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いつでも、どなたでも、「アコースティックピアノ」を。

開発者の声

トランスアコースティックピアノの開発は、「アコースティックピアノ」という楽器の魅力をもっと多くの方に
楽しんで頂きたい、という気持ちからスタートしました。
自宅のお部屋など限られたスペースでも、また音への制約がある場合でも、アコースティックピアノ
の魅力を最大限感じて頂きながら気持ち良く演奏できるピアノを作れないか。
そこで着目したのは、ピアノが本来持っている響きの仕組みです。デジタル音源ながらピアノと同じよ
うに響板を振動させて音を鳴らし、また弦やピアノ本体の共鳴音も加わることで実現される、アコー
スティックならではの豊かで自然な響き。
スピーカーも使わずに自分の好きな音量に調節することを可能にしながらも、ピアノの本体そのもので
音を鳴らし、響きはどこまでもアコースティック。それがトランスアコースティックピアノです。
住環境の制約などでアコースティックピアノをあきらめることなく、より多くの方にアコースティックピアノ
の豊かな響きを楽しんで頂きたいと思っております。

トランスアコースティックモードで音量を自在にコントロール。しかも響きはアコースティック

トランスアコースティックモードにすると、鍵盤とハンマーの動きを正確にセンサーが読み取り、その動きに応じた音を

電子音源から作成します。その音をトランスデューサーが振動に変換して響板に伝えることで、アコースティック演奏時

と同様に響板から発音されます。そのとき弦や本体も共鳴し、ピアノ全体から生まれる響きは、まさにアコースティッ

ク。アコースティックピアノでしか味わえない豊かな響きと、音量調節の利便性を両立した新時代のピアノです。

サイレントピアノモードでじっくりとピアノに向き合える時間を

トランスアコースティックピアノは、サイレントピアノSH3タイプの機能も全て搭載していますので、ヘッドフォンで消

音演奏も可能です。ヘッドフォンをしていることを忘れてしまうほどの自然な響きは、「バイノーラルサンプリング」

（「CFXグランド」「ベーゼンドルファー」音色選択時）ならでは。そして、アコースティックピアノ特有の共鳴音を忠

実に再現するVRM（バーチャル・レゾナンス・モデリング）。２つのテクノロジーが、誰にも邪魔されることなく、じっ

くりとピアノに向き合える時間を提供します。

好みの楽器の音色を、ピアノ全体で奏でる豊かな響きで

世界で認められた２つのコンサートグランド、ヤマハ「CFX」とベーゼンドルファー「インペリアル」。また、モーツァ

ルト・ベートーヴェン・ショパンなどが演奏していた古楽器「フォルテピアノ」の音色を４種類搭載。さらには、エレク

トリックピアノやビブラフォン、オルガンなど多彩な音色も選べます。これらの音色がピアノ全体で響くことで生まれる

臨場感、それはトランスアコースティックピアノでしか味わえない体験です。

Bluetooth®接続やアプリとの連携で広がる、ピアノの新しい楽しみ方

スマートフォンやタブレットなどから、オーディオデータを手軽にピアノ本体に送信。アコースティックピアノの豊かな

響きで再生することが出来ます。お気に入りの曲を再生しながら演奏を楽しんだり、音楽を豊かな響きで聴くための「ス

ピーカー」として、演奏時以外でもピアノを日常的に楽しめます。また、ヤマハの無料アプリ「スマートピアニスト」を

お使いいただくと、音色切り替えや録音といった様々な機能をよりスムーズに操作できます。
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アーティキュレーション・センサーシステム
非接触 連続検出 電子式タイプ
非接触2点検出　光ファイバータイプ

連続検出
オン/オフ検出
オン/オフ検出

ハンマーシャンクストッパー方式（電動式）
クイックエスケープ方式

TransAcousticTMアドバンステクノロジー
ヤマハCFXサンプリング、

ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング
○ （「CFXグランド」、

「ベーゼンドルファー」音色のみ）

○

○
256

25 （ピアノ5、フォルテピアノ4、その他16）
ボイスデモ 25 + クラシック曲 50

10
約500KB/曲

SMF （フォーマット0 、フォーマット1）
SMF （フォーマット0）

80分/曲
WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）
WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）

20
○
5～500

-12～0～+12
414.8～440.0～466.8Hz （約0.2Hz単位）

○
○

ステレオミニ端子 （×2）
IN/OUT

ステレオミニ端子
［L/L+R］［R］（標準フォーン端子）

○
○

7セグメントLED
21kg

ヘッドフォン、ヘッドフォンハンガー、
楽譜集「クラシック名曲50選」、

電源アダプター、電源コード、取扱説明書

グランドピアノ
システム
キーセンサー
ハンマーセンサー
ダンパーペダル
ソステヌートペダル
ソフトペダル
消音方式
アクション

ピアノ音源

バイノーラル
サンプリング
グランドエクスプレッ
ションモデリング
VRM
最大同時発音数
音色数

曲数
データ容量
再生フォーマット
録音フォーマット
録音時間（最大）
再生フォーマット
録音フォーマット
種類数
メトロノーム
テンポ
トランスポーズ
チューニング
オーディオ
MIDI
ヘッドフォン
MIDI
AUX IN
AUX OUT
USB TO DEVICE
USB TO HOST

センサー

消音システム

響板駆動方式 

音源/音色

内蔵曲数

本体録音
（MIDI形式）

USBフラッシュ
メモリー録音

リズム

ファンクション

Bluetooth®接続

接続端子

コントロールユニット ディスプレイ 
質量（ピアノ本体を除く）

主な付属品

トランスアコースティックTMTA3 システム仕様



鍵盤とハンマーの動きを正確に読み取るための高性能

センサーを搭載。指先から鍵盤に込める繊細なタッチ

のニュアンスも忠実に再現します。

キーセンサー：88鍵全ての鍵盤の下に、新開発の

「アーティキュレーション・センサーシステム」を搭

載。鍵盤の位置を常に測定するワイヤレス通信によ

り、力強いフォルテッシモから繊細なピアニッシモま

で、演奏者の意図をしっかり読み取ります。センサー

は鍵盤に触れることのない非接触方式なので、大切な

ピアノのタッチに影響を与えることもありません。

ハンマーセンサー：素早いトリルやスタッカートなど

の演奏情報をより正確に把握するために、ハンマーに

もセンサーを搭載し、実際に打弦する速度やタイミン

グを読み取ります。キーセンサーと同様に非接触方式

です。

*写真のフォルテピアノは浜松市楽器博物館の所蔵楽器です。



音源と音質の進化で豊かな演奏が可能：世界で認めら

れた２つのコンサートグランド、ヤマハ「CFX」と

ベーゼンドルファー「インペリアル」。ヘッドフォン

をしていることを忘れてしまうほどの自然な響きは、

「バイノーラルサンプリング」ならでは。また、モー

ツァルト・ベートーヴェン・ショパンなどが演奏して

いた古楽器「フォルテピアノ」の音色を４種類搭載。

さらには、エレクトリックピアノやビブラフォン、オ

ルガンなど多彩な音色も選べます。

グランドピアノのデザインを邪魔しないこと。もちろ

ん、操作性などの使い勝手にすぐれていること。

コントロールユニットはグランドピアノの美しいフォ

ルムに溶け込み、そして演奏者が座ったままで操作も

しやすいスタイリッシュなデザインです。

WAV形式なのでPCに保存したり、インターネット

上にアップロードして送信することもできます。

◎エレクトリックピアノやビブラフォンなど計25音色

を搭載しています。

◎8ビート、16ビート、ジャズ、ボサノバなど計20種

類のリズム（打楽器音とベース音）が内蔵されてい

ます。リズムをバックに再生させながら、楽しく演

奏することができます。

※消音演奏時でもピアノ特有の打鍵音は残ります。
※動作確認済みUSBメモリーの一覧は、下記Webサイトからご確認いただけます。
　https://jp.yamaha.com/support/index.html

アーティキュレーション・センサーシステム
非接触 連続検出 電子式タイプ

非接触2点検出　光ファイバーセンサー
連続検出
オン/オフ検出
オン/オフ検出

ハンマーシャンクストッパー方式（電動式）
クイックエスケープ方式
ヤマハCFXサンプリング、
ベーゼンドルファー 

インペリアルサンプリング
○ （「CFXグランド」、

「ベーゼンドルファー」音色のみ）

○

○
256

25 （ピアノ5、フォルテピアノ4、その他16）
ボイスデモ 25 + クラシック曲 50

10
約500KB/曲

SMF （フォーマット0 、フォーマット1）
SMF （フォーマット0）

80分/曲
WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）
WAV （44.1kHz、16bit、ステレオ）

20
○
5～500

-12～0～+12
414.8～440.0～466.8Hz
（約0.2Hz単位）

○
○

ステレオミニ端子 （×2）
IN/OUT

ステレオミニ端子
 [L/L+R][R]（標準フォーン端子）

○
○

7セグメントLED
9kg

ヘッドフォン、ヘッドフォンハンガー、
楽譜集「クラシック名曲50選」、

電源アダプター、電源コード、取扱説明書

グランドピアノ
システム
キーセンサー
ハンマーセンサー
ダンパーペダル
ソステヌートペダル
ソフトペダル
消音方式
アクション

ピアノ音源

バイノーラル
サンプリング
グランドエクスプレッ
ションモデリング
VRM
最大同時発音数
音色数

曲数
データ容量
再生フォーマット
録音フォーマット
録音時間（最大）
再生フォーマット
録音フォーマット
種類数
メトロノーム
テンポ
トランスポーズ

チューニング

オーディオ
MIDI
ヘッドフォン
MIDI
AUX IN
AUX OUT
USB TO DEVICE
USB TO HOST

センサー

消音システム

音源/音色

内蔵曲数

本体録音
（MIDI形式）

USBフラッシュ
メモリー録音

リズム

ファンクション

Bluetooth®接続

接続端子

コントロールユニット ディスプレイ 
質量（ピアノ本体を除く）

主な付属品

サイレントピアノTM SH3 システム仕様

Bluetooth®



目の前で演奏される音楽には、人の心を揺さぶり、高揚させる力がある。生演奏にしかない躍動感、臨場感、緊張感。

演奏者の繊細な指使いまで再現するエンスパイアの自動演奏は、そのエネルギーを純粋に、鮮烈に表現してくれる。

弾く愉しみから、聴く愉しみへ。ピアノの常識を、自分の時間を、この一台が変えていく。



OUTPUT、OMNI IN、OMNI OUT、
DEGITAL OUT、ヘッドフォン（ミニ）

LAN、USB TO HOST、USB TO DEVICE ×3

電源電圧・周波数・消費電力 AC100V、50/60Hz、140W

加算重量 26kg 28kg

付属品
ステレオヘッドフォン、取扱説明書、

内蔵ソングリスト、楽譜集「ピアノで弾く名曲50選」、
USB無線LANアダブタ一（UD-WL01）

対応ファイルフォーマット SMF（Standard MIDI File）フォーマット0および1、
WAV MP3

センサー
ユニット

キーセンサー 非接触式光ファイバー／グレースケールシャッタ一方式、
88鍵対応（鍵盤位置、打鍵速度、離鍵速度感知）

ハンマーセンサー 非接触式光ファイバー方式
（２スリットシャッター）

非接触式光ファイバー方式
（グレースケールシャッター）

ペダルセンサー
非接触式アナログ
光学検出方式

非接触式デジタル
光学検出方式

ダンパーペダル／ソフトペダル：連続位置検出
ソステヌートペダル：ON／OFF検出

ドライブ
ユニット

キードライブ

DSPサーボドライブシステム
（サーボ制御ソレノイド、
キーセンサーフィードバック）、
最大同時打鍵数：16音、
ペダル：ON／OFF検出

DSPサーボドライブシステム
（超高感度磁気センサー
内蔵ハイパワー・サーボ制御
ソレノイド、キー／ハンマー
センサーフィードバック）、
最大同時打鍵数：32音

ペダルドライブ DSPサーボドライブシステム（サーボ制御ソレノイド）

端子

MIDI MIDI IN／MIDI OUT

オーディオ

その他

CX1、C2X、C2XCP C3X、C5X、C6X、C7X

○（ハンマーシャンクストッパ一方式）

○

CFXステレオサンプリング／
CFXバイノーラルサンプリング

414.8Hz～466.8Hz（0.2Hz単位）

16（ピアノ／エレクトリックピアノ1～3／
ハープシコード1／ハープシコード2／ピブラフォン／
チェレスタ／パイプオルガン1～4／ジャズオルガン／

ストリングス／クワイア／シンセパッド）

XG、GM

480XGボイス+12ドラムキット／SFXキット

256

500（ポップス、ジャズ、クラシック、スマートキーなど）

USBフラッシュメモリー

ピアノソフト、ピアノソフトプラス、
ピアノソフトオーディオ、スマートキー

ベースモデル

ST（スタンダードモデル） PRO（プロモデル）タイプ

消音機能

録音再生機能

音源

ピアノ音色

ピッチコントロール

演奏用音色数

音源フォーマット

再生用音色数

最大同時発音数

内蔵曲数

対応メディア

対応ソングフォーマット

ディスクラビアTM ENSPIRE仕様
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対応機種：ヤマハグランドピアノC2Xサイズ以上、自動演奏装置付はC6Xサイズ以上
（自動演奏装置付のS4Bサイズには使用できません）

C1X~C5X・C3X espressivo・C1TD・C1TDSH3・
C3TD・GB1K用



込み

●本カタログに表示のピアノ価格には運搬・納入据付料は含まれておりません。
詳しい料金は特約楽器店へご確認ください。ご注文いただいたピアノの納期
は、材料・部品・生産の事情により、お知らせした納期より前後することが
あります。ご購入の際は、時間に余裕を持ってご注文いただきますようお願
い申し上げます。また、Special Orderの場合は、納入までに時間がかかりま
すので、あらかじめご了承ください。

●ディスクラビア等の自動演奏ピアノや本カクログに記載された音
楽ソフトをBGM等で営利事業に使用する場合は、著作権者の使用許
諾が必要となる場合があります。許諾使用料の管理は、社団法人日
本音楽著作権協会（JASRAC）が行っております。

2022年3月



2022年8月作成　カタログコード －PGA2208

 ピアノは、一台一台に「音」への情熱が秘められ、
掛川工場から世界へとはばたいていきます。


