560,000+税

CLPCLP-775

WA /R/B/DW

\275,000+税

中古クラビノーバ CVP
CVP601B
601B
\118,000+税

※運送費別途

ヤマハリニューアルとは？

WA/ R/B/DW

\210,000+税

→\998,000+税

ヤマハ株式会社の指定した

WA /R/B/DW

ヤマハデジタルピアノ

→\930,000+税
YDP164

ヤマハリフレッシュエレクトーン

B/R/WA

\105,000+税

※運送費別途

ヤマハリフレッシュピアノ
ELSLS-01C

ELSLS-01 (中古イス付)

※運送費別途

ヤマハリフレッシュ
ヤマハリフレッシュとは？
リフレッシュとは？

(ELS02C バイタライズユニット付)

高知楽器指定の修理工房にて
経験豊かな技術者により 1 台 1 台

ヤマハキーボード

\140,000+税

\580,000+税

NPNP-12 (61 鍵盤)

入念に仕上げられた中古ピアノです。

\22,000+税
ELBLB-01 (中古イス付)

U1H(中古イス付)

\288,000+税

U30A(中古イス付)

\400,000+税

ピアノ・エレクトーンを
ピアノ・エレクトーンを
お買い上げの方に
アニメ鬼滅の刃の
アニメ鬼滅の刃の主題歌
“紅蓮華”の楽譜プレゼント
“紅蓮華”の楽譜プレゼント

\65,000+税
ぷっぷるカバープレゼント

お支払例
12 回払い
1 回目 6,600 円
2 回目以降
5,900 円×11 回

NPNP-32 (76 鍵盤)

\32,000+税

PSRPSR-E373 (61 鍵盤)

\22,000+税

このチラシをご持参の方は
管楽器アクセサリー
（各種リード、マウスピース、
リードケース、ストラップ等）
定価より１０％オフ致します。

管楽器
ヤマハフルート 各種 1 本限り

ヤマハピッコロ 各種 1 本限り

YFLFL-212
\82,000→\63,900+税
YFLFL-312
\135,000→\105,900+税

YPCPC-81
\255,000→\198,900+税
YPCPC-62
\165,000→\140,000+税

YTRTR-3335 限定３本
\100,000→\78,000+税

ヤマハコルネット 1 本限り

YCLCL-255
\95,000→\74,000+税

20 音ハンドベル用
クリスマス曲集付き！

ヤマハトランペット

YTRTR-3335S 限定 4 本

ヤマハクラリネット 1 本限り

クリスマスおすすめ商品

\110,000→\85,800+税

YTRTR-4335GⅡ
4335GⅡ 限定 1 本

YCRCR-2330Ⅲ
2330Ⅲ
\99,000→\84,000+税

トンボ

フェイマス

キワヤ

ハーモニカ No.3121
C 調 / A 調 / Am 調
\4,500→\3,825+税

ウクレレ FSFS-1G

ウクレレ KSUKSU-1

\135,000→\105,300+税

キョーリツ

（ソフトケース付き）
\10,000+税

（ソフトケース付き）
\23,000+税

20 音ハンドベル BC
BC--20K
\9,500+税

ピアノ周辺商品

YTRTR-850S 限定 2 本
\235,000→\183,300+税

YTRTR-850GS 限定 5 本
\240,000→\187,200+税

ピアノイス Y-30

背付イス ５K
\45,000→\36,000+税

\25,000→\20,000+税

ピアノ補助ペダル AX-100
\32,000→\25,600+税

ピアノ補助台 AXAX-51
\10,000→\8,000+税
高知楽器にて購入頂いたヤマハ管楽器は、

ヤマハ管楽器 安心アフターサポート

に無料でお申込みいただけます。

ハンドエクササイザー AHFAHF-03
\1,200→\960+税

① ロングランサポート
（メーカー保証内容を１年間から５年間に延⻑、２〜５年目の修理費⽤をキャッシュバック）

② 物損保障サポート

ヘッドフォン HPHP-3000α
3000α
\3,000→\2,400+税

ブラック/ブルー/イエロー/グリーン

（落下による破損など、トラブルやアクシデントによって生じた故障の修理費用をキャッシュバック）

③ メンテナンス費用サポート
（メンテナンスを実施された方に電子マネー3,000 円相当をプレゼント）

ムラマツフルート 1 本限り
EXⅢCCE
\271,000→\245,000+税

BUFFET CRAMPON
B♭クラリネット 1 本限り
R-13
\470,000→\399,500+税

ニッコーメトロノーム
\4,800→\3,840+税

アシストセット
\25,400→\20,320+税
アシストペダル

セイコーメトロノーム DM71
\2,900→\2,320+税

アイボリー/ブリリアントレッド/ブラック/

アシストスツールの３点セット

ブラック/シルバー/パールピンク/アクアブルー/ミントグリーン

パールピンク/パールブルー/パールイエロー

（ブラック/ウォルナット）

アシストハイツール

BREATHTAKING

Lithe PremiumⅡ
SAX 用ストラップ

\21,000→\17,850+税
BREATHTAKING

Lithe Premium
CL 用ストラップ

新入会

ヤマハシステムコースレッスン生

弊社新規ご入会の方、入会 3 ヶ月以内に
5 万円以上の楽器本体をご購入の場合、
お納めいただいた入会金を返金致します。

ヤマハシステムコースレッスン生の方で、
新品のピアノをご購入頂くと、ピアノ価格の
５％を後日キャッシュバック致します。

\19,500→\16,575+税

ヤマハギター
フォークギター F310P
ナチュラル/タバコブラウンサンバースト

\19,000+税
これがあったらすぐに始められる！
アクセサリーセット付き
ソフトケース・弦・ストラップ・
ピック・ピッチパイプ・カポタスト・
ストリングワインダー

⾼知市本町２丁目２−３
０８８−８２２−８４２２
営業時間 １０：００〜１９：００
http://www.kochihttp://www.kochi-gakki.com

お近くのパークダイセイをご利用ください
（チケットをお渡しいたします）

