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このたびは、ヤマハ電子ピアノをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この楽器の優れた機能を十分に生かして演奏をお楽しみいただくため、本書をお読みください。

また、お読みになったあとも、いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

取扱説明書について
この楽器には、以下の説明書が用意されています。

冊子マニュアル
取扱説明書(本書)
この楽器の使い方を説明しています。

電子マニュアル(PDF)
iPhone/iPad接続マニュアル
この楽器をiPhoneやiPadなどのスマートデ
バイスと接続する方法を説明しています。　

コンピューターとつなぐ
この楽器とコンピューターを接続する方法を
説明しています。

MIDIリファレンス
MIDIデータフォーマットやMIDIインプリメ
ンテーションチャートが掲載されています。

MIDI入門
MIDIについての基本的な説明をしています。

電子マニュアルは、ヤマハ ダウンロードのウェブサイ
トからご覧いただけます。インターネットに接続して以
下のウェブサイトを開き、「モデル名から検索」テキス
トボックスにモデル名「P-255」を入力して「検索」
をクリックします。

ヤマハ　ダウンロード
http://download.yamaha.com/jp/

付属品(お確かめください)
□ 保証書
□ 取扱説明書(本書)
□ ピアノで弾く名曲50選(楽譜集)
□ 電源アダプター
□ フットスイッチ
□ 譜面立て
□ ユーザー登録のご案内*1
*1 ユーザー登録の際に必要となるプロダクトIDが記載されています。

機種名 (品番 )、製造番号 ( シリアルナンバー )、電源条件などの情報
は、製品の底面にある銘板または銘板付近に表示されています。製品
を紛失した場合などでもご自身のものを特定していただけるよう、機
種名と製造番号については以下の欄にご記入のうえ、大切に保管して
いただくことをお勧めします。

機種名 

製造番号

(bottom_ja_02)
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安全上のご注意
ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への
損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。
お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願いいたします。
お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■ 記号表示について
この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

■「警告」と「注意」について
以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、
「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

 警告

電源コードをストーブなどの熱器具に近づけたり、無
理に曲げたり、傷つけたりしない。
また、電源コードに重いものをのせない。
電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。

電源は必ず交流100Vを使用する。
エアコンの電源など交流200Vのものがあります。誤って接続
すると、感電や火災のおそれがあります。

電源アダプターは、必ず指定のもの（53ページ）を使
用する。
異なった電源アダプターを使用すると、故障、発熱、火災など
の原因になります。

電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりを
きれいに拭き取る。
感電やショートのおそれがあります。

この製品の内部を開けたり、内部の部品を
分解したり改造したりしない。
感電や火災、けが、または故障の原因になります。

「ご注意ください」という注意喚起を示します。

～しないでくださいという「禁止」を示します。

「必ず実行」してくださいという強制を示します。

警告
この表示の欄は、「死亡す
る可能性または重傷を負
う可能性が想定される」
内容です。

注意
この表示の欄は、「傷害を
負う可能性または物的損
害が発生する可能性が想
定される」内容です。

電源 /電源アダプター

禁止

必ず実行

必ず実行

必ず実行

分解禁止

禁止
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本体の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かな
い。また、浴室や雨天時の屋外など
湿気の多いところで使用しない。
内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故障の原因
になります。入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源
プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店また
は巻末のヤマハ修理ご相談センターに点検をご依頼ください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

本体の上にろうそくなど火気のあるものを
置かない。
ろうそくなどが倒れたりして、火災の原因になります。

下記のような異常が発生した場合、すぐに電源スイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
・電源コード/プラグがいたんだ場合
・製品から異常なにおいや煙が出た場合
・製品の内部に異物が入った場合
・使用中に音が出なくなった場合
そのまま使用を続けると、感電や火災、または故障のおそれが
あります。至急、お買い上げの販売店または巻末のヤマハ修理
ご相談センターに点検をご依頼ください。

 注意

たこ足配線をしない。
音質が劣化したり、コンセント部が異常発熱して
火災の原因になることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず
電源プラグを持って引き抜く。
電源コードが破損して、感電や火災の原因になることがありま
す。

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、
必ずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。

不安定な場所に置かない。
本体が転倒して故障したり、お客様やほかの方々がけがをした
りする原因になります。

本体を移動するときは、必ず電源コードなどの接続
ケーブルをすべて外した上で行なう。
コードをいためたり、お客様やほかの方々が転倒したりするお
それがあります。

この製品を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合
にはすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから
抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流
が流れています。この製品を長時間使用しないときは、必ず電
源プラグをコンセントから抜いてください。

指定のスタンドを使用する。また、付属のネジがある場
合は必ずそれを使用する。
本体が転倒し破損したり、内部の部品を傷つけたりする原因に
なります。

すべての機器の電源を切った上で、ほかの機器と接続
する。また、電源を入れたり切ったりする前に、機器の
ボリュームを最小にする。
感電、聴力障害または機器の損傷の原因になります。

演奏を始める前に機器のボリュームを最小にし、演奏
しながら徐々にボリュームを上げて、適切な音量にす
る。
聴力障害または機器の損傷の原因になります。

水に注意

禁止

禁止

火に注意

禁止

異常に気づいたら

必ず実行

電源 /電源アダプター

禁止

必ず実行

必ず実行

設置

禁止

必ず実行

必ず実行

必ず実行

接続

必ず実行

必ず実行
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本体のすき間に手や指を入れない。
お客様がけがをするおそれがあります。

パネル、鍵盤のすき間から金属や紙片などの異物を入
れない。
感電、ショート、火災、故障や動作不良の原因になることがあ
ります。

本体の上にのったり重いものをのせたりしない。また、
ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加え
ない。
本体が破損したり、お客様やほかの方々がけがをしたりする原
因になります。

大きな音量で長時間ヘッドフォンを使用しない。
聴覚障害の原因になります。

使用後は、必ず電源スイッチを切りましょう。
[ ]( スタンバイ /オン ) スイッチを切った状態 ( 画面表示が消えている )でも微電流が流れています。[ ] ( スタンバイ /オン ) スイッチが切れているときの消
費電力は、最小限の値で設計されています。この製品を長時間使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

注記(ご使用上の注意)
製品の故障、損傷や誤動作、データの損失を防ぐため、以下の内容をお守りください。

■ 製品の取り扱い/お手入れに関する注意
• テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しないでください。楽器本体またはテレビやラジオなどに雑音が生じる原因になりま
す。iPad、iPhone、iPod touchのアプリケーションと一緒に使用する場合は、通信によるノイズを避けるためiPad、iPhone、iPod touchの機内モード
をオンにしてお使いいただくことをおすすめします。

• 直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストーブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多いとこ
ろで使用しないでください。本体のパネルが変形したり、内部の部品が故障したり、動作が不安定になったりする原因になります(5℃～40℃の範囲で動作
することを確認しています)。

• 本体上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを置かないでください。本体のパネルや鍵盤が変色/変質する原因になります。
• 手入れするときは、乾いた柔らかい布、または水を固くしぼった柔らかい布をご使用ください。ベンジンやシンナー、洗剤、化学ぞうきんなどを使用する
と、変色/変質する原因になりますので、使用しないでください。

■ データの保存に関する注意
• 保存したデータは故障や誤操作などのために失われることがあります。大切なデータは、コンピューターやUSBフラッシュメモリーなどの外部機器に保存
してください。

• 保存したUSBフラッシュメモリーの万一の事故に備えて、大切なデータはコンピューターや予備のUSBフラッシュメモリーにバックアップとして保存され
ることをおすすめします。

お知らせ
■ データの著作権に関するお願い
• ヤマハ(株)および第三者から販売もしくは提供されている音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権
利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。

• この製品は、ヤマハ(株)が著作権を有する著作物やヤマハ(株)が第三者から使用許諾を受けている著作物を内蔵または同梱しています。その著作物とは、す
べてのコンピュータープログラムや、伴奏スタイルデータ、MIDIデータ、WAVEデータ、音声記録データ、楽譜や楽譜データなどのコンテンツを含みま
す。ヤマハ(株)の許諾を受けることなく、個人的な使用の範囲を超えて上記プログラムやコンテンツを使用することについては、著作権法等に基づき、許さ
れていません。

■ 製品に搭載されている機能/データに関するお知らせ
• 内蔵曲は、曲の長さやイメージが原曲と異なる場合があります。

■ 取扱説明書の記載内容に関するお知らせ
• この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。
• Mac、Macintosh、iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
• MIDIは社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。
• その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

取り扱い

禁止

禁止

禁止

禁止

●データが破損したり失われたりした場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。
●不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。
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特長

コンサートグランドピアノの響きを表現する
「リアル・グランド・エクスプレッション(RGE)スタンダード音源」
ヤマハのコンサートグランドピアノの中で、最も録音に適した一台を選び抜き、熟練の調律師が最
良の状態に調整したピアノの音をサンプリング。音の鳴りはじめから消えゆくまでの過程を丁寧に
収録した「RGEスタンダード音源」を採用しました。

自然なタッチを実現した
「グレードハンマー (GH)鍵盤　象牙調仕上げ」
グランドピアノの弾き心地を探求して開発されたグレードハンマー鍵盤は、低音部と高音部とでは
微妙に重さの違う鍵盤タッチを再現しました。その本格的な質感は、低音域から高音域まで自然な
バランスで演奏できます。さらに、白鍵は吸湿性に優れた象牙調仕上げを採用しているので、長時
間の演奏でも指が滑りにくく、心地よく演奏し続けることができます。 

10種類のリズムパターンを内蔵
P-255には、よく使われるシンプルなリズムパターン10種類が搭載されています。これにより、
鍵盤音にリズムの自動演奏をプラスして楽しめるので、演奏が一気に華やかになり、飽きることな
く鍵盤を弾き続けられます。ポピュラーやジャズを想定したリズムパターンの中からお気に入りの
ものを探し出し、鳴らしながら一緒に鍵盤演奏をしてみてください。

ステージ演奏に便利な 

「Live Music Toolbox
ライブ　ミュージック　ツールボックス

」
楽器の音量感をアップさせるサウンドブースト機能(18ページ)、演奏中に間違ってボタンを押し
てしまっても大丈夫なようにパネル上のボタンを無効にするパネルロック機能(18ページ)、ス
テージ上では不要な本体内蔵のスピーカーをオフにする機能(44ページ)から構成される「Live 
Music Toolbox」により、ステージ演奏に適したセッティングが可能になり、ライブパフォーマ
ンスを満喫できます。

お手持ちのiPhone/iPod/iPad から楽器本体をコントロール

スマートデバイスアプリケーション「P-255 Controller
コントローラー

」
専用アプリケーション「P-255 Controller」をiPhone/iPod/iPad 上で使用することで、外部か
ら楽器本体の機能をコントロールでき、大変便利です。iPhone/iPod/iPadの画面上で、視覚的に
もわかりやすく直観的な操作ができます。
詳しくは、以下のウェブサイトをご確認ください。
http://jp.yamaha.com/kbdapps/
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演奏を録音します。

u [PLAY/STOP
プレイ /ストップ

]ボタン.............................22ページ
楽器本体に入っているピアノ50曲や、録音した演奏、
およびUSBフラッシュメモリーに保存した曲などを再
生したり停止したりします。

i [LEFT
レフト

]、[RIGHT
ライト

]ボタン ........................23ページ
曲の特定のパートを再生オフにし、再生オフにした
パートをご自身で練習できます。

o [TEMPO
テンポ

]ボタン....................... 19, 20, 22ページ
テンポを調節します。

!0 [METRONOME
メトロノーム

]ボタン ..........................19ページ
メトロノームを鳴らします。

!1 [RHYTHM
リズム

]ボタン...................................20ページ
リズムを鳴らします。

!2 画面.........................................................10ページ
電源を入れると、画面にテンポが表示されます。操作
に応じて、さまざまな情報が表示されます。

!3 [FUNCTION
ファンクション

]ボタン................................40ページ
各種の便利な機能を利用できます。

!4 [－/NO
ノー

]、[＋/YES
イエス

]ボタン
数値を設定したり曲や項目を選んだりします。テンポ
やトランスポーズなどの値を設定しているときにボタ
ンを2つ同時に押すと、元の値(初期設定値)に戻せま
す。

!5 音色ボタン ...............................................13ページ
音色を選びます。パネルに表記されているVOICEは、
音色を意味します。

!6 [SPLIT
スプリット

]ボタン........................................14ページ
鍵盤を左右の領域に分けて、別々の音色で演奏できま
す。

• ｢-｣が流れて表示されているとき(データアクセス中)は、電源
を切らないでください。データが壊れるおそれがあります。

注記
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!7 [REVERB
リバーブ

]、[EFFECT
エフェクト

]ボタン.........15, 16ページ
音に残響(リバーブ)や、効果(エフェクト)をかけます。

!8 [SOUND BOOST
サウンド　ブースト

]ボタン .......................18ページ
楽器の音量感を上げ、ライブで演奏する時などに音を
際立たせます。

!9 [EQ](イコライザー )スライダー.................17ページ
LOW(低音域)～HIGH(高音域)の3バンドのスライダー
で、音質を調節します。

@0 [PHONES
フォーンズ

]端子 ......................................11ページ
ヘッドフォンを接続します。

@1 [USB TO DEVICE
ユーエスビー　トゥー　デバイス

]端子 .........................30ページ
USBフラッシュメモリーを接続して、録音した曲を保
存したり、USBフラッシュメモリーに入っているデー
タを楽器本体で再生したりします。

@2 [ AUX IN
エーユーエックス　イン

]端子.....................................34ページ
ほかの楽器や外部機器の音を、この楽器本体のスピー
カーから出します。[PHONES]端子(@0)やAUX OUT
端子(@3)を経由して出力することもできます。

@3 AUX OUT
エーユーエックス　アウト

 [L/L+R][R]端子..................34ページ
この楽器にアンプ内蔵スピーカーなどを接続して、よ
り大きな音を出します。

@4 [SUSTAIN PEDAL
サステイン　ペダル

]端子........................11ページ
付属のフットスイッチや、別売のフットスイッチ/フッ
トペダルを接続します。

@5 MIDI
ミディ

 [IN
イン

] [OUT
アウト

]端子 .............................35ページ
MIDI機器を接続して、MIDIを活用できます。

@6 [USB TO HOST
ユーエスビー　トゥー　ホスト

]端子 .....................34, 35ページ
iPhone/iPadやコンピューターと接続するための端子
です。

@7 [PEDAL UNIT
ペダル　ユニット

]端子 ...............................12ページ
別売のペダルユニットを接続します。

@8 DC IN
ディーシー　イン

端子 ............................................10ページ
付属の電源アダプターを接続します。

!2 !3 !4 !5 !6

!7 !8

!9

@8 @7
@2 @3 @4 @5 @6
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ご使用前の準備

1 ACケーブルの一方の端を、図のように付属の電源ア
ダプターに接続する

2 付属の電源アダプターのDCプラグをリアパネルのDC 
IN端子に差し込む

3 付属の電源アダプターのACプラグを家庭用(AC 
100V)コンセントに差し込む

4 [ ](スタンバイ/オン)スイッチを押す

電源が入り、本体パネル中央の画面に表示が現れます。

電源を切るときは、もう一度[ ](スタンバイ/オン)
スイッチを押します。

オートパワーオフ機能とは、無駄な電力消費を防ぐため、
一定時間何も操作しないと自動的に電源が切れる機能で
す。初期設定では、30分何も操作をしないと自動的に電
源が切れます。

オートパワーオフ機能を解除するには
ファンクション設定でオートパワーオフをOFFに設定する
か、電源を入れるとき、左端の鍵盤を押しながら電源を入
れます。オートパワーオフ機能が解除され、自動的に電源
が切れなくなります。

オートパワーオフになるまでの時間を変更するには

1 [FUNCTION
ファンクション

]ボタンを押して、ファンクションに入
る

2 [FUNCTION]ボタンを何回か押してファンクション
番号「F8.8」を表示させ、[－/NO]/[＋/YES]ボタ
ンを押して設定画面に入る

3 [－/NO] または[＋/YES]ボタンを押して、電源が切
れるまでの時間を設定する
• 設定範囲：OFF/5分/10分/15分/30分/60分/120分
• 初期設定：30分

4 [FUNCTION]ボタンを押して、ファンクションから
抜ける

電源を入れる

• 電源アダプターは、必ず指定のもの(53ページ)をご使用く
ださい。異なった電源アダプターを使用すると故障、発熱、
火災などの原因になります。

• 電源は必ずAC100Vを使用してください。

• 長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、必ずコ
ンセントから電源プラグを抜いてください。

• 電源を切った状態でも微電流が流れています。長時間使用し
ないときは必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

• 電源アダプターを外すときは、逆の手順で行なってください。

この楽器をライブなどステージに持ち出して使いたい
ときは、「ステージで演奏する」(36ページ)をご覧く
ださい。

DC IN端子 コンセント

2 3

警告

警告

注意

120
通常はテンポが表示
されます。

[ ](スタンバイ/
オン)スイッチ

画面

注意

NOTE

オートパワーオフ

• オートパワーオフ機能で電源が切れた場合、それまでのデー
タは自動的にバックアップされます。バックアップされる内
容については、46ページをご覧ください。

• 本体の状態によっては、一定時間操作せずにオートパワーオ
フの設定時間が経過しても電源が切れない場合があります。
使用後は、手動で本体の電源を切ってください。
• アンプ、スピーカー、コンピューターなどの外部機器を本体
に接続した状態で、一定時間本体を操作しない場合は、外部
機器損傷を防ぐために取扱説明書の手順に従って外部機器と
本体の電源を切ってください。接続した状態で自動的に電源
が切れるのを避けたい場合は、オートパワーオフを無効にし
てください。

この楽器をライブなどステージに持ち出して使いたい
ときは、オートパワーオフ機能を解除することをおす
すめします。(37, 39ページ参照)

左端の鍵盤

NOTE

注記

準備
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鍵盤を弾いて音を出しながら、本体パネル左の[MASTER 
VOLUME]スライダーで音量を調節します。

本体パネルの溝に差し込んでお使いください。

この楽器には[PHONES
フォーンズ

]端子が2つあるので、ヘッドフォ
ンを２本同時に使えます。１本だけ使う場合は、どちらの
端子に接続してもかまいません。いずれかの端子に接続す
るとスピーカーからは音が出なくなります。

付属のフットスイッチFC4を[SUSTAIN PEDAL]端子に
接続することで、ピアノのダンパーペダルと同様、ペダル
を踏んでいる間、鍵盤から指を離しても音を長く響かせる
ことができます(サステイン機能)。また、別売のフットペ
ダルFC3、フットスイッチFC5も接続できます。FC3で
はハーフペダル機能が使えます。

ハーフペダル機能(FC3接続時/ペダルユニット装着
時)
ペダルの踏み加減で音の伸び具合が調節できる機能です。
ペダルを踏みこむほど音が長く伸びます。ペダルを踏んで
音が響きすぎたとき、踏み込んだ状態からペダルを少し戻
して音の響きを抑える(音の濁りを減らす)ことができます。

音量(マスターボリューム)を調節する

譜面立てを使う

ヘッドフォンを使う

• 大きな音量で長時間ヘッドフォンを使用しないでください。聴覚
障害の原因になります。

大きくなる小さくなる

前面

ステレオ標準
フォーンプラグ

注意

ペダルを接続する(サステインペダル)

• フットスイッチ/フットペダルを踏んだまま楽器の電源を入れない
でください。フットスイッチ/フットペダルのオン/オフが逆転し
ます。
• フットスイッチ/フットペダルのケーブルの抜き差しは、電源を
切った状態で行なってください。

FC4

NOTE
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別売のペダルユニットLP-255を接続すると、3本ペダル
を使って演奏できます。ペダルユニットは、必ず別売の専
用スタンドL-255に取り付けてお使いください。 

ダンパーペダル(右のペダル)
ペダルを踏んでいる間、鍵盤から指を離しても音を長く響
かせることができます。ペダルを踏み込むほど音が長く伸
びます(ハーフペダル対応)。

ダンパーレゾナンス
グランドピアノでダンパーペダルを踏んだ際の、弦どうしの共振
状態を再現する機能です。ダンパーレゾナンスのかかり具合につ
いては、ファンクション「F5.2」(43ページ)で設定できます。

ソステヌートペダル(まん中のペダル)
このペダルを踏んだときに押さえていた鍵盤の音だけを、
鍵盤から指を離してもペダルを踏んでいる間鳴り続けさ
せます。ペダルを踏んだ状態で弾いた音に対しては機能し
ないので、「和音を長く鳴らしながらメロディーをス
タッカートで弾く」といったことができます。

ソフトペダル(左のペダル)
このペダルを踏んだあとに弾いた鍵盤の音量をわずかに下
げ、音の響きを柔らかくします。ペダルを踏んでいる間は
効果が持続します。ペダルを踏んだときに押さえていた鍵
盤の音には効果はかかりませんので、効果をかけたい音を
弾く直前にペダルを踏みます。

まん中のペダルと左のペダルのスタート/ストップ機能切り替え
ファンクション「F5.1」(43ページ)でまん中のペダルか左のペ
ダルをパネルの[PLAY/STOP]と同じ機能に切り替えることがで
きます。

別売のペダルユニットを使う

• フットペダルユニットのケーブルの抜き差しは、電源を切った状
態で行なってください。

ペダルユニット
LP-255
(別売)

専用スタンド
L-255
(別売)

NOTE

ここでダンパーペダルを踏むと、
このとき押さえていた鍵盤とその
あと弾いた音すべてが長く響く

• Jazz Organの音色を選ぶと、左ペダルは、ロータリースピーカー
の回転の速い/遅いを切り替える機能に変わります。

ここでソステヌートペダルを踏むと、
このとき押さえていた鍵盤の音だけ
が、ペダルを踏んでいる間響く

NOTE
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音色を選んで弾く

鍵盤を弾いたときに鳴る楽器音(ピアノやオルガンなど)を
選びます。

1 音色ボタンを押して、音色を選ぶ
選んだ音色ボタンを繰り返し押すごとに、音色が切り
替わります。「音色一覧」(51ページ)をご参照くださ
い。

VOICE(ボイス)=音色

2 鍵盤を弾いてみましょう

音色の特徴をつかむために、音色ごとのデモ曲を聞いてみ
ましょう。音色デモ曲の曲名については、「音色デモ曲一
覧」をご参照ください。

音色デモ曲一覧

• 上記デモ曲は、原曲を編集/抜粋したものです。その他のデモ曲は、ヤマハのオ
リジナルです。(© 2013 Yamaha Corporation)

1 [DEMO
デモ

]ボタンを押して、再生をスタート
する
Grand Pianoの曲の再生がスタートします。その後、
再生をストップするまで順番に別の音色のデモ曲が連
続して再生されます。
デモ曲の再生中に、聞きたいデモ曲の音色ボタンを押
すと、デモ曲を切り替えられます。

2 [PLAY/STOP
プレイ /ストップ

]ボタンまたは[DEMO]ボ
タンを押して、再生をストップする

音色を選ぶ

• 音色ボタンを押すと、前回選んだ音色が表示されます。
• タッチにより音の強弱を付けることができますが、音色に
よっては音の強弱が付かないものがあります。「音色一覧」
(51ページ)をご覧ください。

NOTE

音色デモ曲を聞く

音色
ボタン 画面 音色名 曲名 作曲者

[PIANO] GP3
バラード
グランド

6つの小品 第2番 
間奏曲 op.118-2

J. ブラー
ムス

[ORGAN]

or3
パイプ
オルガン
プリンシパル

オルガン小曲集 
「神のひとり子なる
主キリスト」 BWV.601

J. S. 
バッハ

or4
パイプ
オルガン
トゥッティ

トリオ ソナタ 第6番 
BWV.530

J. S. 
バッハ

[CLV./
VIB.]

CL1
ハープシ
コード8

チェンバロ協奏曲 
第7番 BWV.1058

J. S. 
バッハ

CL2
ハープシ
コード
8'+4'

フランス組曲 第5番 
ジーグ BWV.816

J. S. 
バッハ

• 録音モード(25ページ)やファイル操作モード(30ページ)の
ときはデモ曲モードに入れません。

• デモ曲の再生データはMIDI送信されません。また、デモ曲
モードではMIDI受信を行ないません。

• デモ曲では、テンポの調節(22ページ)や「パート再生」(23
ページ)、「繰り返し再生」(23ページ)はできません。

NOTE

NOTE

NOTE

本編
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2種類の音色を同時に重ねて鳴らす機能です。2つの異な
る系統の音色を重ねて、厚みのある音色を作ります。

1 音色ボタンを押して、重ねたい2つの音色を
選ぶ
選んだ音色が呼び出された状態になります。
音色の選び方は13ページをご覧ください。

2 デュアルモードに入る
選んだ2つの音色ボタンを同時に押して、2つの音色
ボタンのランプを点灯させます。

第1音色/第2音色
重ねる2つの音色のうち、左側の音色ボタンで設定す
る音色を第１音色、右側のボタンで設定する音色を第
2音色といいます。

デュアルのときのオクターブ設定、音量バランス、リ
バーブ/エフェクトのかかり具合やタイプは、音色の
組み合わせごとに最適な値が自動的に選ばれますが、
ファンクション(42ページ)で変更することもできま
す。第1音色/第2音色それぞれ設定できます。

3 デュアルモードを抜ける
新たに1つの音色ボタンを押すとデュアルモードを抜
け、元の演奏状態に戻ります。

鍵盤全体を左右の領域に分け、別々の音色で演奏すること

ができます。左の領域でWOOD BASS
ウッドベース

や E.BASS
エレクトリックベース

など
の音色でベースパートを、右の領域でメロディーパートを
演奏したりすることができます。

1 スプリットモードに入る
[SPLIT]ボタンを押して、ランプを点灯させます。

この時点で、左側音色に初期設定の音色[WOOD 
BASS]が選ばれます。

2 スプリットポイント(2音色の境め)を決める
[SPLIT]ボタンを押したまま、スプリットポイントに
したい鍵盤を押します。または、[SPLIT]ボタンを押
したまま、[－/NO]/[＋/YES]ボタンを必要な回数、
押します。
[SPLIT]ボタンを押したまま、[－/NO]と[＋/YES]ボ
タンを同時に押すと初期設定のF#2に戻ります。

[SPLIT]ボタンを押している間は画面にスプリットポ
イントの鍵盤名が表示されます。

スプリットポイントの鍵盤名表示の例

2つの音色を重ねる(デュアル)

• 1つの音色ボタンの2音色(Grand PianoとLive Grandなど)
を重ねて鳴らすことはできません。
• デュアルとスプリットは同時に使えません。

• デュアルの2つの音色をボタンを押したまま[FUNCTION]ボ
タンを押して、ファンクションの「F3.1」(42ページ)を呼
び出すこともできます。

NOTE

第1音色 第2音色

NOTE

鍵域を左右に分けて別々の2つの音

色で弾く[SPLIT
スプリット

]

• スプリットとデュアルは同時に使えません。

• スプリットポイント自体の鍵盤は、左側に属します。
• スプリットポイントはファンクション「F4.1」(43ページ)
でも設定できます。

NOTE

F#2(初期設定)

A-1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

NOTE

F 2 F~2 E_2
#を表します。 bを表します。

F2 F#2 Eb2
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3 右側の音色を決める
演奏したい音色ボタンを押します。

4 左側の音色を決める
[SPLIT
スプリット

]ボタンを押したまま、演奏したい音色ボタン
を押します。([SPLIT]ボタンを押している間は左側の
音色ボタンのランプが点灯します。)

鍵盤を弾いて音を出してみましょう。

スプリットのときのオクターブ設定、音量バランス、
リバーブ/エフェクトのかかり具合やタイプは、音色
の組み合わせごとに最適な値が自動的に選ばれますが、
ファンクション(43ページ)で変更することもできま
す。右側/左側それぞれ設定できます。

5 スプリットモードを抜ける
[SPLIT]ボタンを押して、ランプを消灯させます。

演奏音に、コンサートホールで弾いたような残響音(リ
バーブ)を加えます。音色を選ぶと、その音色に最適なリ
バーブが自動的に設定されますが、自分でリバーブの種類(
リバーブタイプ)や深さを設定できます。

リバーブタイプの設定
[REVERB]ボタンを一度押すと、現在のリバーブタイプが
表示されます。そのあと[REVERB]ボタンを押すごとにリ
バーブタイプが切り替わります。

リバーブタイプリスト

リバーブの深さの設定
[REVERB]ボタンを押したまま、[－/NO]/[＋/YES]ボタ
ンを押すと、値が変わります。

• 設定範囲：0(効果なし)～20(効果最大)

[REVERB]ボタンを押したまま、[－/NO]と[＋/YES]ボ
タンを同時に押すと、その音色の初期設定に戻ります。

音に残響を付ける[REVERB
リバーブ

]

画面 タイプ 説明

rt1 ルーム 狭い部屋の中にいるような響きになりま
す。

rt2 ホール1 小さいコンサートホールにいるような響き
になります。

rt3 ホール2 大きいコンサートホールにいるような響き
になります。

rt4 ステージ ステージにいるような響きになります。

OFF オフ

リバーブはかかりません。[REVERB]ラ
ンプが消灯します。
Grand Piano、Live Grand、Ballad 
Grand、Bright Grandの音色ではリバー
ブがオフの場合でもピアノの響板の響きを
残すようになっています。
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音に効果を加えます。音色を選ぶと、その音色に最適なエ
フェクトが自動的に設定されますが、自分でエフェクトの
種類や深さを設定できます。

エフェクトタイプの設定
[EFFECT]ボタンを一度押すと、現在のエフェクトタイプ
が表示されます。そのあと[EFFECT]ボタンを押すごとに
エフェクトタイプが切り替わります。

エフェクトタイプリスト

エフェクトのかかり具合を変える
[EFFECT]ボタンを押したまま、[－/NO]/[＋/YES]ボタ
ンを押すと、値が変わります。

• 設定範囲：0(効果なし)～20(効果最大)

[EFFECT]ボタンを押したまま、[－/NO]と[＋/YES]ボ
タンを同時に押すと、初期設定に戻ります。

弾く鍵盤を変えずに、ほかの楽器や歌う人の声の高さに
キー (調)を合わせたり、演奏する曲や再生する曲を移調(=
トランスポーズ)したりできます。トランスポーズは半音
単位で設定できます。たとえばトランスポーズ量を「5」
に設定すると、「ド」の鍵盤を弾いたときに「ファ」の音
が出ることになり、「ハ長調」の弾きかたで「ヘ長調」の
演奏になります。

トランスポーズ量を設定する
[TRANSPOSE]ボタンを押したまま、[－/NO]/
[＋/YES]を押して、半音単位でトランスポーズ量を設定
します。[TRANSPOSE]ボタンを押したまま、[－/NO]
と[＋/YES]ボタンを同時に押すと、初期設定(0)に戻りま
す。

• 設定範囲：－12(－1オクターブ)～0(標準の音の高さ)～
12(＋1オクターブ)

トランスポーズをオン/オフする
[TRANSPOSE]ボタンを押すごとに、トランスポーズの
オン/オフが切り替わります。ランプが点灯したときがオ
ンです。オフのときやトランスポーズ量が0のときは、ラ
ンプは点灯しません。

音に効果を付ける[EFFECT
エフェクト

]

画面 タイプ 説明
Et1 コーラス 広がり感を付けます。
Et2 フェーザー うねりを持たせます
Et3 トレモロ 音量を揺らします。

Et4
ロータリー
スピーカー

ロータリースピーカー (回転スピーカー )
を使っているようなビブラート感が得られ
る効果です。

OFF オフ エフェクトはかかりません。[EFFECT]ラ
ンプが消灯します。

キー (調)を変える[TRANSPOSE
トランスポーズ

]

• オーディオソング再生音はトランスポーズされません。

5
トランスポーズ量

NOTE
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楽器全体の音の高さを微調整する機能です。合奏のとき
や、CDの再生に合わせて演奏するときなど、ほかの楽器
やCDの再生音などと音の高さを正確に合わせたい場合に
使います。

設定は、ファンクション「F1」で行ないます。詳しくは
41ページをご覧ください。

鍵盤を弾く強さを変えたときの、音の強弱の付き方(タッ
チ感度)を設定します。(鍵盤の重さ自体は変わりません。)

設定は、ファンクション「F6.8」で行ないます。詳しく
は44ページをごらんください。

イコライザー (EQ)とは、音を周波数帯域(バンド)に分け
て、各帯域のレベル(ゲイン)を上げ/下げすることで、音
質を補正する機能です。この楽器には、3つの[EQ]スライ
ダーが搭載されており、それぞれのスライダーで楽器全体
の音質を簡単に調節できます。

• LOW(ロー ) ....... 低音域の音質を調節
• MID(ミッド)...... 中音域の音質を調節
• HIGH(ハイ) ....... 高音域の音質を調節

スライダーを上げると、各バンド(LOW/MID/HIGH)の音
質が強調され、下げるとカットされます。

• 音の太さやパンチの効き方を調節したい場合はLOWの
スライダーを上げ/下げしてみましょう。   
• 音のクリアさや抜けの良さを調節したい場合はMIDのス
ライダーを上げ/下げしてみましょう。   
• 音の明るさやきらびやかさを調節したい場合はHIGHの
スライダーを上げ/下げしてみましょう。 

音の高さを微調整する(チューニング)

タッチ感度を変える

音質を補正する[ EQ
イコライザー

]

• オーディオソング再生音、AUX INのからの音には、効果がかかり
ません。

NOTE
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楽器の音量感をアップさせる機能です。強音だけでなく弱
音までよりはっきり聞かせたい場合に使います。ほかの楽
器とのセッションやアンサンブル時に、音色の表現力を維
持したまま、自分の音を引き立たせて演奏できます。

[SOUND BOOST]ボタンを押すごとに、オン/オフが切
り替わります。オンにするとランプが点灯します。

サウンドブーストタイプの設定
[SOUND BOOST]ボタンを押したまま、[－/NO]/
[＋/YES]ボタンを押すと、サウンドブーストタイプが切
り替わります。
[SOUND BOOST]ボタンを押したまま、[－/NO]と
[＋/YES]ボタンを同時に押すと、初期設定に戻ります。

• 設定範囲：1(効果最小)～3(効果最大)
• 初期設定：2

サウンドブーストタイプリスト

• ライブなど他の楽器と一緒に演奏したいときは
　......................................................... →36ページ参照
• 弾き語りをしたいときは............... →38ページ参照

パネルロック機能を使うとパネル操作を一時的に無効に
し、演奏中の誤操作によるトラブルを防ぐこと
ができます。

1 パネルをロックする
[EFFECT

エフェクト

]ボタンと[SOUND BOOST]ボタンを同時
に押します。[ ](スタンバイ/オン)スイッチ以外の
ボタン操作ができなくなります。
パネルロック中は、画面は「---」の表示になります。

パネルロック中

2 パネルロックを解除する
もう一度[EFFECT]ボタンと[SOUND BOOST]ボタ
ンを同時に押します。パネルロックが解除されます。
画面は、ソング番号またテンポ表示になります。

より音量感のあるサウンドで演奏す

る[SOUND BOOST
サウンドブースト

]

画面/タイプ 説明

1
音の粒立ちがはっきりとします。明るい曲のソロ
演奏などにおすすめです。

2
１よりもさらに粒立ちがはっきりとして、クリア
な音になります。弾き語りなどにおすすめです。

3
２よりもさらに明るく力強い音になり、アタック
がより際立ちます。バンド演奏などにおすすめで
す。

• 音にもっと効果をつけたい場合は、EQ(イコライザー )を活用して
みましょう(17ページ)。

NOTE

パネル操作をロックする

• パネルロック機能は、[ ](スタンバイ/オン)スイッチ、
[MASTER VOLUME]スライダー、[EQ]スライダー、ペダ
ル(ペダルユニット、サステインペダル)には有効ではありま
せん。

NOTE



P-255　取扱説明書 19

本　
　

編

メトロノームを使う[METRONOME
メトロノーム

]
この楽器は、メトロノーム(ピアノの練習でよく使われる正確なテンポを刻む道具)を備えています。

1 メトロノームを鳴らす
[METRONOME]ボタンを押すと、メトロノームが鳴
ります。

テンポの調節

[TEMPO
テンポ

]ボタンを押したまま、[－/NO] または
[＋/YES]ボタンを押してテンポ値(5～500〔1分間
の拍数〕)を変えます。[TEMPO]ボタンを押したま
ま、[－/NO]と[＋/YES]ボタンを同時に押すと初期
設定(120)に戻ります。

拍子の設定
[METRONOME]ボタンを押している間は画面に拍子
が表示されます。
[METRONOME]ボタンを押したまま、[－/NO]/
[＋/YES]ボタンを押して拍子(0～15)を設定します。
たとえば4拍子の場合は「4」に設定します。
1拍目に｢チーン｣と鳴りその他の拍では｢カチ｣と鳴り
ます。
0に設定したときは｢チーン｣と鳴らずに、すべての拍
で｢カチ｣と鳴ります。
[METRONOME]ボタンを押したまま、[－/NO]と
[＋/YES]ボタンを同時に押すと、初期設定(0)に戻り
ます。

2 メトロノームを止める
[METRONOME]ボタンを押すと、メトロノームは止
まります。

• メトロノームの音量はファンクション「F6.1」で設定できま
す。詳しくは44ページをご覧ください。

• MIDIソングを選んだ場合のテンポや拍子(21ページ)
MIDIソングは、テンポや拍子の初期設定が、ソングごとに異
なります。MIDIソングを再生すると、ここでの設定はキャン
セルされ、選択したソング固有のテンポや拍子に切り替わり
ます。

メトロノームが鳴って
いる間、テンポに合わ
せて点滅します。

120.

NOTE

拍子

0

NOTE
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リズムを鳴らす[RHYTHM
リズム

]
この楽器には、10種類のリズムを内蔵しており、自分の演奏にあわせて鳴らすことができます。

1 リズムを鳴らす
[RHYTHM]ボタンを押すと、リズムがスタートしま
す。
ファンクション「F5.7」(44ページ)でイントロ設定
がオンになっている場合、イントロが流れてからメイ
ンのリズムがスタートします。

テンポの調節

[TEMPO
テンポ

]ボタンを押したまま[－/NO] または
[＋/YES]ボタンを押して、テンポ値(5～500〔1分
間の拍数〕)を変えます。[TEMPO]ボタンを押したま
ま[－/NO]と[＋/YES]ボタンを同時に押すと初期設
定(120)に戻ります。

2 リズムを止める
もう一度[RHYTHM]ボタンを押すと、リズムが停止
します。
ファンクション「F5.8」(44ページ)でエンディング
設定がオンになっている場合、エンディングが流れて
リズムが停止します。

リズムを選ぶ
[RHYTHM]ボタンを押している間は画面にリズムパター
ンの番号が表示されます。リズムパターンについては、
「リズム一覧」をご参照ください。

[RHYTHM]ボタンを押したまま[－/NO] または
[＋/YES]ボタンを押して、リズムパターン(1～10)を選
びます。

[RHYTHM]ボタンを押したまま[－/NO]と[＋/YES]ボタ
ンを同時に押すと初期設定(１)に戻ります。

リズム一覧

• リズムはメトロノームと同時に鳴らすことはできません。

• リズムの音量はファンクション「F6.2」で設定できます。詳
しくは44ページをご覧ください。

120.
リズムが鳴っている間、
テンポに合わせて点滅
します。

NOTE

NOTE

リズムパターン リズム名
1 8ビート 1
2 8ビート 2
3 16ビート 1
4 16ビート 2
5 シェイク
6 12/8
7 シャッフル
8 スイング
9 ボサノバ
10 ジャズワルツ
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曲(ソング)を再生する
この楽器では、内蔵曲や録音した曲、市販の曲データを総称して「ソング」と呼んでいます。この楽器で再生できるソング

には、MIDI
ミ デ ィ

ソングとオーディオソングの2種類があります。

ソングカテゴリーリスト

* USBフラッシュメモリーを接続しているときのみ画面に表示されます。
** 対象データがない場合は表示されません。

ユーザーソングと外部ソング
この楽器で録音したソングを「ユーザーソング」といいます。こ
の楽器以外で作られたソングを「外部ソング」といいます。
USBフラッシュメモリーでは、「USER FILES」フォルダー内の
ソングは、ユーザーソングとして扱われます。「USER FILES」
フォルダー以外にあるソングは、外部ソングとして扱われます。
この楽器でUSBフラッシュメモリーにソングを録音すると、
「USER FILES」フォルダーが自動的に作成され、このフォル
ダーにユーザーソングが保存されます。

この楽器で再生できるソングのデータ形式

SMF(Standard MIDI File
スタンダード　ミディ　ファイル

)フォーマット0と1
MIDIソングの代表的なフォーマットです。この楽器で録音した
MIDIソングはSMFフォーマット0で保存されます。

WAVフォーマット(.wav)
一般にコンピューターで使われるオーディオ(音声)データの記録
方式のひとつです。この楽器では、44.1kHz、16bitのステレオ
WAVファイルが再生できます。この楽器で録音したオーディオソ
ングはこの形式で保存されます。

1 [SELECT
セレクト

]ボタンを押して、ソングカテゴ
リーを選ぶ
画面には、(Aud)→(Sng)→USr→PrE→(Aud)
→の順に表示されます。
ソングカテゴリー AudとSngは、USBフラッシュ
メモリーを接続しているときのみ画面に表示されます。
外部ソング(001～)を再生したい場合は、そのソング
が入ったソングカテゴリーを選んでください。

2 [＋/YES
イエス

]または[－/NO
ノー

]ボタンを押して
ソング番号、または「rnd」(ランダム)、
「ALL」(オール)を選ぶ
外部ソング(001～)を表示するには、[＋/YES]と
[－/NO]ボタンを同時に押してください。(データがな
い場合は表示されません)。

•ソング番号............聞きたいソングを１曲指定して再
生します。

•rnd(ランダム) ..選んだソングカテゴリー内のすべ
てのソングを順不同に連続再生し
ます。

•ALL(オール)......選んだソングカテゴリー内のすべ
てのソングを順番に連続再生しま
す。

MIDIソングとオーディオソング
MIDIソングは、鍵盤を押す/離すといった演奏の動きを記録したデータです。楽譜と同じように、どの鍵盤をどのくらいの強さでどの
タイミングで弾いた、といった演奏情報が記録され、音そのものは記録されません。記録された演奏情報にもとづいて、(電子ピアノ
などの)音源部が鳴ることではじめて音になります。データ容量が小さく、また、音色の変更などの編集がしやすいのが特長です。
オーディオソングは、演奏した音そのものを記録したデータです。カセットテープやボイスレコーダーなどに録音するのと同じしくみ
で記録したものです。携帯音楽プレーヤーなどでも再生できるので、ほかの人に自分の演奏を聞いてもらうことが手軽にできます。

この楽器で再生できるソング

ソングカテゴリー ソング番号 説明

Aud*

USBフラッ
シュメモリー
に保存した
オーディオソ
ング

A.00～A.99
この楽器で録音したユーザー
ソングです(25ページ)。

001～999**
市販のオーディオソングやコ
ンピューターで編集した外部
ソングです。

Sng*
USBフラッ
シュメモリー
に保存した
MIDIソング

S.00～S.99
この楽器で録音したユーザー
ソングです(25ページ)。

001～999**
市販のMIDIソングやコン
ピューターで編集した外部ソ
ングです。

USr
楽器本体に保
存したMIDI
ソング

U.00～U.09
この楽器本体に録音したユー
ザーソングです(25ページ)。

001～700**

市販のMIDIソングやコン
ピューターで編集したMIDIソ
ングを、コンピューターから
この楽器本体へ転送した外部
ソングです。

PrE
プリセットソ
ング(MIDIソ
ング)

P.01～P.50

この楽器に内蔵されているピ
アノソング50曲です。
付属の「ピアノで弾く名曲
50選」に楽譜が掲載されて
いますのでご活用ください。

ソングを再生する

USBフラッシュメモリーに入っているソングを再生したい場
合は、「USBフラッシュメモリーの取り扱いについて」(30
ページ)を読み、USBフラッシュメモリーを[USB TO 
DEVICE]端子に接続してから下記手順に従ってください。

• USBフラッシュメモリー内のソングを選ぶとき、保存されて
いるフォルダー数によっては、画面が表示されるまで時間が
かかる場合があります。

• ソングのデータがある場合は、[RIGHT] [LEFT]ボタンの片
方または両方のランプが点灯します。

NOTE

NOTE
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3 [PLAY/STOP
プレイ /ストップ

]ボタンを押して再生をス
タートさせる
スタート後、画面に再生中の小節番号(MIDI

ミディ

ソングの
場合)または再生時間(オーディオソングの場合)が表示
されます。

再生しながら演奏することもできます。手弾き音の音
色も変えられます。

再生できない場合
ソングを選んだときに、[RIGHT

ライト

][LEFT
レフト

]ボタンのラン
プが両方とも消灯している場合は、そのソング番号に
はデータがありません。この場合、ソングは再生でき
ません。

再生音量の設定(MIDIソング/オーディオソング)

ソング再生中に、[FUNCTION]ボタンを押すと再生音
量の表示になり、[－/NO]/[＋/YES]ボタンを押して、
設定することができます。

テンポの調節(MIDIソングのみ)

[TEMPO
テンポ

]ボタンを押したまま[＋/YES]または
[－/NO]ボタンを押してテンポを変更します。テンポ
を元に戻す場合は、[TEMPO]ボタンを押したまま
[＋/YES]と[－/NO]ボタンを同時に押します。

巻き戻し/早送り
再生中に、[＋/YES]または[－/NO]ボタンを押すと、
ボタンを押している間、巻き戻し/早送りします。

4 もう一度[PLAY/STOP]ボタンを押して再
生をストップする
手順2で特定のソング番号を指定した場合は、1曲の
再生が終了と同時にストップします。

ソング再生中のリバーブ/エフェクト(MIDIソング)
リバーブやエフェクトは、別のソングを選ぶと(または、
連続再生で別のソングがスタートすると)、自動的にそのソ
ングに合ったものに変わります。

この楽器にはない音色を含むMIDIソングを再生する
場合
この楽器に入っていない音色を含むMIDIソング(XGやGM
ソングなど)を再生すると、本来の音色が再現されません。
この場合、ファンクション「F7.3」(45ページ)でソング
再生チャンネルを「1&2」に設定すると、3～16チャン
ネルが消音されるため、1～2チャンネルがピアノ音であ
れば、本来のソングの音を再現できます。

USBフラッシュメモリーに保存された外部ソングが
読み込めない場合
ファンクション「F8.5」(47ページ)で、文字種を切り替
えてみてください。

• メトロノームやリズムを鳴らしながら再生することもできま
す。再生をストップすると、メトロノームやリズムも同時に
止まります。MIDIソングの場合、録音されたリズムではな
く、現在選ばれているリズムが再生されます。オーディオソ
ングの場合、録音されたリズムと現在のリズムの両方が再生
されます。

1. 2.

MIDIソングの場合

オーディオソングの場合

分を表わします。
10分以上の場合、
10の位が省略さ
れます。

秒を表わします。

0.01 0.02
再生時間

小節番号

NOTE
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右手または左手パートだけを再生する(MIDI
ミディ

ソング)
プリセットソングなどのMIDIソングには、データが右手
パートと左手パートに分かれているものがあります。この
ようなソングデータの場合、右手パートだけをオンにして
左手の練習を、左手パートだけをオンにして右手の練習が
できるので、順序立てて練習を進められます。

1 一方のパートの再生をオフにする
ソングを選ぶと、[RIGHT

ライト

](右手)と[LEFT
レフト

](左手)のラ
ンプが両方とも点灯するので、オフにしたい(練習した
い)方のパートのボタンを押して、ランプを消灯させま
す。それぞれのボタンは、押すごとに再生のオン/オ
フが切り替わります。

2 再生をスタートさせる
[PLAY/STOP

プレイ /ストップ

]ボタンを押すと再生がスタートしま
す。
再生パートはお手本として聞き、再生をオフにした
パートは自分で弾きます。

3 再生をストップする
ソングの再生が終了すると、自動的にストップし、ソ
ングの先頭に戻ります。
再生途中でストップしたい場合は、[PLAY/STOP]ボ
タンを押します。 

繰り返し再生する(MIDIソング)
MIDIソングは、1曲内のある範囲を指定して繰り返し再生
することができます。難しいフレーズを繰り返し練習する
ときなどに便利です。上記のパート別再生の機能と同時に
使うこともできます。

1 ソング再生をスタートさせ、繰り返しの始ま
り(A点)と終わり(B点)を指定する
選曲し、再生をスタートします。聞きながら、始まり

(A点)にしたいところで、[FUNCTION
ファンクション

]ボタンを押し
たまま[PLAY/STOP]ボタンを押します。
画面に「A- 」と表示され、始まり(A点)が設定され
ます。

続いて、終わり(B点)にしたいところでもう一度
[FUNCTION]ボタンを押したまま[PLAY/STOP]ボ
タンを押します。
画面に「A-b」と表示され、終わり(B点)が設定され
ます。
同時に、A点に戻って繰り返し再生が自動的にスター
トします。

2 再生をストップする
[PLAY/STOP]ボタンを押すと、A点、B点の設定を
保ったまま再生がストップします。 

A点、B点の設定を解除するには
もう一度[FUNCTION]ボタンを押したまま[PLAY/
STOP]ボタンを押すと、A点/B点の設定は解除され
ます。また、別のソングを選ぶことでも設定は解除で
きます。

再生に関する便利な機能

• 再生中でも、パートごとの再生オン/オフを切り替えられま
す。
• 別のソングを選ぶと、自動的に両パートとも再生オンにリ
セットされます。
• [RIGHT]に右手パートとリズムパートが入っている場合、
別々に再生をオフすることはできません。

NOTE

• リズムを鳴らすとA点/B点の設定は解除され、繰り返し再生
はできなくなります。
• 繰り返し再生中に[FUNCTION]ボタンを押すとMIDIソング
再生音量の設定になります(22ページ)。解除するには、もう
一度[FUNCTION]ボタンを押します。

• 曲の先頭から繰り返しを始めたいときは
再生をスタートする前に、[FUNCTION]ボタンを押したまま
[PLAY/STOP]ボタンを押して始まり(A点)を設定します。
• 曲の終わりをB点に設定したいときは
A点を設定したあとで曲の終わりまで再生すると、曲の終わ
りが自動的にB点に設定されます。
• B点からA点に戻るとき
繰り返し再生でB点に到達すると、タイミングをとるために
タクト音が鳴ってからA点に戻り、再生を続けます。

NOTE

NOTE
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弾くと同時に再生をスタートする(シンクロスタート)
鍵盤を弾くと同時に再生をスタート(シンクロスタート)す
ることができます。

[PLAY/STOP
プレイ /ストップ

]ボタンを1秒間押し続けるとシンクロス
タート待機状態になります。[PLAY/STOP]ボタンのラン
プがソングのテンポに合わせて点滅します。
(シンクロスタートを解除するには、再び[PLAY/STOP]
ボタンを1秒間押します。)
このあと鍵盤を弾くと、同時に再生もスタートします。

ペダルで再生/停止する
別売のペダルユニット(12ページ参照)を接続すると、ファ
ンクション「F5.1」(43ページ)でまん中のペダルか左のペ
ダルの機能を再生/停止(パネルの[PLAY/STOP]ボタンと
同じ機能)に切り替えることができます。
鍵盤を弾きながら、ソングを再生/停止したいときに便利
です。

• シンクロ=同時の、同時に起こる
NOTE
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演奏を録音する
この楽器では、下記2通りの録音ができます。用途に合った方式で演奏を録音してみましょう。

MIDI
ミディ

録音
録音した演奏をMIDIソング(SMFフォーマット0)として、楽器本体またはUSBフラッシュメモリーに保存します。2つの
パートを別々に録音できるので、右手と左手を個別に録音したり、連弾曲を1パートずつ録音して、1曲を完成したりでき
ます。また、録音後に、1パートだけ録音し直したり、音色やテンポなどを変えたりできます。
この楽器には、10曲まで録音できます。

オーディオ録音
録音した演奏をオーディオソングとしてUSBフラッシュメモリーに保存します。録音パートを指定しない録音です。一般的
なCD音質(44.1kHz/16bit)のステレオWAV形式で保存されるので、コンピューターを使って携帯音楽プレーヤーなどに
転送して再生できます。録音可能時間はUSBフラッシュメモリーの容量によって異なります。この楽器が対応可能な録音時
間は、1回の録音につき80分までです。

1 必要に応じて、USBフラッシュメモリーを

[USB TO DEVICE
ユーエスビー　トゥー　デバイス

]端子へ接続する
MIDIソングの録音先は、楽器本体またはUSBフラッ
シュメモリーで、オーディオソングの録音先は、USB
フラッシュメモリーのみです。USBフラッシュメモ
リーに録音したい場合は、ご使用になる前に「USBフ
ラッシュメモリーの取り扱いについて」(30ページ)を
お読みください。

2 録音方法を選ぶ
●MIDI録音したい場合
「USr」(この楽器本体の内部メモリーに保存)または、
「Sng」(USBフラッシュメモリーに保存)が表示され

るまで、[SELECT
セレクト

]ボタンを押します。

●オーディオ録音したい場合
「Aud」(USBフラッシュメモリーに保存)が表示され
るまで、[SELECT]ボタンを押します。

3 [＋/YES]または[－/NO]ボタンを押して、
録音先のソング番号を選ぶ
•U.00～U.09 .......この楽器本体の内部メモリー内の

ユーザーソング(MIDI)
•S.00～S.99 .......USBフラッシュメモリー内のユー

ザーソング(MIDI)
•A.00～A.99 .......USBフラッシュメモリー内のユー

ザーソング(オーディオ)

録音先を指定せずに録音モードに入った場合は、その
時点で選ばれていたソングに録音されます。ただし外
部オーディオソングが選ばれていた場合は、「A.**」
が、外部MIDIソングの場合は、「U.**」が選ばれます。
プリセットソングが選ばれていたときも、「U.**」が録
音対象になります。すでに録音済のソング番号を選ん
でいた場合、上書きされますのでご注意ください。

パートボタンのランプについて

●MIDI録音の場合
録音済みのデータがある場合は、[RIGHT] [LEFT]ボ
タンの片方または両方のランプが点灯します。

●オーディオ録音の場合
パートの区別はありません。

パートを指定せずに録音する(MIDI
録音/オーディオ録音)

• ソング再生中(21ページ)、ファイル操作中(30ページ)は、
録音できません。

MIDIソングとして楽器本体の
内部メモリーに保存する場合

MIDIソングとしてUSBフラッ
シュメモリーに保存する場合

SngUSr

オーディオソングとして
USBフラッシュメモリーに
保存する場合Aud

両方のランプが点灯(緑)：データあり

両方のランプが消灯：データなし

NOTE

• 録音するとそれまでの録音データは消えますのでご注意くだ
さい。

消灯：データなし

点灯(緑)：データあり

両方のランプが点灯(緑)：データあり

両方のランプが消灯：データなし

注記
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4 録音に使う音色や拍子などの設定をする
音色ボタンを押して録音に使う音色を選びます(13
ページ)。必要に応じて拍子(19ページ)やエフェクト
(16ページ)などもここで選んでください。

5 [REC
レコード

]ボタンを押して、録音モードに入る
MIDI録音の場合は、[REC]と[RIGHT]のランプが、
オーディオ録音の場合は、[REC]と[RIGHT][LEFT]の
ランプが点滅します。また、[PLAY/STOP]のランプ
がテンポに合わせて点滅します。
録音を中止する場合は、[REC]ボタンを押します。

●MIDI
ミディ

録音の場合

●オーディオ録音の場合

6 録音をスタートする
鍵盤を弾く、または[PLAY/STOP]ボタンを押して録
音をスタートさせます。リズムパートを録音したい場
合は、[RHYTHM]ボタンを押して録音をスタートさせ
ます。

●MIDI録音の場合
録音中、画面には小節番号が表示されます。

●オーディオ録音の場合
録音中、画面には録音の経過時間が表示されます。

7 [PLAY/STOP
プレイ /ストップ

]または[REC]ボタンを押し
て録音をストップする
録音をストップすると、｢-｣が流れて表示され保存中で
あることを示します。保存が終わると、「End」が表
示されたあと、ソング番号が表示され、録音モードは
自動的に解除されます。

8 [PLAY/STOP]ボタンを押して、録音した
演奏を再生する

再生をストップするには、もう一度[PLAY/STOP]ボ
タンを押します。

• リズム(20ページ)を鳴らしながら録音もできます。リズム
パートは、[RIGHT]パートに保存されます。
• メトロノーム(19ページ)を使いながら録音することもできま
すが、メトロノームの音は録音されません。
• オーディオ録音の場合、[EQ]スライダーと[SOUND 
BOOST]の設定によっては、録音した演奏データがひずむこ
とがあります。

• 本体内部メモリーやUSBフラッシュメモリーの空き容量が少
ない場合は、[REC]ボタンを押したあとに「Enp」と表示さ
れます。この場合、録音はスタートできますが、録音途中で
記憶容量がいっぱいになるおそれがあります。あらかじめ不
要なファイルを削除(33ページ)して、空き容量を確保するこ
とをおすすめします。

NOTE

NOTE

1. 2.
小節番号

分を表わします。
10分以上の場合、
10の位が省略さ
れます。

秒を表わします。

0.01. 0.02.
経過時間

• オーディオ録音の場合、AUX IN端子からの入力音も録音さ
れます。

• ｢-｣が流れて表示されているときに、電源を切ったりUSBフ
ラッシュメモリーを抜いたりしないでください。外部ソング
を含むすべてのソングデータ(21ページ)が消去されるおそ
れがあります。

• 録音中に空き容量が無くなってしまった場合、画面に
「FUL」と表示され、録音が自動的にストップします。それ
までの演奏データは、録音され残ります。

NOTE

注記

NOTE
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MIDI録音では、2つのパートを個別に録音できます。

1 録音の準備をする
「パートを指定せずに録音する」(25ページ)の手順1
～3をご参照ください。
録音済みのパートがある場合は、そのパートを再生さ
せながらもう一方のパートを録音できます。録音済み
のパートの再生をオフにするには、そのパートのボタ
ンを押して緑色のランプを消灯させておきます。

2 [REC
レコード

]ボタンを押して録音モードに入る

空き容量が少ない場合、本体内部メモリーやUSBフ
ラッシュメモリーの空き容量が少ない場合は、[REC]
ボタンを押したあとに「Enp」と表示されます。この
場合、録音はスタートできますが、録音途中で記憶容
量がいっぱいになるおそれがあります。あらかじめ不
要なファイルを削除(33ページ)して、空き容量を確保
することをおすすめします。

3 録音パートを選ぶ
[RIGHT](右)または[LEFT](左)ボタンを押して、録音
したいパートのランプを点滅させます。
リズムパートを録音したい場合は、[RIGHT](右)を選
びます。

録音を中止する場合は、[REC]ボタンを押します。

もう一方のパートに既にデータがある場合
録音と同時に、このパートの再生が始まります。

4 録音をスタートする
鍵盤を弾くと同時に録音がスタートします。リズム

パートを録音したい場合は、[RHYTHM
リズム

]ボタンを押し
て録音をスタートさせます。曲の始めに空白の小節を
録音したいときは、[PLAY/STOP]ボタンを押して録
音をスタートさせます。

5 [PLAY/STOP
プレイ /ストップ

]または[REC]ボタンを押し
て録音をストップする
録音をストップすると、｢-｣が流れて表示され保存中で
あることを示します。終わると、「End」が表示され
たあと、ソング番号が表示されます。録音したパート
のランプが緑に点灯し、録音モードは自動的に解除さ
れます。

6 録音した演奏を再生する
[PLAY/STOP]ボタンを押すと、今録音した演奏が再
生されます。再生をストップするには、[PLAY/
STOP]ボタンを押します。

手順２～５の方法で、もう一方のパートも録音し、演
奏を完成させましょう。

パートを指定して録音する(MIDI
ミディ

録
音)

• 録音済みのデータがあるパートのランプは緑に点灯します。
録音するとそれまでの録音データは消えますのでご注意くだ
さい。

注記

• ｢-｣が流れて表示されているときに、電源を切ったりUSBフ
ラッシュメモリーを抜いたりしないでください。外部ソング
を含むすべてのソングデータ(21ページ)が消去されるおそ
れがあります。

注記
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録音したユーザーソングをパートごとに削除します。両
パートとも削除する場合は、「ユーザーソングを削除する」
(33ページ)をご参照ください。

1 削除するユーザーソングを選ぶ
「パートを指定せずに録音する」(25ページ)の手順1
～2をご参照ください。

2 [REC
レコード

]ボタンを押して録音モードに入る

3 [RIGHT
ライト

]または[LEFT
レフト

]ボタンを押して、
削除したいデータの入ったパートのランプを
点滅させる

●右パートを削除する場合

4 録音データを削除する
[PLAY/STOP]ボタンを押して、録音をスタートしま
す。その後、何もせずに[PLAY/STOP]ボタンを押し
て録音をストップすると、指定したパートの録音デー
タが削除され、ランプが消灯します。

必要に応じて、もう一方のパートも同じ方法で削除し
ます。

MIDI録音の場合、録音を終えたあとでも、演奏データの設
定を変更できます。たとえば、音色を変更して違った雰囲
気にしたり、適切なテンポに調節したりできます。

MIDI録音で記録されるデータの種類
MIDI録音では、下記のようなデータが記録されます。この
うち、「*」の印がついているデータは、録音後に変更する
ことができます。

パートごとに録音されるデータ
• ノートデータ(弾いた音)
• 音色*
• ペダル操作(ダンパー、ソフト、ソステヌート)
• [REVERB]のかかり具合*
• [EFFECT]のかかり具合*
• デュアルの音色*
• デュアル音量バランス*
• デュアルデチューン*
• デュアルオクターブシフト
• スプリットの音色*
• スプリット音量バランス*
• スプリットオクターブシフト
• リズム([RIGHT](右)パートのみ)

2つのパートで共通に録音されるデータ
• テンポ*
• 拍子
• [REVERB]の種類(オフも含む)*
• [EFFECT]の種類(オフも含む)*
• 音律*
• ダンパーレゾナンスのかかり具合*
• ソフトペダル効果のかかり具合*
• ストリングレゾナンスのかかり具合*
• サステインサンプリングのかかり具合*
• キーオフ音の音量*

1 設定を変更するユーザーソングを選ぶ
「パートを指定せずに録音する」(25ページ)の手順1
～2をご参照ください。

2 変更する内容(音色やリズムなど)を設定する
たとえば、録音したJazz Organ

ジャズ　オルガン

 1の音色を

Jazz Organ
ジャズ　オルガン

 2に変更したい場合は、ここで[ORGAN]
ボタンを押して「or2」を表示させます。

パートごとに録音した演奏を削除す

る(MIDI
ミディ

録音)

• USBフラッシュメモリーに録音したオーディオソングを削除
する方法は、33ページをご参照ください。

NOTE

録音後に音色やテンポなどを変更す
る(MIDI録音)

• テンポやリバーブ、エフェクトを変更したい場合は、手順3
で行なってください。

NOTE
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3 録音モードに入り、設定を変更するパートを
選ぶ
[REC]ボタンを押したあと、[RIGHT]ボタンまたは
[LEFT]ボタンを押します。
(2つのパートで共通に録音されるデータはどちらの
パートを選んでも変更されます。)
指定したパートのランプが赤く点滅します。
テンポやリバーブ、エフェクトを変更したい場合は、
ここで設定します。

変更を中止する場合は、[REC]ボタンを押します。

4 変更を保存する
[REC]ボタンを押したまま[PLAY/STOP]ボタンを押
します。｢-｣が流れて表示され保存中であることを示し
ます。保存が終わると、「End」が表示されたあと、
ソング番号が表示されます。録音モードは自動的に解
除されます。

• ここで鍵盤や[PLAY/STOP]ボタンを押さないようご注意く
ださい。録音がスタートし、録音済みのデータが消えてしま
います。

• ｢-｣が流れて表示されているときに電源を切らないでくださ
い。電源を切ると、外部ソングを含むすべてのソングデータ
(21ページ)が消去されるおそれがあります。

注記

注記
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USBフラッシュメモリーを使う
USBフラッシュメモリーを楽器に接続すると以下のことができます。

• USBフラッシュメモリー内の曲を聞く ................................................................................. 21ページ
• USBフラッシュメモリーに録音する ..................................................................................... 25ページ
• 楽器に録音したユーザーソングをUSBフラッシュメモリーにコピーする ....................... 32ページ
• USBメモリー内のソングを削除する ..................................................................................... 33ページ
• USB記憶装置をフォーマット(初期化)する.......................................................................... 33ページ
• バックアップファイルを保存する........................................................................................... 47ページ

USBフラッシュメモリーの取り扱いについて

[USB TO DEVICE
ユーエスビー　トゥー　デバイス

]端子ご使用上の注意
[USB TO DEVICE]端子にUSB機器を接続する場合は、
以下のことをお守りください。
USB機器の取り扱いについては、お使いのUSB機器の取
扱説明書もご参照ください。

使用できるUSB機器
• USBフラッシュメモリー
上記以外のUSB機器(マウス、コンピューターのキー
ボードなど)は、接続しても使えません。
本機では、USB1.1～3.0の機器がご使用できますが、
機器への保存や機器からの読み込みにかかる時間は、
データの種類や本機の状態により異なりますのでご了承
ください。

動作確認済みUSB機器については、ご購入の前にイン
ターネット上の下記URLでご確認ください。
http://jp.yamaha.com/products/musical-
instruments/keyboards/support/

USB機器の接続
[USB TO DEVICE]端子の形状に合うプラグを上下の向
きに注意して差し込んでください。

USBフラッシュメモリーの取り扱いについて
本機にUSBフラッシュメモリーを接続すると、楽器本体
で制作したデータをUSBフラッシュメモリーに保存した
り、USBフラッシュメモリーのデータを楽器本体で再生
したりできます。

接続できるUSBフラッシュメモリーの数
同時に使用できるUSBフラッシュメモリーは、１個だけ
です。

USBフラッシュメモリーのフォーマット
USBフラッシュメモリーは本機でフォーマット(33ペー
ジ)することをおすすめします。他の機器でフォーマット
したUSBフラッシュメモリーは、本機では正しく動作し
ない場合があります。

誤消去防止
USBフラッシュメモリーには、誤ってデータを消してし
まわないようライトプロテクト機能のついたものがあり
ます。大切なデータが入っている場合は、ライトプロテ
クトで書き込みができないようにしましょう。逆にデー
タを保存する場合などは、ご使用の前にお使いのUSBフ
ラッシュメモリーのライトプロテクトが解除されている
ことをご確認ください。

USBフラッシュメモリー接続時に電源を切るには
電源を切る場合は、再生/録音やファイル操作(保存/コ
ピー /削除/フォーマットなど)によるUSBフラッシュメ
モリーへのアクセス中でないことを確認してください。
USBフラッシュメモリーやデータが壊れたりするおそれ
があります。

• [USB TO DEVICE]端子の定格は、最大5V/500mAです。定
格を超えるUSB機器は故障の原因になるため、接続しないでく
ださい。

• USB機器の抜き差しは、再生や録音中、ファイル操作中(保存/
コピー /削除/フォーマットなど)、およびUSB機器へのアクセ
ス中には行なわないでください。楽器本体の機能が停止したり、
USB機器やデータが壊れたりするおそれがあります。
• USB機器の抜き差しは、数秒間隔を開けて行なってください。

• USBケーブルで接続する場合、3メートル未満のケーブルをご
使用ください。

注記

注記

NOTE

• フォーマットを実行すると、そのUSBフラッシュメモリーの中
身は消去されます。必要なデータが入っていないのを確認してか
らフォーマットしてください。

注記
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この楽器で録音したソングを「ユーザーソング」といい、
この楽器以外で作られたソングは「外部ソング」といいま
す。
USBフラッシュメモリー内では、ユーザーソングは

「USER FILES
ユーザー　ファイルズ

」フォルダー内に保存されます。外部ソン
グは「USER FILES」フォルダー外に保存します。ただ
し、ユーザーソングは、コンピューターを使用して、フォ
ルダー名を変更したり、「USER FILES」フォルダーの外
へ移動したりすると、外部ソングとして扱われます。

コンピューターなどでUSBフラッシュメモリー内のソング
ファイルを管理する場合、外部ソングのファイルは3階層
までに保存してください。これより下の階層のフォルダー
に保存されたソングは、この楽器では選択/再生できませ
ん。

USBフラッシュメモリーのプロテクト確認
USBフラッシュメモリーを使用する前に、プロテクトがか
かっていないかどうかお確かめください。プロテクトがか
かっていると、USBフラッシュメモリーにアクセスできま
せん。

USBフラッシュメモリー内でのファ
イル管理

USB
フラッシュ
メモリー 1階層目 2階層目 3階層目 4階層目

ソング
ファイル

ソング
ファイル

ソング
ファイル

ソング
ファイル

USER 
FILES

フォルダー

ソング
フォルダー

ユーザー
ソング(MIDI) 
USERSONG
xx.mid

ユーザーソング
(オーディオ) 
USERAUDIO
xx.wav

ソング
フォルダー

ソング
フォルダー

ソング
フォルダー

再生できます

再生できません

• 以下の状態のときは、ファイル操作はできません。
・ソング再生中(21ページ)
・録音中(25ページ)

• この楽器で再生できるUSBフラッシュメモリー内の外部ソングの
ファイルの数は999までです。

NOTE

NOTE
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楽器本体に録音したユーザーソング(MIDI
ミディ

)(25ページ)を
USBフラッシュメモリーにコピーします。ユーザーソング

は、USBフラッシュメモリーの「USER FILES
ユーザー　ファイルズ

」フォル
ダーにSMF形式でユーザーソングとして保存され、自動的
に「USERSONGxx.mid」(xxは数字)というファイル名が
付けられます。

1 USBフラッシュメモリーを接続する

2 コピーするユーザーソングを選ぶ
詳しくは21ページをご覧ください。

3 [FUNCTION
ファンクション

]ボタンを押したまま[REC
レコード

]
ボタンを押す

画面に「CPY」が表示されたあと、コピー先の空いて
いるユーザーソング内で最も小さいソング番号(例：
「S.00」)が表示されます。その後「n Y」(no/yes)
が表示されます。

コピーを中止する場合は、「n Y」が表示されたとき
に、[－/NO]ボタンを押します。

4 [＋/YES
イエス

]ボタンを押してソングをコピーす
る
コピーが終わると、「End」が表示されます。
コピーを中止する場合は、[－/NO]ボタンを押します。

楽器に録音したユーザーソングを
USBフラッシュメモリーにコピーす
る

• USBフラッシュメモリーの空き容量が不十分な場合は、コ
ピーしたソングを保存できません。不要なファイルを削除
(33ページ)するなどして、空き容量を確保してください。

CPY S.00 n Y

ソング番号

例：「S.00」

NOTE

• ｢-｣が流れて表示されているときは、電源を切ったり、USB
フラッシュメモリーを取り外したりしないでください。

注記
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USBフラッシュメモリー内の、ユーザーMIDIソング(S.**)/
ユーザーオーディオソング(A.**)、楽器本体に保存したユー
ザーソング(U.**)を削除します。

1 USBフラッシュメモリーを接続する

2 削除するソングを選ぶ
詳しくは21ページをご覧ください。

3 [FUNCTION
ファンクション

]ボタンを押したまま

[SELECT
セレクト

]ボタンを押す

「dEL」が表示されたあと、「n Y」(no/yes)が表示
されます。

4 [＋/YES
イエス

]ボタンを押して削除を実行する
画面に「-」が流れ、削除の実行中を示します。削除が
終わると、「End」が表示されます。
ソングの削除をキャンセルする場合は、[－/NO]ボタ
ンを押します。

フォーマット(初期化)はファンクションで行ないます。

1 USBフラッシュメモリーを接続する

2 [FUNCTION]ボタンを何度か押して、ファ
ンクション番号「F8.9」を選ぶ

3 [＋/YES]ボタンを押してフォーマットを実
行する
確認のため、「n Y」が表示されるので、もう一度
[＋/YES]ボタンを押します。
保存中は、「- - -」が表示さます。保存が終わると
「End」が表示され、元の画面に戻ります。
フォーマットを中止する場合は、「For」または
「n Y」が表示されたときに、[－/NO]ボタンを押し
ます。

ユーザーソングを削除する

• ｢-｣が流れて表示されているときは、電源を切ったり、USB
フラッシュメモリーを取り外したりしないでください。

注記

USBフラッシュメモリーをフォー
マット(初期化)する

• フォーマットを実行すると、そのUSBフラッシュメモリーの中身
は消去されます。必要なデータが入っていないのを確認してから
フォーマットしてください。

• ｢-｣が流れて表示されているときは、電源を切ったり、USB
フラッシュメモリーを取り外したりしないでください。

注記

F8.9

注記
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他の機器と接続する

端子の位置は「各部の名前と機能」(8ページ)でご確認ください。

楽器本体のスピーカーから携帯音楽プレーヤーの音

を出す([ AUX IN
エーユーエックス　イン

]端子)
楽器の[AUX IN]端子と、携帯音楽プレーヤーなどのオー
ディオ機器のヘッドフォン端子をオーディオ接続ケーブル
で接続すると、楽器本体のスピーカーなどから携帯音楽プ
レーヤーの音を鳴らせます。

楽器の音を外部スピーカーから鳴らす( AUX OUT
エーユーエックス　アウト

 
[L/L+R][R]端子)
楽器にアンプ内蔵スピーカーなどを接続して、より大きな
音を出します。AUX OUTに出力される音量は、楽器本体

の[MASTER VOLUME
マスター　ボリューム

]スライダーで調節します。外部ス
ピーカー使用時、本体スピーカーからの音を消したい場合
は、本体のスピーカーをOFFにしてください。詳しくは
44ページをご覧ください。

USBケーブルを使って楽器の[USB TO HOST
ユーエスビー　トゥー　ホスト

]端子とコン
ピューターを接続すると、コンピューターとMIDIデータを
やり取りしたり、コンピューター用の音楽ソフトを楽しん
だりできます。
コンピューターとの接続方法やデータの転送方法など、詳
しくはヤマハウェブサイト上の「コンピューターとつな
ぐ」をご覧ください。

• 外部機器と接続するときは、すべての機器の電源を切った上で行なってください。また、電源を入れたり切ったりする前に、必ず機器のボ
リュームを最小(0)にしてください。感電、聴力障害または機器の損傷のおそれがあります。

• 外部機器の損傷を防ぐため、外部機器の音を楽器本体から出力するときは、最初に外部機器、次に楽器本体の順に電源を入れてください。電源
を切るときは、最初に楽器本体、次に外部機器の順に、行なってください。

注意

注記

外部オーディオ機器と接続する

• AUX OUTから出力する音量を、楽器本体の[MASTER 
VOLUME]スライダーで調節する/しないをファンクション
「F6.6」(44ページ)で設定できます。
• 接続ケーブルおよび接続プラグは抵抗のないものをお使いくださ
い。
• この楽器のAUX OUTから出力した音を、この楽器のAUX INに戻
さないでください(AUX OUTからアンプ内蔵スピーカーなどの外
部機器に接続した場合、そのスピーカーからふたたびこの楽器の
AUX INに接続しないでください)。
• 本体音をモノラル信号で取り出すときは、AUX OUT [L/L+R]端
子を使ってください。

ステレオ
ミニプラグ

携帯音楽
プレーヤー

楽器本体

ステレオ
ミニプラグ

ヘッドフォン端子

オーディオ接続ケーブル

音の信号

NOTE

コンピューターと接続する

• USBケーブルは、ABタイプのものをご使用ください。また、3
メートル未満のケーブルをご使用ください。USB3.0ケーブルは、
ご使用できません。

• 楽器本体は、USB接続後しばらくしてから通信を開始します。
• 楽器とコンピューターをUSBケーブルで接続する場合は、ハブを
経由せず直接接続してください。

• 使用するコンピューターやシーケンスソフトウェアでの必要な
MIDI設定については、それぞれの取扱説明書をお読みください。

コンピューターと送受信できるファイル
ソングファイル：
• 拡張子が.midのMIDIソングファイル(SMFフォーマット
0、フォーマット1)

[USB TO HOST]端子

コンピューター

USBケーブル

楽器本体

注記

NOTE

NOTE

• SMFフォーマット0や1のデータでも、この楽器が対応しな
いデータを含む場合は、データどおりに再生できません。

NOTE
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MIDIケーブルを使って、楽器と外部MIDI機器(キーボー
ド、シンセサイザー、シーケンサーなど)のMIDI端子を接
続すると、この楽器から外部MIDI機器をコントロールした
り、外部MIDI機器からこの楽器をコントロールしたりでき
ます。

• MIDI
ミディ

 [IN
イン

] ........... MIDIデータを受信する端子です。

• MIDI
ミディ

 [OUT
アウト

] ...... MIDIデータを送信する端子です。

MIDIに関する楽器本体の設定(送信/受信チャンネルや、送
受信するデータの内容など)は、ファンクション(45、46
ページ)で行ないます。

iPhoneやiPadのアプリケーションと楽器を一緒に使え
ば、さまざまな楽しい機能が使えるようになり、可能性
が広がります。接続には、iPhone/iPod touch/iPad用
USB MIDIインターフェース(i-UX1)、またはiPhone/
iPod touch/iPad用MIDIインターフェース(i-MX1)が必
要です。接続のしかたについて詳しくは、ヤマハのウェブ
サイト上(2ページ)の「iPhone/iPad接続マニュアル」を
ご覧ください。

アプリケーションについて
専用アプリケーション「P-255 Controller

コントローラー

」(無償)をお使いいた
だくと、この楽器をもっと便利に使えるようになります。
「P-255 Controller」や、その他の対応アプリケーションについ
ては、ヤマハウェブサイト上の下記URLでご確認ください。
http://jp.yamaha.com/kbdapps/

外部MIDI機器と接続する

• 外部機器と接続するときは、すべての機器の電源を切った上で行
なってください。

• ヤマハ ダウンロード(2ページ)のウェブサイトで、MIDIについて
の基礎知識を説明した「MIDI入門」をご覧になれます

• MIDI機器の中でも、機種ごとに送受信できるMIDIデータの内容が
同じではないため、接続しているMIDI機器間で共通に扱えるデー
タだけが送受信できることになります。
この楽器で扱えるMIDIデータについては、電子マニュアル「MIDI
リファレンス」をご覧ください。

注意

MIDI
 IN

MIDI 
OUT

MIDI
IN

MIDI
OUT

楽器本体
外部MIDI機器

MIDI送信

MIDI受信

MIDIケーブル

NOTE

NOTE

iPhone/iPadと接続する

• iPhone/iPadのアプリケーションと一緒に使用する場合は、通信
によるノイズを避けるためiPhone/iPadの機内モードをオンにし
てからWi-Fiをオンにしてお使いいただくことをおすすめします。

• iPhone/iPadを不安定な場所に置かないでください。iPhone/
iPadが落下して破損するおそれがあります。

NOTE

注記
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ステージで演奏する
この楽器はライブや弾き語りなど、ステージに持ち出して演奏する際に便利な機能を装備しています。
ここでは、実際にライブでこの楽器を演奏する際の接続やセッティングについて、以下2つのシーンを想定して説明します。

• ステージで他の楽器と一緒に演奏する
• この楽器で弾き語りをする

ライブハウスやホールなどのステージで、バンドの中の
キーボードとしてこの楽器を演奏する場合です。

ステージのセッティングと信号の流れ
この楽器の演奏音はPAミキサーに送られ、他の楽器との
音量バランスなどが調節された後、増幅されフロントス
ピーカーから客席に流されます。演奏者の足元には、自分
の演奏やほかの楽器の音を聞くためのモニタースピーカー
が用意されています。

●フットスイッチ(ペダル)を接続する

付属フットスイッチを[SUSTAIN PEDAL
サステイン　ペダル

]端子に接続し、
サステインのオン/オフペダルとして使います。(→11
ページ)

●出力をPAミキサーに接続する
この楽器の演奏音をPAミキサーの入力端子に送ります。
一般的には、ステージ上に用意されている「ダイレクト
ボックス」と接続します。
左の注記のとおり、この楽器の電源を切った状態で、PAオ
ペレーターに「ダイレクトボックスに接続してよいか」を確

認します。「OK」の返事を得たら、この楽器の AUX OUT
エーユーエックス　アウト

 
[L/L+R]端子、[R]端子とダイレクトボックスの入力端子と
を、市販のモノラル標準プラグケーブルで接続します。

ダイレクトボックスがない場合は、この楽器のAUX OUT 
[L/L+R]端子、[R]端子とPAミキサー (もしくはステージ
上のサブミキサー )の入力端子とを、市販のモノラル標準
プラグケーブルで接続します。

ステージで他の楽器と一緒に演奏する

接続の前に必ずお読みください。
• すべての接続は、必ずこの楽器の電源を切った状態で行なってく
ださい。また、この楽器にケーブルを抜き差しする際は、必ずPA
オペレーター (PAミキサーを操作する人)に「ケーブルを接続し
ても(抜いても)よいですか？」と確認し、必ず「OK」の返事を得
てから抜き差ししてください。確認せずにケーブルを抜き差しし
た場合、PA機器を損傷するおそれがあります。
• 接続が完了しても、すぐに楽器の電源を入れないでください。電
源を入/切する際は、[MASTER VOLUME]スライダーをMINに
した上で、PAオペレーターに「電源を入れて(切って)よいです
か？」と確認し、必ず「OK」の返事を得てから入/切してくださ
い。確認せずに電源を入/切した場合、PA機器を損傷するおそれ
があります。

PAミキサー

フットスイッチ
(ペダル)

フロント
スピーカー

ベース

フロント
スピーカー

ダイレクト
ボックス ギター

モニター
スピーカー

パワーアンプ

ドラム

ボーカルマイク

P-255

注記

• ダイレクトボックスが1チャンネル分しか用意されていない場合
は、AUX OUT [L/L+R]端子とダイレクトボックスをモノラル標
準プラグケーブルで接続します。LとRの信号はミックスされ、モ
ノラル出力されます。

付属
フットスイッチ

P-255背面

x
OK? Yes!

Please
z

c
ダイレクト
ボックス PAミキサーへ

ダイレクト
ボックス

PAミキサーへ

入力端子
(INなど)

入力端子
(INなど)

P-255背面

モノラル標準プラグケーブル(市販)

プラグ形状
ライン
1本

NOTE

モノラル標準プラグ
ケーブル(市販)

P-255背面
ダイレクト
ボックス

PAミキサーへ

入力端子
(INなど)
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サウンドの設定
各楽器のセッティングができると、PAオペレーターから
楽器(ドラム、ベース、ギター、キーボードなど)ごとに音
を出すよう指示があります。音を出す準備をしておきま
しょう。

●この楽器の電源を入れる
前ページの注記のとおり、まずこの楽器の[MASTER 
VOLUME]スライダーをMINにした上で、PAオペレー
ターに「電源を入れてよいか」を確認します。「OK」の返
事を得たら、[ ](スタンバイ/オン)スイッチを押して電
源を入れます。

●セッティングを確認する
この楽器の以下の設定状態を確認しておきましょう。

• チューニングは他の楽器と合っていますか？ (→41ページ)
• オートパワーオフ機能はオフ(無効)にセットしておきましょう。
(→10ページ)
• フットスイッチはサステインペダルとして機能しますか？ (→
11ページ)
• リバーブは、一般的にはPAミキサー側でかけるので、楽器本体
のリバーブはオフにしておきましょう。

• バンドの中でこの楽器の音が目立たないと感じる場合は、サウン
ドブーストをオンにすることをおすすめします。これは「自然な
音色や表現力はそのままに、バンドの中でも他の楽器の音に埋も
れないサウンドにする」機能です。サウンドブースト機能の効果
は3つのタイプから選ぶことができます。(→18ページ)

• 楽器本体のスピーカーはオフ(鳴らさない)にできます。自分の演
奏音がキーボードの近くに用意されているモニタースピーカー
で聞ける場合は、オフにしてもかまいません。(→44ページ)

●キーボードのサウンドを決定する
PAオペレーターからキーボードの音出しの指示があった
ら、実際に演奏して以下のような状況での音決めをしてい
きます。

• バッキング演奏の際の音量
• ソロなど最も大きな音で演奏する際の音量
• 使う音色ごとの音量

[MASTER VOLUME
マスター　ボリューム

]スライダーは一番大きな音量で演奏
するときでツマミ位置8～9程度、バッキングで5～7程度
を目安とします。大きすぎると音がひずむ可能性があり、
小さすぎるとノイズが目立ちます。
音色ごとの音量の微調整やソロの際の音量アップは、自分
で[MASTER VOLUME]スライダーで行ないます。同様に

音質も自分で[ EQ
イコライザー

]スライダーで調節します。

●バンド全体のサウンドを決定する
楽器ごとのサウンドの決定ができたら、バンドで曲を演奏
して全体のサウンドを決定します。自分の近くにあるモニ
タースピーカーからの音をよく聞き、自分が演奏するとき
にどの楽器の音を聞きたいかをチェックします。自分の演
奏音、ボーカル、他の楽器音など、音量のバランスで要望
があれば、「ベースをもう少し返して(大きくして)くださ
い」などとPAオペレーターにお願いしましょう。

●パネルをロックして誤操作を防ぐ

[EFFECT
エフェクト

]と[SOUND BOOST
サウンド　ブースト

]ボタンを同時に押して
「パネルロック」を設定しましょう。パネルロックを設定
すると本体パネル上のボタンが機能しなくなるので、演奏
(本番)中に誤ってボタンに触れても設定は変わりません。

パネルロック設定中でも以下のスイッチ類は機能します。

• 電源スイッチ
• [MASTER VOLUME]スライダー
• [EQ]スライダー
• [SUSTAIN PEDAL]端子
• ペダルユニット

本番では
落ち着いて、モニターの音をよく聞いて演奏しましょう！

• ミキサー側でキーボード用に1チャンネル分しか用意されていない
場合は、AUX OUT [L/L+R]端子とミキサーのチャンネル入力端
子をモノラル標準プラグケーブルで接続します。LとRの信号は
ミックスされ、モノラル出力されます。

これで接続は完了です。
次に演奏時のサウンドを設定しましょう。

NOTE

x OK? Yes!
Please

z c

OFF

1

2

3

これで、演奏前のセッティングは終了です。
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この楽器qの演奏をキーボードアンプwで鳴らし、ボーカ
ルはマイクロフォンrとPAセット(アンプ＋スピーカー ) 
tで鳴らす場合です。

必要な機材と接続
q キーボード(この楽器)
w キーボードアンプ
e モノラル標準プラグケーブル(2本*)
*モノラル出力時は1本

r ボーカル用マイクロフォン
t ボーカル用PAセット(アンプ＋スピーカー )
y (必要に応じて)キーボードスタンドなど

●フットスイッチ(ペダル)を接続する

付属フットスイッチを[SUSTAIN PEDAL
サステイン　ペダル

]端子に接続し、
サステインのオン/オフペダルとして使います。(→11
ページ)

●出力をキーボードアンプに接続する
一般的にキーボードアンプはモノラル仕様ですので、この

楽器の AUX OUT
エーユーエックス　アウト

 [L/L+R]端子とキーボードアンプの入
力端子(INPUT)を、市販のモノラル標準プラグケーブルで
接続します。演奏音のL信号とR信号はミックスされ、モ
ノラルでキーボードアンプに出力されます。

●ボーカルマイクを接続する
ボーカルマイクをボーカルアンプやキーボードアンプに接
続する方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご
覧ください。

サウンドの設定
本番の前に、実際に音を出して正しく接続されているかを
確認しておきます。

●この楽器の電源を入れる

●音量や音質を設定する

• [MASTER VOLUME
マスター　ボリューム

]スライダーはツマミ位置8～9程度を目安
にし、キーボードアンプ側で全体の音量を調節します。
[MASTER VOLUME]スライダーを上げすぎると音がひずむ可
能性があり、小さすぎるとノイズが目立ちます。

この楽器で弾き語りをする

• 複数入力に対応しているキーボードアンプでは、ボーカル用マイ
クロフォンをキーボードと同時にキーボードアンプに接続して鳴
らすことができます。詳しくはキーボードアンプの取扱説明書な
どをご参照ください。

接続の前に必ずお読みください。
• 接続およびケーブルの抜き差しは、必ずすべての機器(この楽器、
キーボードアンプなど)の電源を切った状態で行なってください。
電源が入ったままでの接続は機器を損傷するおそれがあります。

wキーボードアンプ

*eモノラル標準プラグケーブル
の形状

ライン1本

tボーカル用
スピーカー

tボーカル用
スピーカー

qP-255

tボーカル用
アンプセット

rボーカル用
マイクロフォン

e *

y

NOTE

注記

付属
フットスイッチ

P-255背面

• PAミキサーにステレオで接続できる場合は、「●出力をPAミキ
サーに接続する」(→36ページ)をご参照ください。

これで接続は完了です。

• 電源を入れる場合は、この楽器の[MASTER VOLUME]スライ
ダーをMIN、キーボードアンプの音量を最小にした上で、この楽
器→キーボードアンプの順に入れます。
電源を切る場合は両方の音量をMIN(最小)にした上で、キーボー
ドアンプ→この楽器の順に切ります。

キーボードアンプ

INPUT

モノラル標準プラグ
ケーブル(市販)

P-255背面

NOTE

注記

電源を入れる 電源を切る

z P-255
オン

x キーボード
アンプ オン

z キーボード
アンプ オフ

x P-255
オフ
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• [ EQ
イコライザー

]スライダーは中央位置を基本として、キーボードアンプ
側で音質を調節することをおすすめします。演奏中に多少の調
節ができるように、[EQ]スライダーの可変範囲を確保しておき
ましょう。
• サウンドブーストはオンにすることをおすすめします。オンに
すると音量感がアップし、強音はもちろん弱音もより遠くまで
聞かせることができます。効果は3つのタイプから選ぶことがで
きます。(→18ページ)

●セッティングを確認する
この楽器の以下の設定状態を確認しておきましょう。

• オートパワーオフ機能はオフ(無効)にセットしておきましょう。
(→10ページ)
• フットスイッチはサステインペダルとして機能しますか？ (→
11ページ)
• 楽器本体のスピーカーからの音が不要な場合は、オフ(鳴らさな
い)にすることができます。(→44ページ)

●パネルをロックして誤操作を防ぐ

[EFFECT
エフェクト

]と[SOUND BOOST
サウンド　ブースト

]ボタンを同時に押して
「パネルロック」を設定しましょう。パネルロックを設定
すると本体パネル上のボタンが機能しなくなるので、演奏
(本番)中に誤ってボタンに触れて設定を変えてしまう事故
を防止できます。パネルロック設定中でも以下のスイッチ
類は機能します。

• 電源スイッチ
• [MASTER VOLUME]スライダー
• [EQ]スライダー
• [SUSTAIN PEDAL]端子
• ペダルユニット

本番では
ボーカルと演奏の音量バランスを[MASTER VOLUME

マスター　ボリューム

]で
微調整するなど、演奏をよりよいサウンドで聴かせること
にも気を使えるよう、落ち着いていきましょう！

これで、演奏前のセッティングは終了です。

1

2

3

★★★こんな機能も使ってみよう！★★★

この楽器には、デジタルならではの便利な機能がたくさん用
意されています。それらを使いこなしてより豊かな演奏を楽
しみましょう。

2つの音色を重ねて鳴らす(デュアル)
鍵盤を押したときに、同時に２種類の音色を鳴らすことがで
きます。(→14ページ)

鍵盤の左側と右側で別の音色で弾く(スプリット)
設定した境界点より左側の鍵盤と右側の鍵盤で、それぞれ違
う音色で演奏ができます。(→14ページ)

移調する(トランスポーズ)
鍵盤を弾いたときの音の高さを半音単位で上下できるので、
同じ演奏のままで移調ができます。(→16ページ)

鍵盤のタッチ感度を変える
鍵盤を押す力の強弱による演奏音の強弱の程度を調節できま
す。(→44ページ)

リズムを鳴らしながら演奏する
弾き語りの優秀なバックバンドとして使うことができます。
(→20ページ)

リバーブ効果をかける
演奏音に広がりと深さを追加することができます。(→15
ページ)

エフェクトをかける
より豊かな演奏表現ができます。(→16ページ)

録音した演奏を再生しながら演奏する
あらかじめ録音した自分の演奏(ソング)をバックに、弾き語
りができます。(→21ページ)

オーディオプレーヤーの音楽に合わせて演奏する
自分の好きな曲と一緒に演奏が楽しめます。また、ライブ時
にBGMや効果音をこの楽器で再生できます。(→34ページ)

MIDI機器やコンピューターと組み合わせて使う
演奏データを同期させながら演奏したり、さまざまな音色を
使って演奏したりするなど、キーボードの世界が大きく広が
ります。(→35ページ)

スマートデバイスアプリケーションを使う
この楽器に専用のアプリケーション「P-255 Controller

コントローラー

」を
使うことにより、楽器を直感的にわかりやすく操作すること
ができます。(→35ページ)
ヤマハでは、この他にもスマートデバイス用アプリケーショ
ンを多数公開しています。対応のスマートデバイスやアプリ
ケーションについて詳しくは、ウェブサイト上の下記ページ
でご確認ください。
http://jp.yamaha.com/kbdapps/
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各種の便利な設定をする[FUNCTION
ファンクション

]
音の高さを微調整やメトロノームの音量設定など、いろいろ便利な設定ができます。それらをまとめて「ファンクション(=
機能)」と呼んでいます。

ファンクション一覧

ファンクション ファンクション
番号 初期設定値 バックアップの設定

(46ページ) ページ

音の高さの微調整(チューニング) F1. 440Hz F8.3 41

音律(調律法)の設定
音律(調律法)の種類の設定 F2.1 1 (平均律)

F8.3
42

基音の設定 F2.2 C 42

デュアルの設定

2音色の音量バランスの設定 F3.1

音色の組み合わせ
ごとの設定値 F8.1

42
2音色の音の高さを微妙にずらす設定 F3.2 42
第1音色のオクターブシフトの設定 F3.3 42
第2音色のオクターブシフトの設定 F3.4 42
第1音色のエフェクトのかかり具合の設定 F3.5 42
第2音色のエフェクトのかかり具合の設定 F3.6 42
初期設定に戻す操作 F3.7 － － 42

スプリットの設定

スプリットポイントの設定 F4.1 F#2

F8.1

43
2音色の音量バランスの設定 F4.2

音色の組み合わせ
ごとの設定値

43
右側音色のオクターブシフトの設定 F4.3 43
左側音色のオクターブシフトの設定 F4.4 43
右側音色のエフェクトのかかり具合の設定 F4.5 43
左側音色のエフェクトのかかり具合の設定 F4.6 43
ダンパーペダルの有効域の設定 F4.7 1 (R) 43
初期設定に戻す操作 F4.8 － － 43

ペダルや音響の設定

[PLAY/STOP]機能のペダルへの割り当て F5.1 OFF F8.4 43
ダンパーペダル使用時の共鳴効果(ダンパーレゾナン
ス)のかかり具合の設定 F5.2 音色ごとの設定値 F8.1 43

ソフトペダル効果のかかり具合の設定 F5.3 5

F8.4

43
弦共鳴音効果(ストリングレゾナンス)のかかり具合の
設定 F5.4 5 43

ダンパーペダル使用時の共鳴効果(サステインサンプ
リング)のかかり具合の設定 F5.5 5 43

キーオフ音の音量設定 F5.6 5 43
イントロ オン/オフの設定 F5.7 ON 44
エンディング オン/オフの設定 F5.8 ON 44

音量の設定

メトロノーム音量の設定 F6.1 15 F8.1 44
リズム再生音量の設定 F6.2 16

F8.4
44

オーディオソング再生音量の設定 F6.3 16 44
MIDIソングの再生音量の設定 F6.4 20 44
スピーカー オン/オフの設定 F6.5 ON － 44
AUX OUT音量タイプの設定 F6.6 1 (Variable) － 44
AUX OUT音量タイプがFixedのときの音量の設定 F6.7 15 F8.4 44
タッチ感度の設定 F6.8 2

F8.1
44

タッチ感度がFixedのときの音量の設定 F6.9 64 44

MIDI機能の設定

MIDI送信チャンネルの設定 F7.1 1
F8.2

45
MIDI受信チャンネルの設定 F7.2 ALL 45
MIDIソングの再生チャンネルの設定 F7.3 ALL F8.4 45
ローカルコントロールオン/オフの設定 F7.4 ON F8.2 45
プログラムチェンジ送受信オン/オフの設定 F7.5 ON F8.2 45
コントロールチェンジ送受信オン/オフの設定 F7.6 ON F8.2 46
イニシャルセットアップ送信 F7.7 － － 46

バックアップの設定/
その他の設定

音色関連項目のバックアップ設定 F8.1 OFF

－

46
MIDI関連項目のバックアップ設定 F8.2 ON 46
音の高さ、音律関連項目のバックアップ設定 F8.3 ON 46
その他の項目のバックアップ設定 F8.4 ON 47
文字種の切り替え F8.5 Int 47
バックアップデータの保存 F8.6 － 47
バックアップデータの読み込み F8.7 － 47
オートパワーオフの設定 F8.8 30 47
USBフラッシュメモリーのフォーマット(初期化) F8.9 － 47
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1 [FUNCTION
ファンクション

]ボタンを何度か押して、設定
したい項目を表示させる
[FUNCTION]ボタンを押すたびに、機能番号がひとつ
ずつ大きな番号になります。
[FUNCTION]ボタンを押しながら、[－/NO]ボタンを
押すと機能番号をひとつ小さな番号に戻すことができ
ます。

ファンクションの画面は、3秒間何も操作しないと
ファンクションに入る前の状態に戻ります。

2 [－/NO
ノー

]/[＋/YES
イエス

]ボタンを押して、値を
設定する画面に入る
[－/NO]または[＋/YES]ボタンを1回押すと、現在の
設定状態(設定値)が表示されます。

3 [－/NO]/[＋/YES]ボタンを押して、値を
設定する
[－/NO]と[＋/YES]を同時に押すと、該当ファンク
ションの初期設定に戻ります。

4 [FUNCTION]ボタンを押して値を決定する
ファンクション画面は、約3秒後にファンクションに
入る前の状態に戻ります。

楽器全体の音の高さを微調整する機能です。合奏のとき
や、CDの再生に合わせて演奏するときなど、ほかの楽器
やCDの再生音などと音の高さを正確に合わせたい場合に
使います。

[－/NO]/[＋/YES]ボタンで、A3の鍵盤の音の高さをHz
ヘルツの数値で設定します(約0.2Hz単位)。
表示は10の位と１の位と小数点第一位で表示します。

例　440.2Hzのときの表示は「40.2」になります。

• 設定範囲：414.8.0～466.8 (Hz)
• 初期設定：440.0 (Hz)

Hz(ヘルツ)とは
音の高さを示す単位です。(音の高さは音波の振動数によって決ま
ります。1秒間に何回振動するかという数値の単位がHzです。)

音律(調律法)を選ぶ機能です。
現在もっとも一般的なピアノの調律法「平均律」が完成す
るまでには、時代と共にさまざまな音律が考えられ、また
それによる音楽が誕生しました。当時の調律法で演奏する
ことでその曲が誕生したときの響きを味わえます。
次の7種類の音律(調律法)が用意されています。

平均律 (Equal Temperament
イコール　テンペラメント

)
1オクターブを12の間隔で等分した音律です。現在もっともポ
ピュラーなピアノの調律法です。

純正律 長調/短調 (Pure Temperament Major/Minor
ピュア　テンペラメント　メジャー/ マイナー

)
自然倍音を基準とするため、主要3和音が美しく純粋に響くのが
特長です。現在でも合唱のハーモニーなどで見られます。

ピタゴラス音律 (Pythagorean Temperament
ピタゴリアン　テンペラメント

)
ギリシャ時代の哲学者ピタゴラスによって考えられた5度音程だ
けの組み合わせからできた音律です。3度はうなりが生じますが5
度と4度の音程が美しく、旋律の演奏に向いています。

中全音律 (Meantone Temperament
ミーントーン　テンペラメント

)
ピタゴラス音律の3度の音程のうなりをなくすために改良された
音律です。十六世紀後半から十八世紀後半までにかけて広く普及
し、ヘンデルも使用しました。

ヴェルクマイスター音律 (Werckmeister
ヴェルクマイスター

)

キルンベルガー音律 (Kirnberger
キルンベルガー

)
中全音律とピタゴラス音律を組み合わせた音律で、両者はその組
み合わせかたが異なります。転調により曲想が変化するのが特徴
です。バッハやベートーベン時代に使用され、現在でもその時代
の音楽をハープシコード(＝チェンバロ)などで演奏するときには
しばしば用いられます。

ファンクションでの基本操作

• ソング再生中(21ページ)、録音中(25ページ)、ファイル操
作中(30ページ)のときは、ファンクションモードに入れませ
ん。

F * .*

NOTE

40.0
例　F.1を選んだ場合

各ファンクション項目の説明

F1.　音の高さの微調整(チューニング)

• オーディオソング再生音の高さは変わりません。

F2.　音律(調律法)の選択

NOTE
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「F2.1」音律(調律法)の種類の設定
• 設定範囲：1............平均律

2............純正律(長調)
3............純正律(短調)
4............ピタゴラス音律
5............中全音律
6............ヴェルクマイスター音律
7............キルンベルガー音律

• 初期設定：1............平均律

「F2.2」基音の設定
平均律以外のときは、基音(演奏する曲の調の主音)を設定
する必要があります。設定した基音の調に対して各音律の
効果が得られます。(平均律を選んでいても基音の設定はで
きますが、平均律では意味を持ちません。他の音律を選ん
だときに意味を持つようになります。)

• 設定範囲：C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb, B
• 初期設定：C

基音表示の例

デュアルモードでの各種設定をします。2音色の音量バラ
ンスを調節したりなど、弾く曲に最適な設定を作ります。
音色の組み合わせごとに設定します。

1 デュアルモードで音色を選んでから、ファンクション
に入り、ファンクション番号を選びます。

2 [－/NO]/[＋/YES]ボタンで、各種の設定をします。

ショートカット操作
デュアルの2つの音色ボタンを押したまま[FUNCTION]ボタンを
押して、「F3.1」を呼び出すこともできます。

「F3.1」2音色の音量バランスの設定
片方の音をメインにしてもう片方の音を薄く重ねるなど、
2音色の音量バランスを工夫してみてください。

• 設定範囲：0～20(20に近付くほど第1音色の音量が大きくな
る、10で同音量)

• 初期設定：音色の組み合わせごと

「F3.2」2音色の音の高さを微妙にずらす設定
2音色の音の高さを微妙にずらすと音に厚みが出ます。

• 設定範囲：－20～0～20(＋方向で第1音色の音の高さが高く、
第2音色の音の高さが低くなる。
－方向で第2音色の音の高さが高く、第1音色の音の
高さが低くなる。)

• 初期設定：音色の組み合わせごと

「F3.3」第1音色のオクターブシフトの設定
「F3.4」第2音色のオクターブシフトの設定
音の高さを1オクターブ上下にシフトさせます。第1音色
と第2音色を別々に設定できます。音の響きかたが違って
きます。

• 設定範囲：－1、0、1
• 初期設定：音色の組み合わせごと

「F3.5」第1音色のエフェクトのかかり具合の設定
「F3.6」第2音色のエフェクトのかかり具合の設定
エフェクトのかかり具合を第1音色と第2音色を別々に設
定します。

• 設定範囲：0～20
• 初期設定：音色の組み合わせごと

「F3.7」初期設定に戻す操作
[＋/YES]ボタンを押すと上記すべてのデュアルの設定が、
その音色の組み合わせが持つ初期設定に戻ります。

スプリットモードでの各種設定をします。スプリットポイ
ントを変更したりなど、弾く曲に最適な設定を作ります。

1 スプリットモードで音色を選んでから、ファンクショ
ンモードに入りファンクション番号を選びます。

2 [－/NO]/[＋/YES]ボタンで、各種の設定をします。

ショートカット操作

[SPLIT
スプリット

]ボタンを押したまま[FUNCTION]ボタンを押して、
「F4.1」を呼び出すこともできます。

F3.　デュアルの設定

F~ G A_
シャープのとき
上に“－”

フラットのとき
下に“－”

F# G Ab

• ずらすことができる音の幅は、低音域ほど大きく(A-1で±60セ
ント)、高音域ほど小さく(C7で±5セント)なっています。(100
セント=1半音)

•「第1音色」「第2音色」については、14ページをご覧ください。

•「第1音色」「第2音色」については、14ページをご覧ください。

F4.　スプリットの設定

NOTE

NOTE

NOTE



各種の便利な設定をする[FUNCTIONファンクション]

P-255　取扱説明書 43

本　
　

編

「F4.1」スプリットポイントの設定
左鍵域と右鍵域の境め(スプリットポイント)にする鍵盤を
指定します。スプリットポイントの鍵盤自体は左鍵域に含
まれます。

• 設定範囲：全鍵盤 A-1～C7
• 初期設定：F#2

スプリットポイントの鍵盤名表示の例

「F4.2」2音色の音量バランスの設定
組み合わせる音色により、2音色の音量バランスを好みの
状態に設定します。音色の組み合わせごとに設定されます。

• 設定範囲：0～20(20に近付くほど右側音色の音量が大きくな
る、10で同音量)

• 初期設定：音色の組み合わせごと

「F4.3」右側音色のオクターブシフトの設定
「F4.4」左側音色のオクターブシフトの設定
音の高さを1オクターブ上下にシフトさせます。右側音色
と左側音色別々に設定できます。弾く曲の音域などに応じ
て選んでください。音色の組み合わせごとに設定されます。

• 設定範囲：－1、0、1
• 初期設定：音色の組み合わせごと

「F4.5」右側音色のエフェクトのかかり具合の設定
「F4.6」左側音色のエフェクトのかかり具合の設定
エフェクトのかかり具合を右側音色と左側音色別々に設定
します。

• 設定範囲：0～20
• 初期設定：音色の組み合わせごと

「F4.7」ダンパーペダルの有効域の設定
ダンパーペダル効果を両音色にかけるか(ALL)、右側音色
にだけかけるか(1)、左側音色にだけかけるか(2)を設定し
ます。

• 設定範囲：ALL(両音色)、1(右側の音色)、2(左側の音色)
• 初期設定：1

「F4.8」初期設定に戻す操作
[＋/YES]ボタンを押すと上記すべてのスプリットの設定
がその音色の組み合わせが持つ初期設定に戻ります。

ペダルに[PLAY/STOP
プレイ /ストップ

]機能を割り当てたり、ダンパーペ
ダルの共鳴効果のかかり具合を設定します。

「F5.1」[PLAY/STOP]機能のペダルへの割り当て
別売のペダルユニット(12ページ参照)を接続すると、左の
ペダルかまん中のペダルをパネルの[PLAY/STOP]ボタン
と同じ機能に切り替えることができます。[PLAY/STOP]
機能を割り当てると、元の機能(ソフトまたはソステヌー
ト)は無効になります。

• 設定範囲：OFF、1(左のペダル)、2(まん中のペダル)
• 初期設定：OFF

「F5.2」ダンパーペダル使用時の共鳴効果(ダン
パーレゾナンス)のかかり具合の設定

Grand Piano、Live Grand、Ballad Grand、Bright 
Grandの音色で、ダンパーペダルを踏んだときに加わる、
弦の共鳴効果のかかり具合を設定します。

• 設定範囲：0～10
• 初期設定：音色ごと

「F5.3」ソフトペダル効果のかかり具合の設定
別売のペダルユニット(12ページ参照)を接続した場合、ソ
フトペダルを踏んだあとに弾いた鍵盤の音量をわずかに下
げ、音の響きを柔らかくする効果のかかり具合を設定しま
す。

• 設定範囲：1～10
• 初期設定：5

「F5.4」弦共鳴音効果(ストリングレゾナンス)のか
かり具合の設定

Grand Piano、Ballad Grand、Bright Grandの音色で、
弦共鳴音効果のかかり具合を設定します。

• 設定範囲：0～10
• 初期設定：5

「F5.5」ダンパーペダル使用時の共鳴効果(サステ
インサンプリング)のかかり具合の設定

Grand Piano、Ballad Grand、Bright Grandの音色で、
ダンパーペダルを踏んだときの共鳴効果に追加される音響
効果のかかり具合を設定します。

• 設定範囲：0～10
• 初期設定：5

「F5.6」キーオフ音の音量設定
Grand Piano、Ballad Grand、Bright Grand、Stage 
E.Piano、Harpsichord、Claviの音色で、キーオフ音(鍵
盤を離したときの微妙な発音)の音量を設定します。

• 設定範囲：0～10
• 初期設定：5

• [－/NO] [＋/YES]ボタンの代わりに、スプリットポイントにした
い鍵盤を押しても設定できます。
ファンクションモードでないとき、[SPLIT]ボタンを押したまま、
スプリットポイントにしたい鍵盤を押しても設定できます(14
ページ)。

NOTE

F 2 F~2 E_2
#を表します。 bを表します。

F2 F#2 Eb2

F5.　ペダルや音響の設定
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「F5.7」リズムのイントロ オン/オフの設定
リズムを鳴らしたときに、メインのリズムが流れる前にイ
ントロのセクションが再生されるかどうかを設定します。

• 選択範囲：ON/OFF
• 初期設定：ON

「F5.8」リズムのエンディング オン/オフの設定
リズム再生を止めるときに、エンディングのセクションが
再生されるかどうかを設定します。

• 選択範囲：ON/OFF
• 初期設定：ON

「F6.1」メトロノーム音量の設定
メトロノームの音量を設定します

• 設定範囲：1～20
• 初期設定：15

ショートカット操作

[METRONOME
メトロノーム

]ボタンを押したまま[FUNCTION
ファンクション

]ボタンを押し
て、「F6.1」を呼び出すこともできます。

「F6.2」リズム再生音量の設定
リズム(20ページ)の音量を設定することにより、鍵盤演奏
とのバランスをとることができます。

• 設定範囲：1～20
• 初期設定：16

「F6.3」オーディオソング再生音量の設定

• 設定範囲：1～20
• 初期設定：16

ショートカット操作
オーディオソング再生中に、[FUNCTION]ボタンを押すと、再生
音量の表示になり[－/NO]/[＋/YES]ボタンを押して、設定する
こともできます。

「F6.4」MIDI
ミディ

ソングの再生音量の設定
MIDIソングを鳴らしながら鍵盤を弾く場合、MIDIソング
の音量を設定することで、鍵盤演奏とのバランスをとりま
す。

• 設定範囲：1～20
• 初期設定：20

ショートカット操作
MIDIソング再生中に、[FUNCTION]ボタンを押すと、再生音量の
表示になり[－/NO]/[＋/YES]ボタンを押して、設定することも
できます。

「F6.5」スピーカー オン/オフの設定
外部スピーカーに接続(34ページ)したときの本体のスピー
カーのオン/オフを切り替えます。

• 設定範囲：ON ........ヘッドフォンが接続されていないときだけ
スピーカーがなります

OFF.......スピーカーは鳴りません。
• 初期設定：ON

「F6.6」 AUX OUT
エーユーエックス　アウト

音量タイプの設定

AUX OUTから出力する音量を、楽器の[MASTER
マスター

 

VOLUME
ボリューム

]に連動して調節させるか(1: Variable
バリアブル

)、楽器の
[MASTER VOLUME]とは連動せず、いつも「F6.7」で

設定した音量で再生させるか(2: Fixed
フィックス

)設定します。

• 設定範囲：1 (Variable)、2 (Fixed)
• 初期設定：1

「F6.7」AUX OUT音量タイプがFixed
フィックス

のときの音
量の設定

「F6.6」で「Fixed」に設定したときの再生音量を設定し
ます。

• 設定範囲：0～20
• 初期設定：15

「F6.8」タッチ感度の設定
弾く強さに対する音の強弱の付きかた(タッチ感度)を設定
します。

• 設定範囲：1 (Soft
ソフト

) .............軽いタッチで大きい音を出すことが
できます。

2 (Medium
ミディアム

) ......標準的なタッチです。

3 (Hard
ハード

) ............強いタッチで弾かないと大きい音が
出にくい設定です。

OFF (Fixed
フィックス

) ......タッチによる音の強弱は付かず、一
定の音量が出ます。その場合の音量
を「F6.9」で設定できます。

• 初期設定：2

「F6.9」タッチ感度がFixedのときの音量の設定
「F6.8」で「OFF (Fixed)」に設定したときの再生音量を
設定します。

• 設定範囲：1(最小音量)～127(最大音量)
• 初期設定：64

F6.　音量の設定

• 2 (Fixed)に設定した場合、ヘッドフォンの音量も同じように
「F6.7」で設定した音量になります。

• 鍵盤の重さ自体は変わりません。

• タッチ感度は全音色に共通の設定です。ただし、音色によっては、
鍵盤を弾く強さ(タッチ)に応じた音の強弱が付かないものがあり
ます。「音色一覧」(51ページ)をご参照ください。

• Fixedの場合の音量は、全音色に共通の設定です。

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE
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MIDIに関する各種設定/操作をします。
MIDIについての説明を電子マニュアル「MIDI入門」(2
ページ)でご覧いただけます。
ここでのMIDIに関する設定は、MIDI端子だけでなく、

[USB TO HOST
ユーエスビー　トゥー　ホスト

]端子での信号の入出力に対しても有効で
す。

「F7.1」MIDI送信チャンネルの設定
MIDI楽器どうしで、演奏情報を送受信するためには送信側
と受信側でMIDIチャンネル(1～16チャンネル)を合わせ
ておく必要があります。ここで楽器から外部機器へ手弾き
音のMIDIデータを送信するときのチャンネルを設定しま
す。

• 選択範囲：1～16、OFF(送信しない)
• 初期設定：1

デュアルのときの第2音色、スプリットのときの左側音色は
ここで設定したチャンネルの次のチャンネルで送信されます。(第1
音色、右側音色は、ここで設定したチャンネルで送信されます。)
ただし、上記設定チャンネルをオフに設定した場合は送信されませ
ん。

ソングデータは
MIDI送信されません。ただし、プロテクトがかかっていないソン
グは、MIDIソングの再生チャンネル選択(「F7.3」)で「1&2」
を選んだ場合に、3～16チャンネルがMIDI送信されます。

「F7.2」MIDI受信チャンネルの設定
MIDI楽器どうしで、演奏情報を送受信するためには送信側
と受信側でMIDIチャンネル(1～16チャンネル)を合わせ
ておく必要があります。ここで楽器が外部機器からMIDI
データを受信するときのチャンネルを設定します。

• 選択範囲：ALL
オール

、1～16、1&2
• 初期設定：ALL

ALLの場合は
外部MIDI機器から送信されるすべてのチャンネルのデータを、同
時に受信します。したがって、シーケンサーなどから送信される
複数チャンネルの演奏データを、この楽器で再生できます。

「1&2」の場合は
シーケンサーなどの外部MIDI機器から1、2チャンネルのデータ
だけ受信し、この楽器で再生します。

「F7.3」MIDIソングの再生チャンネル選択
[－/NO]/[＋/YES]ボタンで、MIDIソングを再生させる
チャンネルを選択します。

• 設定範囲：ALL、1&2
• 初期設定：ALL

「ALL」では、チャンネル1～16すべてが再生されます。
「1&2」では、チャンネル1と2だけが再生され、3～16
チャンネルは接続した外部機器にMIDI送信されます。

「F7.4」ローカルコントロールオン/オフの設定
この楽器の鍵盤演奏を内部の音源で鳴らすかどうかを設定
します。通常、楽器の鍵盤を弾くと本体内部の「音源部」
から音が出ます。この状態は「ローカルコントロールオ
ン」と呼ばれます。「ローカルコントロールをオフ」にす
ると、「鍵盤」と「音源」が切り離され、鍵盤を弾いても
楽器本体からは音が出なくなりますが、演奏データはMIDI
送信されます。鍵盤演奏を外部音源で鳴らしたいときは、
ローカルコントロールをオフにします。

• 選択範囲：ON/OFF
• 初期設定：ON

「F7.5」プログラムチェンジ送受信オン/オフの設定
MIDIで送信側の機器から受信側の機器の音色を切り替える
情報をプログラムチェンジと言います。
たとえばこの楽器からプログラムチェンジを送信すると接
続した外部機器の音色を切り替えることができます(楽器
のパネルで音色を切り替えたときに、切り替えた音色のプ
ログラムチェンジナンバーが送信されます)。逆に接続した
外部機器から送信されたプログラムチェンジを受信する
と、同時に受信しているMIDIの演奏データの音色が切り替
わります(このとき鍵盤での手弾き音色は切り替わりませ
ん)。
プログラムチェンジの送受信をしたい場合(外部機器と音
色切り替えを連動させたい場合)はオンに、送受信したく
ない場合(外部機器と音色切り替えを連動させたくない場
合)はオフにします。

• 選択範囲：ON/OFF
• 初期設定：ON

F7.　MIDI
ミディ

機能の設定

• この楽器でパネル設定や手弾き音は、送信されてくるプログラム
チェンジ(音色切り替え)などから影響を受けません。

• デモ曲モード中やファイル操作中には、MIDI受信されません。

NOTE

NOTE

• 各音色のプログラムチェンジナンバーについては、電子マニュア
ル「MIDIリファレンス」を参照してください。

NOTE
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「F7.6」コントロールチェンジ送受信オン/オフの
設定

MIDIで送信側の機器から受信側の機器にダンパーペダルの
操作やボリュームなどの演奏表現を伝える情報をコント
ロールチェンジと言います。
たとえばこの楽器からからコントロールチェンジを送信す
ると接続した外部機器の演奏をコントロールすることがで
きます(この楽器でダンパーペダルなどを操作したときに
コントロールチェンジが送信されます)。逆に接続した外部
機器からコントロールチェンジを受信すると、MIDIの演奏
にコントロールチェンジの効果が付きます(このとき鍵盤
での手弾き音は影響を受けません)。
コントロールチェンジの送受信をしたい場合はオンに、送
受信したくない場合はオフにします。

• 選択範囲：ON/OFF
• 初期設定：ON

「F7.7」イニシャルセットアップ送信
接続したシーケンサーなどの外部機器にイニシャルセット
アップデータ(楽器のパネル設定状態のデータ)を送信しま
す。演奏データを録音する前にイニシャルセットアップ送
信をすると、演奏データの頭にセットアップデータを記録
しておくことができます。また、音源モジュールにセット
アップデータを送信すれば、音源モジュールを楽器と同様
の設定にすることができます。

1 送信するパネル設定を作ります。

2 シーケンサーなどを接続し、シーケンサー側のセット
アップデータ受信準備を整えます。

3 ファンクションモードに入って、ファンクション番号
を選びます。

4 [＋/YES]ボタンを押すと送信が実行されます。
送信が終わると、[End]が表示されます。

以下のデータをイニシャルセットアップ送信できます。
• 音色
• リバーブの種類とかかり具合
• エフェクトの種類とかかり具合
• スプリットポイント
• 音律「F2.1」
• デュアル ２音色のバランス「F3.1」
• デュアル 2音色の音の高さを微妙にずらす設定の値「F3.2」
• スプリット 2音色の音量バランス「F4.2」
• ペダルや音響の設定「F5.2」～「F5.6」

バックアップとは、ご自身で設定した音色選択や、リバー
ブタイプなどの設定を、電源を切っても消さずに残してお
くことです。バックアップをオンにしておくと、次回電源
を入れたときにも前回の設定が有効になります。
バックアップをオフにしておくと、電源をオフにした時点
でメモリーの内容は消され、次回電源を入れたときには初
期設定(48ページ)に戻ります。ただし「本体内に録音され
た演奏データ」、「文字種の切り替え」、ここでの「バック
アップオン/オフの設定」自体は常にバックアップされま
す。

バックアップのオン/オフは、各項目(音色関連、MIDI関
連、音の高さ/音律関連、その他の項目)ごとに設定しま
す。ファンクションで設定した値もバックアップされま
す。

「F8.1」音色関連項目のバックアップ設定

• 設定範囲：ON/OFF
• 初期設定：OFF

バックアップ内容
• 音色選択
• デュアルモードのオン/オフと音色
• デュアルの諸設定「F3.1」～「F3.6」(音色の組み合わせごと)
• スプリットモードのオン/オフと音色
• スプリットの諸設定「F4.1」～「F4.7」(音色の組み合わせご
と)
• リバーブの種類とかかり具合(音色ごと)
• エフェクトの種類とかかり具合(音色ごと)
• ダンパーレゾナンスのかかり具合「F5.2」
• メトロノームの音量「F6.1」
• タッチ感度の設定(Fixed時の音量も含む)「F6.8」、「F6.9」

「F8.2」MIDI関連項目のバックアップ設定

• 設定範囲：ON/OFF
• 初期設定：ON

バックアップ内容
• MIDI機能の諸設定「F7.1」、「F7.2」、「F7.4」～「F7.6」

「F8.3」音の高さ、音律関連項目のバックアップ設定

• 設定範囲：ON/OFF
• 初期設定：ON

バックアップ内容
• トランスポーズの設定(16ページ)
• 音の高さの微調整(チューニング)「F1.」
• 音律(調律法)の種類と基音の設定「F2.1」、「F2.2」

• この楽器が扱えるコントロールチェンジ情報については、電子マ
ニュアル「MIDIリファレンス」を参照してください。

NOTE

F8.　バックアップの設定、その他の設定

• 設定を保存するまでに、数秒かかります。設定変更後すぐに電源
を切ると、設定が保存されないことがあります。

注記
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「F8.4」その他の項目のバックアップ設定

• 設定範囲：ON/OFF
• 初期設定：ON

バックアップ内容
• ペダルや音響の諸設定「F5.1」、「F5.3」～「F5.8」
• リズム再生音量の設定「F6.2」
• オーディオソング再生音量「F6.3」
• MIDIソングの再生音量の設定「F6.4」
• AUX 音量タイプがFixedのときの音量「F6.7」
• MIDIソングの再生チャンネル「F7.3」

「F8.5」文字種の切り替え
この楽器で曲が読み込めない場合は、ファイル名の文字種
に問題があることがあります。ここで文字種を切り替えて
みてください。

• 設定範囲：Int (International)/JA (Japanese)
• 初期設定：Int

「F8.6」
「F8.7」バックアップデータの保存/読み込み
本体設定および本体に録音/保存したソング(USER MIDI
内のソング)のデータを、USBフラッシュメモリーに1つ
のファイル(拡張子:.bup)にまとめて保存します。逆に、
USBフラッシュメモリーに保存したファイルを、楽器に読
み込んで、本体設定やソングを再現させることもできま
す。

1 USBフラッシュメモリーを接続します。

2 [FUNCTION
ファンクション

]ボタンを押しながら、[－/NO
ノー

]/[＋/

YES
イエス

]ボタンを押してファンクション番号を選びます。
「F8.6」......バックアップデータの保存
「F8.7」......バックアップデータの読み込み

3 [＋/YES]ボタン押すと「bUP」(保存)/「rSt」(読
み込み)が表示されたあと、「n Y」(no/yes)が表示さ
れます。[＋/YES]ボタンを押すと保存/読み込みが実行
されます(読み込みの場合は、[＋/YES]ボタンを2回押
します)。保存/読み込みが終わると、「End」が表示さ
れます。読み込みの場合、楽器が自動的に再起動します。
保存/読み込みを中止する場合は、[－/NO]ボタンを
押します。

バックアップファイル名
P-255.bup

「F8.8」オートパワーオフの設定
オートパワーオフ機能(10ページ)で楽器の電源が自動的に
切れるまでの時間を設定します。

• 設定範囲：OFF、5、10、15、30、60、120(分)
• 初期設定：30(分)

「F8.9」USBフラッシュメモリーのフォーマット
(初期化)

フォーマットの操作方法は33ページをご覧ください。

• 設定範囲：n(no)/Y(yes)

• バックアップデータの保存/読み込み中は電源を切らないでくださ
い。電源を切ると、データの破損の原因になります。
• コンピューター上でバックアップファイル名を書き換えしないで
ください。楽器に読み込めなくなります。

注記

• フォーマットを実行すると、そのUSBフラッシュメモリーの中身
は消去されます。必要なデータが入っていないのを確認してから
フォーマットしてください。

注記



各種の便利な設定をする[FUNCTIONファンクション]

P-255　取扱説明書48

右端の白鍵(C7)を押したまま電源スイッチを押して電源を
入れます。この操作をすると、本体に記憶されているバッ
クアップデータ(ファンクションでのバックアップオン/オ
フの設定も含む)が消去され、初期設定に戻ります。本体
メモリーに保存したユーザーソングや外部ソングは消去さ
れません。

初期設定(工場出荷時の状態)に戻す

•「CLr」が表示されているときに電源を切らないでください。電
源を切ると、外部ソングを含むすべてのソングデータ(21ページ)
が消去されるおそれがあります。

• 初期設定とは
本書では、はじめて電源を入れたときの設定(工場出荷時の設定)
のことを「初期設定」と呼んでいます。

C7

注記

NOTE
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付　
　

録

メッセージ一覧

メッセージを消すには、[－/NO]ボタンを押してください。

メッセージ 内容

CLr

楽器を初期設定(初めて電源を入れたときの設定)に戻しています。

•「CLr」が表示されているときに電源を切らないでください。電源を切ると、外部ソングを含むすべてのソング
データ(21ページ)が消去されるおそれがあります。

con
楽器をコンピューターと接続してアプリケーションソフトを使用しています。このメッセージが表示されて
いるときは、楽器の操作ができません。

E01

文字種の設定(47ページ)が、選択しようとしているソングのファイル名に合っていません。文字種を切り替
えてください。

この楽器では対応していないデータ形式です。または、データに問題があるため選択できません。

USBフラッシュメモリーが見つかりません。または、USBフラッシュメモリーに異常が発生しました。
USBフラッシュメモリーを接続し直してから、操作を実行してください。ほかに問題がないのに、このメッ
セージが繰り返し表示される場合は、USBフラッシュメモリーが壊れている可能性があります。

バックアップデータの読み込みができません。バックアップデータがありません。または壊れています。

E02 USBフラッシュメモリーにプロテクトがかかっています。

E03
USBフラッシュメモリーのメモリーの空き容量が不足しています。またはファイルやフォルダーの数が制限
を超えました。

E04
オーディオソングの再生/録音に失敗しました。録音や削除を繰り返し行なったUSBフラッシュメモリーを
お使いの場合は、必要なデータが入っていないのを確認してからフォーマットし(33ページ)、楽器に接続し
てください。

EEE 本体に異常が発生しました。巻末のヤマハ修理ご相談センターに点検をご依頼ください。

End 処理が終わりました。

Enp
楽器本体またはUSBフラッシュメモリーのメモリーの空き容量が少なくなりました。録音を始める前に不要
なファイルを削除(33ページ)して、空き容量を確保することをおすすめします

FCL

処理中に電源を切ったので、楽器本体のメモリーが初期化されました。本体設定や本体に録音/保存したソン
グのデータが消去されています。

•「FCL」が表示されているときに電源を切らないでください。

For USBフラッシュメモリーのフォーマットモードに入ります。

FUL
楽器本体またはUSBフラッシュメモリーのメモリーの空き容量が不足してるため、データの処理ができませ
んでした。録音中にこのメッセージが表示されたときは、演奏データが正しく保存されない場合があります。

n Y 操作を実行しますか？

n~Y データの上書きや削除、またはUSBフラッシュメモリーのフォーマットを実行しますか？

Pro
プロテクトがかかったソング、または読み取り専用のファイルです。データの削除や上書きはできません。
読み取り専用のファイルは、コンピューターで読み取り専用を解除してからお使いください。

UnF
フォーマットされていないUSBフラッシュメモリーが接続されています。必要なデータが入っていないのを
確認してからフォーマットしてください(33ページ)。

Uoc
USBフラッシュメモリーに過電流が流れたため、USBフラッシュメモリーとの通信を停止しました。USB
フラッシュメモリーを[USB TO DEVICE]端子から抜き、本体の電源を入れ直してください。

UU1
USBフラッシュメモリーと通信できません。USBフラッシュメモリーを接続し直してください。正しく接
続してもこのメッセージが表示される場合は、USBフラッシュメモリーが壊れている可能性があります。

UU2
このUSBフラッシュメモリーは、この楽器では使えません。または、接続できるUSBフラッシュメモリー
の数が制限を超えました。「USBフラッシュメモリーの取り扱いについて」(30ページ)をご参照ください。

---
パネル操作をロックしています(18ページ)。パネルロックを解除するには[EFFECT]ボタンと[SOUND 
BOOST]ボタンを同時に押してください。

注記

注記

付録
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困ったときは

現象 考えられる原因と解決法

電源が勝手に切れる。 故障ではありません。オートパワーオフ機能が働いたためです。オートパワーオ
フ機能を使いたくない場合は、機能を解除してください(10ページ)。

本体の電源が入らない。 電源プラグが差し込まれていません。電源プラグを本体と家庭用(AC100V)コン
セントに、確実に差し込んでください(10ページ)。

電源スイッチを押して電源を入れたとき、または
切ったとき、「カチッ」や「ポツッ」と音がする。 電気が流れたためです。故障ではありません。

本体から雑音が出る。 本体の近くで携帯電話を使ったり、呼び出し音が鳴ったりすると、雑音が出る場
合があります。本体の近くでは、携帯電話の電源を切ってください。

iPad、iPhone、iPod touchのアプリケーションと
楽器を一緒に使っているとき、本体スピーカーや
ヘッドフォンから雑音(ノイズ)が出る。

iPad、iPhone、iPod touchのアプリケーションと一緒に使用する場合は、通信
によるノイズを避けるためiPad、iPhone、iPod touchの機内モードをオンにし
てお使いいただくことをおすすめします。

全体的に音が小さい。まったく音が出ない。

楽器全体の音量が下がっています。[MASTER VOLUME]スライダーで音量を上
げてください(11ページ)。

ヘッドフォンを接続しています。ヘッドフォンのプラグを抜いてください(11
ページ)。

楽器本体のスピーカーがオフになっています。スピーカーをオンにしてください
(44ページ)。

ローカルコントロールがオフになっています。ローカルコントロールをオンにし
てください(45ページ)。

音がひずむ。

音量が上がり過ぎています。
• [MASTER VOLUME]スライダーで音量を下げてください(11ページ)。
• [EQ]スライダーを下げてください(17ページ)。
• サウンドブーストをオフにしてください(18ページ)。

ペダルが効かない。

ペダルコードのプラグが[SUSTAIN PEDAL]端子/[PEDAL UNIT]端子にしっか
り差し込まれていません。本体の電源を切った状態で、ペダルコードのプラグを
[SUSTAIN PEDAL]端子/[PEDAL UNIT]端子に確実に差し込んでください。そ
の際、プラグの金属部分が見えなくなるまで、しっかり差し込んでください(11, 
12ページ)。

特定の音域でピアノ音色の音の高さ、音質がおかし
い。

ピアノ音色では、ピアノ本来の音をできる限り忠実に再現しようとしています。
その結果、音域により倍音が強調されて聞こえるなど、音の高さや音域が異質に
感じる場合があります。異常ではありません。

鍵盤を弾くと、機構音がカタカタ鳴る。 この楽器の鍵盤機構は、ピアノの鍵盤機構をシミュレートして設計されています。
ピアノの場合でも機構音は実際に出ているものです。異常ではありません。

USBフラッシュメモリーがフリーズする、または動
作しない。

メッセージが表示された場合は、メッセージ一覧(49ページ)をご確認ください。
メッセージが表示されない場合は、USBフラッシュメモリーが壊れている可能性
があります。
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音色一覧

キーオフサンプリングとは
鍵盤を離したときの微妙な発音をサンプリングしたものです。

サステインサンプリングとは
ダンパーペダルを踏んだときの音をサンプリングしたものです。

ストリングレゾナンスとは
弦の共鳴音をシミュレーションしたものです。

音色ボタン 音色名 画面 タッチによる
音の強弱

ステレオ
サンプリング

キーオフ
サンプリング

サステイン
サンプリング

ストリング
レゾナンス 音色紹介

[PIANO]

Grand Piano
(グランドピアノ) GP1 ○ ○ ○ ○ ○

コンサートグランドピアノからサンプリングされたこの音色は、
弱いタッチから強いタッチまでのなめらかな音色変化が表現でき
ます。また、ダンパーペダル使用時のペダル位置による音色変化、
鍵盤を離したタイミングによるの微妙な発音など、さまざまな要
素においてアコースティックピアノに極限まで近づけたぜいたく
な音作りです。また、生ピアノ独特の、弦どうしの共鳴(ストリン
グレゾナンス)も再現しました。クラシックはもちろん、どんな
ジャンルのピアノ曲にも合います。

Live Grand
(ライブグランド) GP2 ○ ○ － － － 明るい響きを持った広がりあるクリアなピアノの音です。ポピュ

ラー音楽に最適です。
Ballad Grand
(バラードグランド) GP3 ○ ○ ○ ○ ○ 温かみあるしっとりとしたピアノの音です。落ち着いた曲に合い

ます。
Bright Grand
(ブライトグランド) GP4 ○ ○ ○ ○ ○ ブライトなピアノの音です。クリアに音を目立たせたい曲に最適

です。

[E.PIANO]

Stage E.Piano
(ステージ エレクト
リックピアノ)

EP1 ○ － ○ － － 金属片をハンマーでたたいて発音させる電気ピアノの音です。弱
く弾いたときは柔らかく、強く弾くと芯のある音がします。

DX E.Piano
(DX エレクトリック
ピアノ)

EP2 ○ － － － － FMシンセサイザーによる電子ピアノの音です。タッチの強弱に応
じて音色の変化も楽しめます。ポピュラー音楽に最適です。

Vintage E.Piano
(ビンテージ エレク
トリックピアノ)

EP3 ○ － － － － 異なるタイプの電気ピアノの音です。ロック、ポピュラー音楽に
よく使われています。

Synth Piano
(シンセピアノ) EP4 ○ － － － － ポピュラー音楽でよく耳にするシンセサイザーによる電子ピアノ

の音です。ピアノとのデュアルでも楽しめます。

[ORGAN]

Jazz Organ 1
(ジャズオルガン 1) or1 － － － － －

歯車回転式電気オルガンの音です。ジャズ、ロックなどの音楽でよ
く用いられます。左ペダルの操作で、エフェクト「ROTARY SP」
(回転スピーカー )の回転の速い/遅いを切り替えられます。

Jazz Organ 2
(ジャズオルガン 2) or2 － － － － －

アタック感を取り除いた歯車回転式電気オルガンの音です。曲調
によってノーマル音と使い分けて演奏をお楽しみください。左ペ
ダルの操作で、エフェクト「ROTARY SP」(回転スピーカー )の
回転の速い/遅いを切り替えられます。

Pipe Organ 
Principal
(パイプオルガン 
プリンシパル)

or3 － ○ － － －
パイプオルガンのプリンシパル系(金管楽器系)の混合音栓の音(8
フィート＋4フィート＋2フィート)です。バロック時代の教会音
楽の演奏に適しています。

Pipe Organ Tutti
(パイプオルガン 
トゥッティ )

or4 － ○ － － － バッハの「トッカータとフーガ」で有名なパイプオルガンのフル
カプラーの音です。

[CLV./VIB.]

Harpsichord 8'
(ハープシコード 8') CL1 － ○ ○ － － バロック音楽でよく使われる楽器の音です。タッチによって音量

は変わらず、鍵盤を離したときには独特の発音があります。
Harpsichord 8'+4'
(ハープシコード 
8'+4')

CL2 － ○ ○ － － オクターブ上の音がミックスされたハープシコードの音です。よ
り華やかさが感じられます。

Clavi
(クラビ) CL3 ○ － ○ － －

電磁ピックアップの付いた鍵盤式打弦楽器です。ファンキーなサ
ウンドはブラックコンテンポラリー音楽などでおなじみです。そ
の構造から、鍵盤を離したときには独特の発音があります。

Vibraphone
(ビブラフォン) CL4 ○ ○ － － － 比較的柔らかなマレットでたたいたビブラフォンの音です。

強く弾くほど金属的な音になります。

[OTHERS]

Strings
(ストリングス) o 1 ○ ○ － － － ステレオサンプリングでリアルな響きがする大編成弦楽アンサン

ブルの音です。ピアノとのデュアルでも楽しめます。
Slow Strings
(スローストリングス) o 2 ○ ○ － － － 立ち上がりの緩やかな弦楽アンサンブルの音です。ピアノや電子

ピアノとのデュアルに向いています。
Choir
(クワイア) o 3 ○ － － － － 空間に広がる心和む合唱の音です。スローな曲で和音の広がりが

得られます。
Slow Choir
(スロークワイア) o 4 ○ － － － － 立ち上がりの緩やかな合唱の音です。ピアノや電子ピアノとの

デュアルに向いています。
Synth Pad
(シンセパッド) o 5 ○ － － － － 暖かくメローで広がりのあるシンセ音です。

アンサンブルのバックの通奏音に最適です。
Wood Bass
(ウッドベース) o 6 ○ － － － － アップライトベースを指で弾く奏法の音です。ジャズやラテン音

楽などによく用いられます。
Bass & Cymbal
(ベース＆シンバル) o 7 ○ － － － － シンバルの音を重ねてあります。ジャズのウオーキングベースに

用いると効果的です。
E.Bass
(エレクトリック
ベース)

o 8 ○ － － － － エレクトリックベースの音です。ジャズ、ロック、ポピュラーな
どの音楽によく用いられます。
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ピアノソング50曲(プリセットソング)一覧
付属の「ピアノで弾く名曲50選」に楽譜が掲載されていますので、ご活用ください。

ソング番号 ソング名 作曲者
P.01 インベンション 第1番 J. S. バッハ
P.02 インベンション 第8番 J. S. バッハ
P.03 ガボット J. S. バッハ
P.04 前奏曲(平均律第1巻第1番) J. S. バッハ
P.05 メヌエット ト長調 J. S. バッハ
P.06 かっこう L-C. ダカン
P.07 ピアノソナタ 第15番 第1楽章 W. A. モーツァルト
P.08 トルコ行進曲 W. A. モーツァルト
P.09 メヌエット ト長調 W. A. モーツァルト
P.10 リトル・セレナーデ J. ハイドン
P.11 ソナタ 第1番終楽章「無窮動」 C. M. v. ウェーバー
P.12 エコセーズ L. v. ベートーヴェン
P.13 エリーゼのために L. v. ベートーヴェン
P.14 トルコ行進曲 L. v. ベートーヴェン
P.15 ピアノソナタ 第8番「悲愴」第2楽章 L. v. ベートーヴェン
P.16 ピアノソナタ 第14番「月光」第1楽章 L. v. ベートーヴェン
P.17 ピアノソナタ 第20番 ト長調 第1楽章 L. v. ベートーヴェン
P.18 即興曲 作品90 第2番 F. P. シューベルト
P.19 楽興の時 第3番 F. P. シューベルト
P.20 春の歌 J. L. F. メンデルスゾーン
P.21 狩人の歌 J. L. F. メンデルスゾーン
P.22 幻想即興曲 F. F. ショパン
P.23 雨だれの前奏曲 F. F. ショパン
P.24 黒鍵のエチュード F. F. ショパン
P.25 別れの曲 F. F. ショパン
P.26 革命のエチュード F. F. ショパン
P.27 小犬のワルツ F. F. ショパン
P.28 ワルツ 第7番 F. F. ショパン
P.29 ワルツ 第9番「告別」 F. F. ショパン
P.30 夜想曲 第2番 変ホ長調 F. F. ショパン
P.31 トロイメライ R. シューマン
P.32 楽しき農夫 R. シューマン
P.33 乙女の祈り T. バダジェフスカ
P.34 人形の夢と目覚め T. エステン
P.35 アラベスク J. F. ブルグミュラー
P.36 牧歌 J. F. ブルグミュラー
P.37 貴婦人の乗馬 J. F. ブルグミュラー
P.38 愛の夢 第3番 F. リスト
P.39 花の歌 G. ランゲ
P.40 舟歌 P. I. チャイコフスキー
P.41 へ調のメロディ A. ルビンシテイン
P.42 ユーモレスク A. ドヴォルザーク
P.43 タンゴ(スペインより) I. アルベニス
P.44 エンターテイナー S. ジョプリン
P.45 メイプル・リーフ・ラグ S. ジョプリン
P.46 亜麻色の髪の乙女 C. A. ドビュッシー
P.47 アラベスク 第1番 C. A. ドビュッシー
P.48 月の光 C. A. ドビュッシー
P.49 夢 C. A. ドビュッシー
P.50 ケークウォーク C. A. ドビュッシー
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仕様

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。

サイズ/質量
寸法 幅×奥行き×高さ 1333mm x 351mm x 148mm
質量 17.3kg

操作子

鍵盤数 88
鍵盤種 グレードハンマー (GH)鍵盤象牙調仕上げ
タッチ感度 ソフト、ミディアム、ハード、フィックス
ディスプレイ 7セグメントLED
パネル言語 英語

音源/音色

ピアノ音 RGEスタンダード音源

ピアノ音源の効果

サステインサンプリング ◯
キーオフサンプリング ◯
ストリングレゾナンス ◯
ダンパーレゾナンス ◯

最大同時発音数 256
音色数 24

効果/機能

タイプ
リバーブ 4種類
エフェクト 4種類

ファンクション

デュアル ◯
スプリット ◯
EQ(イコライザー ) 3バンド
SOUND BOOST 3種類

リズム プリセット数 10

録音/再生
(MIDIソング)

録音
曲数 10曲
トラック数 2トラック
データ容量 (最大) 約1.5MB (約550KB/曲)

再生 データ容量 (最大) 約550KB/曲
プリセットソング 曲数 音色デモ曲:24曲、ピアノ曲:50曲

フォーマット
録音 SMF (フォーマット 0)
再生 SMF (フォーマット 0 、フォーマット1)

録音/再生
(オーディオ
ソング)

時間(最大)  80分/曲

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)

全体設定

メトロノーム ◯
テンポ 5～500
トランスポーズ -12～0～+12
チューニング 414.8～440～466.8 Hz
スケール(音律) 7タイプ

メモリー
内蔵メモリー 約1.5MB
外付けドライブ USBフラッシュメモリー (別売)

接続端子

DC IN 16V
ヘッドフォン ○(×2)　ステレオ標準フォーンプラグ
サステインペダル ○
MIDI [IN][OUT]
AUX IN (ステレオミニ) ○
AUX OUT [L/L+R][R]
PEDAL UNIT ○
USB TO DEVICE ○
USB TO HOST ○

アンプ/
スピーカー

アンプ出力 15W x 2
スピーカー (10cm + 2.5cm) × 2

電源
電源 電源アダプター PA-300Cまたはヤマハ推奨の同等品
消費電力 15W(電源アダプター PA-300C使用時)
オートパワーオフ ◯

付属品 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選(楽譜集)、電源アダプター 
PA-300C、フットスイッチ FC4、譜面立て、ユーザー登録のご案内

別売品

キーボードスタンド　L-255
ペダルユニット　LP-255
フットペダル/フットスイッチ　FC3/FC5
iPhone/iPod touch/iPad用USB MIDI インターフェース　i-UX1
iPhone/iPod touch/iPad用MIDI インターフェース　i-MX1
ヘッドフォン　HPE-150/HPE-30
電源アダプター　PA-300Cまたはヤマハ推奨の同等品
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保証とアフターサービス
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはヤマハ修理ご相談センターにご連絡ください。

 保証書
本機には保証書がついています。
保証書は販売店がお渡ししますので、必ず「販売店印・
お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、大切に保
管してください。

 保証期間
保証書をご覧ください。

 保証期間中の修理
保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保
証書をご覧ください。

 保証期間経過後の修理
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修
理させていただきます。
有寿命部品については、使用時間や使用環境などにより
劣化しやすいため、消耗劣化に応じて部品の交換が必要
となります。有寿命部品の交換は、お買い上げ店または
ヤマハ修理ご相談センターへご相談ください。

 補修用性能部品の最低保有期間
製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間
は、製造打切後8年です。

 修理のご依頼
まず本書の「困ったときは」をよくお読みのうえ、もう
一度お調べください。
それでも異常があるときは、お買い上げの販売店、また
はヤマハ修理ご相談センターへ修理をお申し付けくださ
い。

 製品の状態は詳しく
修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などと
あわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせくだ
さい。

◆修理に関するお問い合わせ

◆修理品お持込み窓口

東日本サービスセンター

〒143-0006　東京都大田区平和島2丁目1-1 京浜トラックターミナル内14号棟A-5F

FAX  03-5762-2125

西日本サービスセンター
〒554-0024　大阪市此花区島屋6丁目2-82 ユニバーサル・シティ和幸ビル9F

FAX  06-6465-0374
*名称、住所、電話番号などは変更になる場合があります。

有寿命部品の例
ボリュームコントロール、スイッチ、ランプ、リレー
類、接続端子、鍵盤機構部品、鍵盤接点、ドラムパッ
トなど

ヤマハ修理ご相談センター
ナビダイヤル 0570-012-808

※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 TEL 053-460-4830

受付時間 月曜日～金曜日  9:00～18:00、 土曜日  9:00～17:00
(祝日およびセンター指定休日を除く)

FAX 東日本(北海道/東北/関東/甲信越/東海) 03-5762-2125
西日本(沖縄/九州/中国/四国/近畿/北陸) 06-6465-0367

受付時間 月曜日～金曜日  9:00～17:45
(祝日および弊社休業日を除く)

* お電話は、ヤマハ修理ご相談センターでお受けします。

(全国共通番号)
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ヤマハ株式会社
〒430-8650  静岡県浜松市中区中沢町10-1

ヤマハ ピアノ・鍵盤楽器サイト　http://jp.yamaha.com/piano/

ヤマハ ダウンロード　http://download.yamaha.com/jp/

ヤマハ 音楽データショップ　http://www.music-eclub.com/musicdata/

ヤマハ株式会社ホームページ　http://jp.yamaha.com/

◆ウェブサイトのご案内

● 都合により、住所、電話番号、名称、営業時間などが変更になる場合がございますので、
　あらかじめご了承ください。

0570-006-808ナビダイヤル

お客様コミュニケーションセンター　電子ピアノ・キーボードご相談窓口

※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 TEL 053-460-5272
営業時間 : 月曜日～金曜日 10:00～18:00、土曜日 10:00～17:00
(祝日およびセンター指定休日を除く)

http://jp.yamaha.com/support/

電子ピアノの機能や取り扱いについては、ご購入の特約店
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。
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