
ピアニカ®



楽しく吹こう♪

こだわりの吹き口
〈ヤマハピアニカ共通〉

吹き口はカーブした形状をしており運指も見や
すく、また、ウインドウェイ（吹き込み口）の形状
もリコ－ダーに近いのでリコーダーへの移行も
スムーズに行えます。

いつもいっしょ。ヤマハのピアニカ®

旋律の演奏は、息のコントロールで表情豊かに！和音の学習は目で確かめながら！
吹奏楽器と鍵盤楽器の特性を両方持ち合わせたピアニカは、クリアな音色が人気で、
音楽を表現することの楽しさや、奏でる喜びを感じさせてくれる楽器です。

ぴあっち

空気の流れ空気の流れ

スムーズなタッチ感
〈ヤマハピアニカ共通〉

鍵盤の長さや重さが異なる白鍵と黒鍵には、
それぞれに専用のバネを使用しています。ブレ
防止ガイドも付いた設計で、自然でスムーズな
タッチ感を実現しています。

息もれを防ぐ構造
〈ヤマハピアニカ共通〉

薄紙製の「プレートパッキン」と継ぎ目のない
スポンジゴム製の「フレームパッキン」を採用。
息もれの原因となりうるパーツの継ぎ目に最適
な材質・形状のパッキンを配置し、気密性を向上
させることで息もれを防止しています。

1プレートパッキン
2フレームパッキン
3リードプレート
4空気室カバー

さび
〈ヤ

特殊防錆塗料を
劣化を防ぎ、澄
ピッチを保ちま

白鍵用バネ 黒鍵用バネピアニカ リコーダー
（アーチ型）

吹き込み口

特殊防錆

P-32EP
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アルト 32鍵

空気の流れ空気の流れ



ピアどん

新ケースデザイン
〈P-32E/P-32EPのみ〉

横面にシールスペースを追加、収納時に
自分の楽器が見つけやすくなりました。
また、持ち手にこだわり、子どもの小さな手
でもしっかりと持てるように改良しました。

こだわりポイント

横 名前シールスペース

（裏面シールスペースは全品番共通）
（左）P-32EP用／（右）P-32E用ケース

にくいリード
ヤマハピアニカ共通〉

をリードに施すことで、金属の
澄んだ音色と正確で安定した
ます。

楽器を守るケース
〈ヤマハピアニカ共通〉

楽器本体と同系色のプラスチック製ハード
ケースは、中空二重ブロー成型を採用し、耐久性
に優れ楽器をしっかり守ります。また、ケースを
開いている時は、楽譜を置くことができます。

錆塗装を施したリードプレート P-32Eケース

25鍵、37鍵モデル ラインナップ

P-32E

P-25F
〈中空二重ブローケース、吹き口、演奏用パイプ付〉

メーカー希望小売価格 各¥5,500（税込）
明るく丸みのある音色と澄んだ集合音。合奏にも独奏にも向いています。
軽量で持ちやすく、幼児から小学生まで楽に演奏できます。

● 25鍵　f ～ f''

● 本体／ケースカラー：クリームイエロー

● 本体寸法：350×92×49mm／ハードケース寸法：392×176×62mm

● 本体重量：530g

アルト 25鍵

P-S25F
〈中空二重ブローケース、吹き口、演奏用パイプ付〉

メーカー希望小売価格 各¥6,050（税込）
よく通る軽やかな音は、リード合奏やピアニカ鼓隊に最適です。
P-25Fより1oct.高い音域。1オクターブ高い音が出ます。

● 25鍵　f' ～ f'''

● 本体／ケースカラー：ライトグリーン

● 本体寸法：350×92×49mm／ハードケース寸法：392×176×62mm

● 本体重量：530g

ソプラノ 25鍵

P-37D
〈中空二重ブローケース、吹き口、演奏用パイプ付〉

メーカー希望小売価格 各¥9,570（税込）
音のレスポンスがよく、表現力があります。フル3オクターブの広音域。
器楽合奏にも向き、幅広い活用が望めます。

● 37鍵　f ～ f'''

● 本体／ケースカラー：マルーン

● 本体寸法：483×102×49mm／ハードケース寸法：516×182×60mm

● 本体重量：790g

アルト 37鍵

別売付属品 ※この欄に記載の価格はスペア用単体の価格です。

演奏用パイプ
PTP-32E
● P-32E/P-32EP用

メーカー希望小売価格
¥550（税込）

演奏用パイプ
PTP-32D
● 現行全機種対応

メーカー希望小売価格
¥440（税込）

吹き口
PMP-32C
● 現行全機種対応

メーカー希望小売価格
¥330（税込）

パイプクリップ
〈P-32E/P-32EPのみ〉

新しい演奏用パイプの差し込み口には
パイプをとめておけるパイプクリップ※が
ついています。立奏する時や卓奏中の待機
時などにとても便利です。
※国内特許取得済み

こだわりポイント

P-32EP（待機時） P-32E（立奏時）



P-37EBR

P-37EBK

「動画で学ぶピアニカ」好評公開中
■ ヤマハピアニカホームページ https://jp.yamaha.com/pianica

■ MUSIC PAL ̶学校音楽教育支援サイト̶ https://jp.yamaha.com/musicpal/

音のエチケット
美しい音もときには周囲の迷惑になります。ご近所との日頃のお付きあいとともに、ご迷惑にならないよう気配りしましょう。

ご使用の前に
取扱説明書に記載されている安全へのこころがけの注意事項をよくお読みください。

本カタログに記載の商品の価格はすべてメーカー希望小売価格で税抜金額を表示しています。

● このカタログは無塩素漂白（ECF）パルプを使用し、植物油インキで印刷しております。
● 印刷された商品の色調および商品写真上の刻印は、実際の商品とは異なる場合があります。

P-37EBR/P-37EBK
〈専用ソフトケース、吹き口、演奏用パイプ付〉

メーカー希望小売価格 オープンプライス
シンプルであたたかみを感じさせるデザインの大人向けピアニカです。
まろやかで芯のある音色を実現しています。

● 37鍵　f ～ f'''

● カラー：P-37EBR＝ブラウン、P-37EBK＝ブラック

● 本体寸法：483×104×50mm

● 本体重量：830g

アルト 37鍵

ヤマハミュージックメンバーズは、音楽を楽しむ皆さま、ヤマハ製品やサービ
スをご愛用のお客さまに、より充実した音楽ライフをお楽しみいただけるよう、
音楽にまつわる魅力的なイベントやサービス・特典をご提供します。

YamahaとMembers（お客さま）を
Musicで結ぶ会員制サービス

お客様コミュニケーションセンター
管弦打楽器ご相談窓口
ナビダイヤル（全国共通）TEL.0570-013-808
※全国どこからでも市内通話料金でおかけいただけます。
上記番号でつながらない場合は 053-411-4744 へおかけください。
営業時間：月～金 10:00～17:00
（土曜・日曜・祝日・センター指定休日を除く）

鍵盤・管弦打営業部　管弦打教育マーケティング課
〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11
TEL.03-5488-1686
2021 年 4月作成
●規格及び仕様は、改良の際予告なく変更する場合があります。

カタログコード -KPA2104

# 大人のピアニカ

P-37EBR

P-37ERD
〈専用ソフトケース、吹き口、演奏用パイプ、ストラップ付〉

メーカー希望小売価格 オープンプライス
大人のピアニカの芯のあるメロウな音色は残しつつ、

ダイレクトに響く明るい音色とステージパフォーマンスで映える色が特徴の

ライブパフォーマンスに最適なピアニカです。

● 37鍵　f ～ f'''

● カラー：P-37EBR＝ブラウン、P-37EBK＝ブラック

● 本体寸法：483×104×50mm

● 本体重量：830g

アルト 37鍵

大人のピアニカ用演奏用パイプ
PTP-37E
メーカー希望小売価格 ¥660（税抜）

別売アクセサリー

ソフトケース
PC-37E
メーカー希望小売価格 ¥3,850（税抜）

※演奏用パイプ装着時（P-37ERD）
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