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全身で音楽
を奏で、そ

こに在る空
気に色を付

ける。

そんなこと
、できるは

ずがないと
思うかもし

れないけれ
ど、

エレクトー
ンを弾くっ

てことは、
まさにそん

な感じだ。

今日の気分
は何色だろ

う。ちょっ
と描いてみ

ない？

エレクトー
ン・カジュ

アルで。

ELC-02（カジュアルモデル）605,000円（税込）

三段鍵盤を、
遊べ。
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カジュアルモデルの可能性は、無限大だ。
あなたの遊びゴコロに応える準備なら、できている。
引き出しには、いろんな“道具”が、ぎっしり詰まってる。
どう使うか、どう遊ぶか。それはあなた次第だ。

さあ、今日は
どん

、
な音 ぼう楽で遊 か。

絵具を選ぶように、音を選ぼう。
986種類の音色をプリセット。管楽器
の息遣いや弦の摩擦音も再現する、
スーパーアーティキュレーション
ボイスも搭載。オルガンは、ジャ
ジーでもクラシカルでも自由自在。
決まった音に飽き足らないなら、
自分好みにエディットするのもおす
すめだ。
※ スーパーアーティキュレーションボイスは
   エディットできません。

Voice
音色選びから、自分流！

音楽を思いっきり遊ぶなら、リズム
は自分好みに。プリセットの634パ
ターンをそのまま使ってもいいし、
自由にエディットもできる。もちろ
んゼロから自作も可能。観客を世
界旅行に誘えるほど、多彩なリズム
を叩き出そう。
※ 一部エディットできないパターンがあります。

Rhythm
刻む！弾む！リズム！

自分オリジナルの、音楽を描こう。
思い通りに音を組み合わせる『レジ
ストレーション』は、弾く曲に合わ
せて。音楽ジャンルからカンタンに
選べる506種類のプリセットメ
ニューも搭載。セットしたレジスト
レーションはUSBフラッシュメモ
リーに保存、弾きたいときに呼び出
してすぐにプレイ可能だ。

Registration
ロックバンドも、オーケストラも！

もう「誰が弾いても同じ音」の時代
じゃない。打 の強さで、音の強弱
も、音色の表情も変化するイニシャ
ルタッチを搭載。 盤を押し込んだ
後に、音質、音量、ピッチをコント
ロールするアフタータッチも。あな
たの個性を、この 盤から、そのま
ま音楽にしよう。

Keyboard 
Control

感情を鍵盤にぶつけよう！

3



ギターのチョーキングやサックス
のベンドアップ奏法を思いのまま
に表現したいなら、足でコントロー
ルするペダルが活用できる。フレー
ズがぐっとリアルになることうけあ
いだ。
※ エクスプレッションペダル（右）
　 セカンドエクスプレッションペダル（左）

Second
Expression 
Pedal

表現をもっと自由に！

音色やエフェクト、リズムの選択か
らコントロールも、エディットも。す
べてはここから。タッチパネルで直
感的に操作できるので、ストレスな
く思い通りの音楽にたどり着ける。

ColorTouch 
Panel

新しい音楽への“扉”！

カッコよく弾けたら、録音してみた
いもの。プレイをそのまま、オーディ
オファイル（.wav）としてUSBフ
ラッシュメモリーに保存できる。演
奏を携帯音楽プレーヤーで聴いた
り、友達に送ってシェアしたり。楽し
み方は無限大だ。

Audio
Recording

レコーディングして、気軽にシェア！

組み立てがカンタン。ということは、
分解もカンタンだ。付属の椅子も折
りたたんで、コンパクトに。好きなと
ころに運んでプレイすれば、そこが
そのままステージになる。

Portability
どこでもステージに！
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楽しみ方、どんどん広がる。

様々なジャンルのエレクトーン専用曲集、エレクトーン情報・スコアマガジン「月刊エレクトーン」があなたのエレクトーン
ライフを応援します。曲集や雑誌は全国ヤマハ特約楽器店でお求めいただけます。

楽譜に対応したレジストレーションデータはMumaまたはヤマハミュージックデータショップ、ぷりんと楽譜でお求めいただ
けます。さらに、最新のヒット曲が続々登場するHitExpress2など、ここでしか手に入らない楽譜もあります。ぷりんと楽譜
では、配信楽譜もお求めいただけます。

◆ エレクトーンを楽しむための楽譜が充実

ペダルユニット、スタンド、イスはそのままお使いいただけます。  ELCU-M02にスピーカーユニットは付属していません。
ELCU-M02 : 462,000円（税込） 譜面板付

STAGEA D-DECK Packageをお使いの方も、メインユニットを
ELCU-M02に差し替えることで、ELC-02の機能をお楽しみいただけます。

◆ 楽譜に対応したデータはいつでもどこでも

iPhone / iPod touch / iPad 専用無料アプリ
エレクトーン弾き放題！

＊iOSデバイスとエレクトーンの接続については、エレクトーンのお客様向け iPhone / iPad 接続マニュアルをご確認の上、お持ちのデバイスに合うものをご用意ください。
＊iPhone / iPod touch / iPad /AirPrint / Lightningは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

◉ 弾き放題 ： 最新ヒット曲などの楽譜やデータが弾き放題
HitExpress2やSTAGEAの達人などの楽譜とレジストレーションデー
タが、さらに、月刊エレクトーンのレジストレーションデータが弾き放題に。                                     
・ウェブサイトのヤマハミュージックデータショップでのお申込みが必要です。　         
  月額550円（税込）

◉ ライブラリー：エレクトーン演奏用のデータ管理
ヤマハミュージックデータショップで購入したデータはアプリ経由で
エレクトーンに挿入したUSBフラッシュメモリーに転送、楽譜データは
iOSデバイス上で見ることもAirPrint対応のプリンターで無線で印刷
することもできます。さらに、自作のデータや編集したプロテクト編集
ソングのバックアップもアプリ内で可能になります。
・プロテクトオリジナルソングのバックアップはできません。　　
・印刷にはAirPrint対応のプリンターが必要です。

アプリ

More fun with your Electone.

For STAGEA D-DECK Package User.

インター
ネットでお店

ヤマハの楽譜出版　https://www.ymm.co.jp/

詳しくは   　　　　　　 　 　　　　　　　 エレクトーン 検索 https://jp.yamaha.com/electone/

「エレクトーンステーション」はエレクトーンの楽しさを
お伝えするヤマハのSNSアカウントです Twitter、Facebook 「エレクトーンステーション」もご覧ください。
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エレクトーン用のデータを保存する際に使うUSBフラッシュメモリーや、エレクトーンをiPhone, iPod touch, iPadにつなぐ際に必要なUSB 無線LANアダプターなど、
ご使用になるUSB機器は、 https://jp.yamaha.com/electone/ にて「USBデバイス動作確認済みリスト」をご確認の上、必ず動作確認済みのものをご使用ください。

USBデバイスについて

ELC-0２ 605,000円（税込）専用イス付 / ELCU-M0２（メインユニット） 462,000円（税込）Electone STAGEA
音源
鍵盤

レジストレー
ション

音色

効果

リズム

演奏補助機能

プログラム機能

各種
コントロール

機器仕様

付属品

AWM ＋ ORGAN
上鍵盤: 49鍵(C～C)、下鍵盤: 49鍵(C～C)、ペダル鍵盤: 20鍵(C～G)

スタンダード鍵盤(FS鍵盤)
上鍵盤、下鍵盤、ペダル鍵盤

上鍵盤、下鍵盤
506

1ユニット　16×5  M.(メモリー)、1～16、D.(ディスエーブル)
シフト、ジャンプ、ユーザー (1ユニット 400ステップ)  ネクストユニット
上鍵盤ボイス: 2、リードボイス: 2、下鍵盤ボイス: 2、ペダルボイス: 2

STRINGS、BRASS、WOODWIND、TUTTI、PAD、SYNTH、PIANO、ORGAN、PERCUSSION、GUITAR、CHOIR、WORLD、ユーザーボタン1、2
VIOLIN、SYNTH、FLUTE、TRUMPET、ユーザーボタン1、TO LOWER (リード1)、SOLO (リード2)
CONTRABASS、ELEC. BASS、TIMPANI、SYNTH BASS、ユーザーボタン1、TO LOWER

AWM: 986
1ユニット AWM: 80

○
[タイプ] サイン、ビンテージ、ユーロ　[フッテージ] 16'、5 1/3'、8'、4'、2 2/3'、2'、1 3/5'、1 1/3'、1'　[アタック] 4'、2 2/3'、2'、レングス、レスポンス　[モード] ファースト、イーチ
[ビブラート] デプス、スピード　[エフェクト] XGロータリー SP、ロータリースピーカー 1、2、3、4、5、　2ウェイロータリー SP、デュアルローター 1、2、デュアルローターBRT、

デュアルローターWRM、ディスト＋ロータリー、ドライブ＋ロータリー、アンプ＋ロータリー、ディスト＋2ロータリー、ドライブ＋2ロータリー、アンプ＋2ロータリー、OFF
2.69～39.7Hz、スロー、ストップ

上鍵盤1、2 (フットペダル)、下鍵盤1、2 (フットペダル)、ペダル鍵盤1、2
ホール1、2、3、M、L、XGホール1、2、ルーム1、2、3、4、S、M、L、XGルーム1、2、3、ステージ1、2、XGステージ1、2、プレート1、2、XGプレート、
GMプレート、ホワイトルーム、アトモスフィアホール、アコースティックルーム、ドラムルーム、パーカッションルーム、トンネル、キャニオン、ベースメント

上鍵盤1、2、下鍵盤1、2、リード1、2、ペダル鍵盤1、2、パーカッション、アカンパニメント、キーボードパーカッション、上鍵盤オルガンフルート、下鍵盤オルガンフルート
リバーブ、ディレイ、アーリー /カラオケ、コーラス、フランジャー、フェーザー、トレモロ/オートパン、ロータリースピーカー、ディストーション、ディストーション＋、

アンプシミュレーター、ワウ、ダイナミック、EQ/エンハンサー、ピッチチェンジ、ミスレーニアス、スルー
MARCH、WALTZ、SWING&JAZZ、POPS、R&B、LATIN、WORLD MUSIC、BALLAD、ROCK、DANCE、ユーザーボタン1、2

634 (メトロノーム含む)
メインドラム、アドドラム

INTRO1、2、3、ENDING1、2、3、MAIN/FILL A、B、C、D、BREAK、オートフィル
コード1、2、パッド、フレーズ1、2

OFF、シングルフィンガー、フィンガードコード、カスタムA.B.C.、メモリー: 下鍵盤、ペダル鍵盤
OFF、1、2、3、フットペダル

○
○

1ユニット　SEQ.1、2、3、4 (リズム、レジスト)
1ユニット　プリセット1、2、ユーザー 1～40　（パン、ピッチコース、ピッチファイン、リバーブ、ボリューム）

[リズム] 停止、ブレイク、メインA、B、C、D、イントロ1、2、3、エンディング1、2、3 [グライド] 上鍵盤1、2、リード1、2、下鍵盤1、2、タイム設定 [ロータリースピーカー]
レジストレーションシフト

○
ピッチベンド、テンポ

サステイン(上鍵盤1、2、下鍵盤1、2)、M.O.C.、リードスライド、ソロ(リード2)
-6～＋6

A=427.2～452.6Hz、初期状態A=440Hz
○

電源スイッチ、マスターボリューム
電源スイッチ、ボリューム、サウンドタイプ1/2

検索　[ソング] 停止、再生、一時停止、早戻し、早送り、録音、カスタムプレイ、譜面、演奏設定(テンポ/パート)、ユニット編集
[ツール] フォルダー作成、名前変更、コピー、削除、変換(XG変換/TO EL変換/FROM EL変換)、フォーマット、情報

[再生] 停止、再生、一時停止、早戻し、早送り、ボリューム、テンポ、ピッチ　[録音] 停止、録音
[ツール] フォルダー作成、名前変更、コピー、削除、フォーマット、情報対応フォーマット: .wav (サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、stereo)

言語(日本語/英語)、タッチパネル操作音、LCDブライトネス、マイク(リバーブ/ボリューム)、ディスエーブルモード(ノーマル/テンポ)、初期化
VOICE DISPLAY、A.B.C./M.O.C.、MDR、FOOTSWITCH、UTILITY、AUDIO、VOICE EDIT、RHYTHM PATTERN PROGRAM、RHYTHM SEQUENCE

PROGRAM、U. ORGAN FLUTES、L. ORGAN FLUTES、ROTARY SP SPEED
7.0型TFT- カラー ワイド VGA LCD 800 × 480ドット

(20W + 15W) × 2
([コーン型] 96mm、[ドーム型] 19mm) × 2

USBフラッシュメモリー
PHONES (フォーン)、MIC (フォーン)、MIC VOLUME、OUTPUT L/L+R、R (フォーン)、AUX OUT (LEVEL FIXED) MAIN L/L+R、R、SUB 1、2 (フォーン)、

AUX IN L/L+R、R (フォーン)、TO PEDAL、USB TO DEVICE×3、USB TO HOST、MIDI IN/OUT、FOOT PEDAL (SUSTAIN)
INPUT1 (RCA)、INPUT2 (フォーン)

PA-300C

幅 1185mm × 奥行き 652mm × 高さ 938mm（譜面板装着時 高さ1091mm)　質量45.8kg　46.8kg (譜面板装着時)
幅 1149mm × 奥行き 425mm × 高さ 209mm（譜面板装着時 奥行き 519mm × 高さ 362mm)　質量17.0kg　18.0kg (譜面板装着時)

幅 873mm × 奥行き 539mm × 高さ 310ｍｍ　質量13.0kg
幅 144mm × 奥行き 191mm × 高さ 242mm　幅 167mm × 奥行き 243mm × 高さ 390mm (スピーカー固定金具装着時)　質量3.3kg × 2　4.9kg × 2 (スピーカー固定金具装着時)

幅 1185mm × 奥行き 652mm × 高さ 750mm　質量6.0kg
幅 637mm × 奥行き 324mm × 高さ 580mm　質量 5.4kg

イス、譜面板、譜面板取付台×２、電源アダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ユーザー登録のご案内

鍵盤種
イニシャルタッチ
アフタータッチ
レジストレーションメニュー
レジストレーションメモリー
レジストレーションシフト
ボイスセクション数
ボイスボタン　　

全プリセットボイス数
ユーザーボイス数
ボイスリンク
オルガンフルート

ロータリースピーカースピードコントロール
サステイン
リバーブ

ボイスセクションエフェクト

リズムボタン
プリセットパターン数
パート
セクション
アカンパニメント
オートベースコード
メロディーオンコード
ボイスエディット
リズムパターンプログラム
リズムシーケンスプログラム
キーボードパーカッションアサイン
フットスイッチ

エクスプレッションペダル
セカンドエクスプレッションペダル
フットペダル
トランスポーズ
ピッチ
MIDI設定
メインコントロール

MDR 

オーディオ録音/再生

ユーティリティー
ディスプレイセレクト

液晶ディスプレイ
サウンド

ストレージ(外部記憶装置)
端子

電源　アダプター
　　　　消費電力
　　　　(※定格電圧・周波数は100V/50/60Hz)
サイズ・質量    ELC-02

上／下鍵盤ボイス
リードボイス
ペダルボイス

タイプ

レベル設定

レフト
ライト

メインユニット
スピーカー

アンプ出力
スピーカー

メインユニット

スピーカー
メインユニット

ELCU-M02 (メインユニット)
ペダルユニット
スピーカー
スタンド
イス

＊  仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

メインユニット 28W (電源アダプターPA-300C使用時)、スピーカー 20W × 2

(ボイスセクション/リズム)

Option ■ ヘッドホン

電子楽器に最適な設計の高性能ステレオヘッドホン

HPH-150WH（ホワイト）
HPH-150B（ブラック）
11,000円（税込）

HPH-100WH（ホワイト）
HPH-100B（ブラック）
5,500円（税込）

HPH-50WH（ホワイト）
HPH-50B（ブラック）
3,850円（税込）

FC4A
4,070円（税込）

■ フットスイッチ

FC5
1,650円（税込）
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〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1
-ELC2209

2022年9月制作
このカタログは
植物油インキで
印刷しております

● このカタログは
 　無塩素漂白（ECF）パルプを
 　使用しています

●本カタログ記載の価格はメーカー希望小売価格です。●本カタログ記載の標準価格は税抜価格で表示されております。
●本カタログに表示の本体価格には運搬・納入据付料は含まれておりませんので、詳細につきましてはヤマハ特約楽器店にお尋ねください。
●本カタログに掲載された“エレクトーン”“ELECTONE”“STAGEA”“D-DECK”はヤマハ（株）が製造販売する電子オルガンでありヤマハ（株）の登録商標です。
　　　　　　●本カタログに印刷された商品の色調は、実際の商品とは多少違うことがあります。仕様・規格等は、お断りなく変更することがございますので、ご了承ください。
　　　　　　●本カタログは、鍵盤楽器公正取引協議会の表示に関する公正規約に基づいて作成したものです。

＜大切にしたい、音のエチケット＞美しい音もときには周囲の迷惑となります。
音量調節やヘッドフォンを使って、快適な生活環境を守りましょう。ご使用の前に、取扱説明書に記載されている安全や取扱いに関する注意事項をよくお読みください。

● エレクトーン・D-DECKの機能や取扱いについては、
    最寄のヤマハ特約楽器店または下記ヤマハお客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

　 お客様コミュニケーションセンター エレクトーン・D-DECKご相談窓口

　  [ ナビダイヤル ] 0570-005-808 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
　 上記番号でつながらない場合は TEL.053-460-4836 へおかけください。
     営業時間 ： 月～金 10：00～17：00 （土・日・祝日およびセンター指定日は休業）

    ヤマハエレクトーンサイト

    https://jp.yamaha.com/electone/
    エレクトーンサポート・お問い合わせ

    https://jp.yamaha.com/support/musical-instruments/el-organs

● ご購入に関するお問い合わせ

    株式会社ヤマハミュージックジャパン  鍵盤営業部 ELマーケティング課
    〒108-8568 東京都港区高輪2丁目17-11
    TEL .03-5488-5443  営業時間：月～金 10：00～17：00 （土・日・祝日および当社指定日は休業）

●ヤマハ音楽教室・ヤマハミュージックレッスンに関するお問い合わせにお答えします。

    お問い合わせ　  [ ナビダイヤル ]   0570-075-808
    営業時間：月～金 9：30～17：30 （土・日・祝日は休業）

    ヤマハ音楽教室

    https://www.yamaha-ongaku.com/
    ヤマハミュージックレッスン

    https://school.jp.yamaha.com/music_lesson/

●本カタログに掲載の写真は接続ケーブルなどを一部省略して撮影しています。

YamahaとMembers（お客さま）をMusicで結ぶ

ヤマハミュージックメンバーズは、音楽を楽しむ方のための会員制サービスです。
音楽や楽器に関する最新情報をお届けするほか、会員限定イベントの開催、
コンサートやライブの優待など魅力的な特典をご用意しています。

member.jp.yamaha.com
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