
本当本当本当本当ははははヨーロッパピアノヨーロッパピアノヨーロッパピアノヨーロッパピアノがががが欲欲欲欲しいけれどしいけれどしいけれどしいけれど

予算予算予算予算はははは超超超超えるしえるしえるしえるし、、、、子供子供子供子供ののののピアノピアノピアノピアノがががが続続続続くかどうかもわからないくかどうかもわからないくかどうかもわからないくかどうかもわからない。。。。

とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず電子電子電子電子ピアノピアノピアノピアノでででで始始始始めようかしらめようかしらめようかしらめようかしら

新学年になり、初めてピアノを習う方も多いこの季節。このようなお声をよく耳にします。

私たちは調律師として、長年に渡りたくさんのお客様と接してまいりましたが、

電子ピアノで練習されている方で、５年以上ピアノが続いた方に出会ったことがありま

せん。また、特に大人になっても音楽を生涯の趣味として楽しまれている方々は皆様、

“ご自身が好きな音色”のピアノをお持ちになっています。

自分が美味しいと思うものは、たくさん食べたくなります。

同様に、自分が好きな音色のピアノは、自然とたくさん演奏したくなるものです。

自然と上達も早くなり、演奏がさらに楽しくなり、結果、

いつしか音楽が生活の中で欠かせない一部となるのです。

音楽は、日々の生活を豊かにしてくれます。どんな時も優しく心を癒してくれます。

私たちは音楽をこよなく愛し、音楽を通して皆様のお役に立てることを大変嬉しく思っています。

音楽が、皆様にとって生きる喜びとなるために、私たちができることを精一杯させて

頂きたいと思います。

　価　  格　￥500,000（税込）

　メーカー　カワイ　（中古）

　機　  種　ＫＬ11-ＫＦ

　外　  装　ウォルナット艶消し

　製　  造　1992年製

　【その他】

　①ネコ脚

　②バットスキン・キャッチャー

　スキンをドイツ製に交換済み

         こんな方にお勧め♪

  ヨーロッパピアノを持つまでの予算は今のところ考え

 られないけれど、ヨーロッパピアノの音にできるだけ

 近い国産のものがあれば欲しい

中古でも新品と変わらず長く使用して頂けるよう、当店ではまず

内部のバットスキンとキャッチャースキンを全てドイツ製に交換

しています。これは、もともと使用されているスキンが良質とはいえず、

早い時期に消耗して音の反応が鈍くなり打鍵にも支障をきたしてくるため

です。大変な手間と時間のかかる作業であり、日本中を探してもここまで

丁寧に手を入れている店は他にないと思います。

また、私たちの最大の特徴であるヨーロッパスタイルの調整・調律で、

さらにヨーロッパピアノの音に近づけるよう、心を込めてピアノに命を

吹き込んでいます。結果、国産ピアノの中では最もヨーロッパピアノに

近い音色を実現しており、木の温もりが感じられる優しい音色となって

います。中古とは思えないほど綺麗な状態です。

ネコ脚で上品なたたずまいに皆様魅了されます。

当店では入荷すると１ヶ月以内に必ずお嫁入りするという、人気機種と

なっています。実際にお持ちになったお客様の満足度も高く、

自信をもってお勧めできる国産ピアノです。

　

　

　

　

 

                                                                                                                             こんな方にお勧め♪

　

　　　　国産アップライトは、

　　　どうも低音が物足りないと感じる

　　　 　　　 　　　　こちらの機種は、アップライトの中では重厚な低音を持っています。

　　　 　　　 　　　　グランドピアノと同じ鍵盤蓋で、譜面台も上にあるタイプです。

　　　　価  格　￥320,000（税込）

　メーカー　カワイ（中古）

　機  種　ＵＳ-５５

　外  装　黒艶出し

　製  造　1985年製

有限会社ピアノクリニックヨコヤマ
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２２２２．．．．SCHWESTER SCHWESTER SCHWESTER SCHWESTER ((((シュベスターシュベスターシュベスターシュベスター))))

　　　　　　　　サイズサイズサイズサイズ　　　　131131131131ｃｍｃｍｃｍｃｍ

　　　　　　　　外外外外　　　　装装装装　　　　木目艶消木目艶消木目艶消木目艶消しししし

　　￥315,000(税込）

　　機　 種　　ヤマハＵ10Wn

　　サイズ　　121cm

　　製　造　　1988年製

　　外　装　　ウォルナット半艶

　

　

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         こんな方にお勧め♪

　　　　　　　　　　　　　　　古い時代のヤマハが好き。

　　　　　　　　　　　　　　　ヨーロッパピアノの音色にこだわる私たちは、国産ピアノにも

　　　　　　　　　　　　　　　でき得る限りの技術を施し、ヨーロッパピアノに近づける努力をして

　　　　　　　　　　　　　　　います。消耗したり、疲労したパーツ（弦、チューニングピン、

　　　　　　　　　　　　　　　バット、ハンマー）はドイツ製に交換するという、大掛かりな修理もし

　　　　　　　　　　　　　　　ています。是非、音色を確かめてみてください。温かく深みのある音が

　　　　　　　　　　　　　　　引き出されており、日ごろよく耳にするヤマハの音色との違いを、

　　　　　　　　　　　　　　　きっと感じられることと思います。古い時代の良質な木材を使用した

　　　　　　　　　　　　　　　ピアノからしか出てこない音色があります。

　

　　　　　　　　　【その他】弦、チューニングピン、バット、ハンマーをドイツ製に交換済み

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　 　　こんな方にお勧め♪

　とにかく今は低予算で抑えたい。

　予算内で良い状態のピアノを探している。

　何年か経ってピアノが上達してきたら、ヨーロッパピアノに買い換えたい。

　ピアノを始めたばかりのお子様で、今後続くかどうかが不安というお声をよく耳にします。

　ピアノが続いて、いつか上達した頃に、お気に入りのピアノに買い換えたいとお考えであれば、

　最初の出費を最小限に抑え、将来の出費のため準備をする事はひとつの賢明な策であると思います。

　　当店にあるどのピアノにも、「木」という生命が宿ります。電子ピアノにはない温もりがあります。

　お気に入りのピアノに出会うまで使用され、いつか生涯の友となれるピアノに出会うために、

　まずはこちらのピアノと一緒に歩んでいかれてはいかがでしょうか。

　私たちが丁寧に調整を施しておりますので、他店と比べても、この価格で提供できるものとしては

　間違いなく最高水準の状態です。

　　￥250,000（税込）

　　機　種　　ヤマハＵ1Ａ

　　サイズ　　121cm

　　製　造　　1983年製

　　　￥350,000（税込）

　　　機　種　　ヤマハYUS

　　　サイズ　　121cm

　　　製　造　　1982年製

　　　￥480,000（税込）

　　機　種　　ヤマハＵ１

　　サイズ　　121cm

　　製　造　　1965年製

　

　　￥350,000(税込）

　　機　種　　ヤマハＵX10

　　サイズ　　121cm

　　製　造　　1989年製

モデルＢの"Ｂ"はBluthner(ﾌﾞﾘｭｰﾄﾅｰ)の

頭文字です。ﾌﾞﾘｭｰﾄﾅｰを模範として

作られた日本製ピアノです。

１１１１．．．．EASTEIN EASTEIN EASTEIN EASTEIN ((((イースタインイースタインイースタインイースタイン))))

　　　　　　　　モデルモデルモデルモデル　Ｂ　Ｂ　Ｂ　Ｂ

　　　　　　　　高高高高　　　　ささささ　　　　134134134134cmcmcmcm

　　　　　　　　奥行奥行奥行奥行きききき　　　　67676767....2222cmcmcmcm

　　　　　　　　横横横横　　　　幅幅幅幅　　　　151151151151....2222cmcmcmcm

　　　　　　　　製製製製　　　　造造造造　　　　1980198019801980年年年年

シュベスターがどのよう

なピアノかは、別紙“春

の特集”をご覧ください

♪

２２２２．．．．SCHWESTERSCHWESTERSCHWESTERSCHWESTER((((シュベスターシュベスターシュベスターシュベスター))))

　　　　　　　　サイズサイズサイズサイズ　　　　131131131131cmcmcmcm

　　　　　　　　外外外外　　　　装装装装　　　　木目艶消木目艶消木目艶消木目艶消しししし



　　　　

　

やっぱりやっぱりやっぱりやっぱりヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ製製製製ののののピアノピアノピアノピアノがほしいがほしいがほしいがほしい。。。。

予算内予算内予算内予算内でででで見見見見つけることができるかしらつけることができるかしらつけることができるかしらつけることができるかしら・・・・・・・・・・・・

確かにヨーロッパピアノは、とにかく高価なイメージが

あるかもしれません。実際、他の楽器同様に、上を求めれば

きりがない世界です。

　実は、低価格で高品質のヨーロッパ製ピアノもあります。

今回は、国産の高級タイプのピアノよりもはるかに

お求めやすい価格帯で、響きや音色も素晴らしい

ヨーロッパ製ピアノをご紹介します。

　実際、所有の国産グランドピアノを手放してヨーロッパ製

アップライトピアノをお求めになる方が増えてきております。

ヨーロッパ製のアップライトピアノがいかに満足度の高い

楽器であるか、まずは音色を、響きを、実際にご自信の耳で

確かめてください。

　　　　このピアノ、当店で最も人気があります。

昨年以来、“入荷しては納品”を繰り返しております。

納品後のお客様満足度も高く、お部屋に入れると

一層音色や響きが輝きを増したと大変喜ばれています。

　さて、人気の秘密はどこにあるのでしょうか。

１１１１．．．．響響響響きがきがきがきが豊豊豊豊かでかでかでかで、、、、伸伸伸伸びがあるびがあるびがあるびがある

２２２２．．．．木木木木のののの温温温温かいかいかいかい音色音色音色音色をををを持持持持っているっているっているっている

３３３３．．．．求求求求めやすいめやすいめやすいめやすい価格価格価格価格であるであるであるである

４４４４．．．．鍵盤鍵盤鍵盤鍵盤がががが指指指指についてくるについてくるについてくるについてくる

新品でこの価格帯で手にすることができるヨーロッパピアノとしては、

最高水準のピアノであると自信をもってお勧めできます。

音色に関わる部分以外のところでコストを抑えてこの価格を

実現していますが、音色そのものは他のヨーロッパピアノと同じ土俵に

立つことができる、コストパフォーマンスに大変優れたピアノです。

この素晴らしい楽器をプロデュースしたのは、

ドイツのブリュートナーブリュートナーブリュートナーブリュートナー社社社社。

スタインウェイやベヒシュタインと同年に創業している、歴史ある

メーカーです。日本ではまだあまり知られていませんが、

ヨーロッパでは大変人気のあるメーカーとして知られており、

最も健全な経営をしている優良ピアノメーカーとしても有名です。

長年人々に愛され続けている証拠といえるでしょう。

ブリュートナーピアノの音色をお聴きになったことがありますか？

石造りの教会で聴くコーラスのような豊かな響きと、奥ゆかしい

上品な輝きを持っています。

こちらのイルムラーは、ブリュートナーの系統をしっかりと受け継いで

作られたピアノです。コストを下げる工夫として、組み立てを

ポーランドで行い、その後ドイツのライプツィヒにあるブリュートナー

工場内に運び込み、一台一台、熟練した技術者たちが

丁寧に手作業で最終仕上げをしています。

　価　  格　￥1,018,500（税込）　*新品

　メーカー　Irmler（イルムラー）

　機　  種　プロフェッショナルモデルP122

　外　  装　ブビンガ艶出し

　価　  格　￥766,500（税込）　*新品

　メーカー　Irmler（イルムラー）

　機　  種　スタジオモデルP122

　外　  装　Décor艶出し

　価　  格　￥997,500（税込）　*新品

　メーカー　Irmler（イルムラー）

　機　  種　プロフェッショナルモデルP122

　外　　装　チェリー艶消し

　価　  格　￥924,000（税込）　*新品

　メーカー　Irmler（イルムラー）

　機　  種　プロフェッショナルモデルP116

　外　  装　ウォルナット艶消し

有限会社ピアノクリニックヨコヤマ

〒241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町27-10

TEL TEL TEL TEL 0120012001200120----747747747747----442442442442（（（（045045045045----391391391391----7770777077707770））））
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　　　　根強い人気を誇るピアノ

　チェコ製のピアノです。懐かしい景色を思わせる

　ような、温かいような、穏やかなような、何とも表現し難い

　独特の優しい音色です。

　当店では長年人気商品として皆様に愛されており、これまで

　数多くのペトロフがお客様のもとへと旅立っていきました。

　　それでは、実際にこのピアノを選ばれた方の

　決め手となったのは何だったのでしょうか。

　１．音色が心地良い

　２．求めやすい価格である

　３．国産ピアノより弾きやすい

　豪華なデザインでハートを掴む

　　当店に入荷した時、スタッフから感嘆の声が上がった

　　ピアノです。とにかく綺麗な状態なのです♪

　　譜面台、ねこ脚、正面、どこをみても美しいデザインが

　　施され、ひと目見てハートハートハートハートを掴まれてしまいます。

　　音色はアメリカ製ならではの、明るくゴージャスな

　　音色です。

　優しい音色で心を癒す

 

          やわらかいのに澄みきった響きで、

　　　　  村の教会にあるチャーチオルガンのような響きを

　　　　  持っています。素朴な音色で、可愛らしい小品を

　　　　  弾くと心に響きます。小編成の室内楽のような

　　　　  雰囲気を作り上げてくれます。

　

　価　  格　￥2,782,500（税込）　*新品

　ドイツ/ライプツィヒ

　メーカー　Bluthner（ブリュートナー）

　機　 種　 モデルＣ

　サイズ　　117.5ｃｍ

　外　 装　 ウォルナット艶消し

　価　  格　￥3,328,500（税込）　*新品

　ドイツ/ライプツィヒ

　メーカー　Bluthner（ブリュートナー）

　機　 種　 モデルＡ

　サイズ　　124.5ｃｍ

　外　 装　 チェリー艶消し

　価　  格　￥1,995,000（税込）　*新品

　ドイツ/ライプツィヒ

　メーカー　Haessler（ヘスラー）

　機　 種　 Ｋ124

　サイズ　　124ｃｍ

　外　 装　 ウォルナット艶消し

　価　  格　￥924,000（税込）　*新品

　 メーカー　Petrof（ペトロフ）

　 サイズ　　118ｃｍ

　 外　 装　 チェリー艶消し

　チェコ製

  サイズ　117ｃｍ

　製　造　2000年製

　外　装　ウォルナット

　　　　　　艶消し

他にも各種メーカーのピアノを取

り揃えております。是非お気軽に

ご試弾にお越しくださいませ。

　中古価格 ￥924,000（税込）

　

アメリカ製

モデル ハミルトン

製　造　1995年製

サイズ　114.5ｃｍ

外　装　マホガニー

　　　　艶出し

※３本ペダル

※ねこ脚

　中古価格　￥735,000（税込）

※ブリュートナー社製



　外　 装　 ウォルナット艶消し 　外　 装　 チェリー艶消し 　外　 装　 ウォルナット艶消し

様々な職業に就いたが、

どれも簡単に上手くいってしまった

ピアノの世界が一番難しかった。

自分が求める音になかなか辿り着かない。

満足しない。またダメだの繰り返し。

木で出来たものに線を張って音をつくるが、

自分の思うようにならない、そこが面白い。

だからこそ、ピアノ屋になった。

希望に向けて製造を始めるが、まだ思った音に到達しない。

世界の名器に負けない魅力のある音を目指してやっている。

　　　　　　　　　　　　～シュベスター 社長　岩本良一～

ドイツ語で姉妹という意味のこのメーカー。

知名度が低く、めったに出会うことのないピアノですが、国産ピアノの中では

最も優れたメーカーではないかと言う人もいます。

生産台数が極めて少なく、中古市場にはめったに出回らないピアノで、

知る人ぞ知る人気メーカーです。

アップライトはベーゼンドルファーをモデルに設計されています。

また、張力が他のピアノに比べて弱く、さらにピアノ全体の土台となる支柱も

５本支柱を採用しているため、響板などの経年変化も少なく、

ピアノの寿命そのものも長くなっています。落ち着いたやわらかい響きを持ちます。

創業は1929年。ヤマハ・カワイに次ぐ３番目に歴史のあるメーカーです。

多くのピアノメーカーが機械化を進める中、シュベスターは一貫して手作りにこだわります。

木材の質や製造工程にもこだわっており、響板には伐採制限され入手困難な北海道の赤蝦夷松の

中から樹齢100年以上経ったものを使います。

工場に運んでから2年間乾燥させ、木目を1枚1枚確かめながら選定します。

メカニック調整も1台1台ピアノに合わせて施します。

岩本社長をはじめ、職人達は弛まぬ向上心をもって絶えず研究を重ねており、

スタインウェイやベーゼンドルファーなどを修理しながら、気になる部分は寸法を計測し、

シュベスターの伝統を守りつつ、常に品質の向上に努めています。

台数を限って生産しており、現在は月に３～４台生産しています。

岩本社長は、ピアノ一筋５０年の、現在７１歳　現役職人です。日本でただ一人、ピアノ製造の全工程を

一人で手作り出来るピアノ職人です。先輩からは、「ただの箱を作るんじゃない！！」と、よく怒られた

そうですが、彼らが育んできた伝統は今もしっかりと受け継がれています。

皆様、こんにちは。調律師の津久井俊彦で

す。私はピアノクリニックヨコヤマに入社す

る前、２年間シュベスター工場で修業をさせ

て頂いておりました。こちらは、当時撮影し

た貴重な写真です。一体何だかお分かりで

しょうか？実はこちら・・・

塗装塗装塗装塗装するするするする前前前前ののののシュベスターピアノシュベスターピアノシュベスターピアノシュベスターピアノです。

塗装は保湿剤としての役割もあるため、通常

は塗装しない状態でピアノを組み立てること

はありません。こちらのピアノは、特別にお

客様の希望があって実現したものです。出来

上がったばかりの塗装無しのピアノは、ふん

わりと柔らかい音色で、うっとりと聞き惚れ

たのを覚えています。

有限会社ピアノクリニックヨコヤマ

〒241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町27-10

TEL 045-391-7770　FAX 045-391-7934

出来立てほやほやの時は良いの

ですが、このままの状態にして

おくと、乾燥した時に木が割れ

て雑音が出るなど、楽器として

使えなくなってしまいます。

ちなみにこのピアノは再び

解体され、塗装された後、

右記の「塗装前の音を聴き

たい」と希望されていたお

客様のもとへ嫁いでいきま

した。


