2018 年 9 月 19 日

今こそ楽器体験！ Let’s enjoy MUSIC!!

日本最大の楽器総合イベント「2018 楽器フェア」
ヤマハブース出展について
‐ 2018 年 10 月 19 日（金）～21 日（日）

東京ビッグサイト ‐

株式会社ヤマハミュージックジャパンは、2018 年 10 月 19 日（金）から 21 日（日）まで、東京ビッグサ
イトで開催される日本最大の楽器総合イベント「2018 楽器フェア」に出展します。
「楽器フェア」は、国内外の一流ブランドの楽器や最新技術を駆使した製品、およびその関連製品を一堂に
集め、楽器の最新情報と音楽情報を提供するコンシューマー向け楽器ショーです。50 周年を迎える今回は、
「今こそ楽器体験！ Let’s enjoy MUSIC!!」をテーマに新たな企画を予定。50 周年記念イベントも開催しま
す。
ヤマハブースは 2 か所に展開し、鍵盤楽器、管楽器、弦楽器、教育楽器、ギター、ベース、アンプ、ドラム、パ
ーカッション、デジタル楽器をはじめ、PA 機器、防音室、ヘッドホンなどの関連製品、さらに Line 6、Steinberg、
Marshall などの当社輸入ブランド製品も豊富に展示します。また、ヤマハの楽器レンタルサービス「音レント」や
音楽をもっと楽しむための会員制サービス「ヤマハミュージックメンバーズ」の紹介も行います。各ブース内外では、
さまざまな人気アーティスト出演のイベントや実力派デモンストレーターによる製品デモを実施します。
今回、楽器フェア会場内に新設される「楽器体験広場」をはじめ、楽器フェア共通企画の「プレミアム・グランド
ピアノ試弾会」や「ドラマーズ・パラダイス」などへも参加するほか、「シンセフェスタ」や「GEN (Gakki Engine of
Nippon)」などの団体ブースへも一部製品を出展します。
販売エリア（メガ・ショッピングモール）と音楽教室エリアには、株式会社ヤマハミュージックリテイリングが出展し、
楽器および関連グッズの販売や楽器レッスンのご案内をします。
さらに、ヤマハグループの複数のブースでヤマハ音楽教室の人気キャラクター「ぷっぷる」を探し出す「スタンプラリ
ー」を実施し、全スタンプ獲得の方には抽選で楽器やオリジナルグッズをプレゼントします。

＜「2018 楽器フェア」開催概要＞


名称： 2018 楽器フェア

http://musicfair.jp/2018/



日時： 10 月 19 日（金）12:00～19:00（メガ・ショッピングモールは 10:00～19:00）
10 月 20 日（土）10:00～18:00
10 月 21 日（日）10:00～17:00



会場： 東京ビッグサイト西 1・2 ホール（東京都江東区有明 3-11-1）



入場料（税込）：当日券 1,500 円（前売券 1,200 円）、高校生以下無料



主催： 日本楽器フェア協会



運営： 2018 楽器フェア運営委員会、音知会



後援： 経済産業省、東京都、江東区、株式会社東京ビッグサイト、公益財団法人音楽文化創造、
一般社団法人音楽電子事業協会、一般社団法人全日本吹奏楽連盟
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＜ヤマハブースのポイント＞
●鍵盤楽器
・

新商品を含む多彩な鍵盤楽器を紹介。ピアノ、電子ピアノ、オルガンなどが試奏できます。

・

エレクトーン＆クラビノーバのマンツーマン体験会を実施します。

・

自動演奏ピアノの試聴・体験ができます。

●防音室・調音パネル
・ 楽器の練習に役立つ「防音室」や、音の響きを調える「調音パネル」を紹介します。
●管楽器・弦楽器・教育楽器
・ 「2017 年度グッドデザイン大賞」を獲得した、ヤマハのカジュアル管楽器「VenovaTM（ヴェノーヴァ）」や、
新製品「大人のピアニカ」を多数展示します。
・ トロンボーン奏者 中川英二郎氏監修のテナーバストロンボーン新モデル「YSL-823G」を展示。ブース内
特設ステージで中川氏のスペシャルパフォーマンスを行います。
●ギター
・ アコースティックギターは、新技術を搭載したヤマハのトランスアコースティック

TM

ギターや、輸入ブランド

Breedlove などを出展します。
・ ヤマハのエレキギター「REVSTAR シリーズ」、エレキベース「BB シリーズ」は、全ラインアップを用意します。
・ ヤマハの「THR シリーズ」、輸入ブランド Marshall、Line 6、EDEN のギターアンプの試奏ができます。
・ Line 6 や EarthQuaker Devices などのエフェクター類も展示します。
●ドラム
・ ヤマハ電子ドラムの新製品「DTX402 シリーズ」を展示。対応アプリも体験できます。
・ ブース内の防音室で全スネアドラムが試奏可能です。ヤマハ エレクトロニックアコースティックドラムモジュール
「EAD10」の録音体験会も予定。Zildjian シンバルの新製品、話題のスタックシンバルも展示します。
●デジタル楽器・音楽制作機器・PA 機器
・ ヤマハシンセサイザー「MONTAGE」やボーカロイドキーボード「VKB-100」など多彩な製品群を展示します。
・ Steinberg のソフトウェア「Cubase」「Dorico」やオーディオインターフェース「UR シリーズ」などが試せます。
・ ヤマハポータブル PA システム「STAGEPAS」をはじめ、ミキサーやスタジオモニターヘッドホンなど厳選アイテム
を紹介します。
●レンタル
・ ヤマハの楽器・防音室のレンタルサービス「音レント」を紹介します。
●販売ブース（ヤマハミュージックリテイリング）
・ 「メガ・ショッピングモール」に出店。定番アイテムに加え、楽器フェア限定のレアグッズも用意。ヤマハヘッドホ
ンの比較試聴コーナーや、今回のイベントステージに出演するアーティストの CD 即売コーナーも設置します。
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●音楽教室ブース（ヤマハミュージックリテイリング）
・ 「ヤマハ大人の音楽レッスン」のバラエティー豊かなコースを紹介。体験レッスンのお申し込みも受け付けます。
●ヤマハ総合受付
・ ヤマハ総合受付を「鍵盤」「弦楽器・管楽器」エリアのヤマハブース中央に設け、出展に関するご案内および
このたび実施するスタンプラリーの受付を行ないます。当社およびヤマハミュージックリテイリング、ヤマハミュー
ジックエンタテインメントホールディングスのブースに設けられたヤマハ音楽教室の人気キャラクター「ぷっぷる」
のスタンプ全てを獲得した方には、抽選で楽器やオリジナルグッズをプレゼントします。
・ 音楽をもっと楽しむためのヤマハの会員制サービス「ヤマハミュージックメンバーズ」の案内や入会受付、オリジ
ナルグッズのプレゼントを行います。
・ 来場者にはもれなく「ヤマハロゴ入り布バッグ」と「楽器フェア特別編集冊子」を差し上げます。

＜ヤマハミュージックジャパン主催イベント概要＞
■米澤未玖 with friends スペシャルセッション
10 月 20 日（土）12:00～12:30 アトリウムステージ（L）
出演：米澤未玖（Sax）、小川悦司（Gt）、熊谷望（Ba）、安部潤（Key）、川口千里（Dr）

■Mahogany Organ All-Stars 「Nord C2D スペシャルセッション」
10 月 20 日（土）15:00～15:30 アトリウムステージ（L）
2016 年サッポロ・シティ・ジャズ・パークジャズライブコンテストで 361 組の中からグランプリを受賞し、注目を浴び
るオルガン・ジャズユニット。極上のオルガン・サウンドを楽しめます。
出演：山本 研（Org)、岡田真帆（Dr)、石井裕太（Ts)、鈴木洋一（Gt)

■真空ホロウ×Yamaha スペシャルセッション
10 月 20 日（土）16:00～16:30 アトリウムステージ（L）
真空ホロウ×Yamaha でお届けする楽器フェアだけのスペシャルライブ。メンバー愛用楽器についてのスペシャルな
トークも聞けます。
出演：真空ホロウ 松本明人（Vo/Gt）、高原未奈（Ba/Cho）、MIZUKI（Dr/Cho）

■窪田 宏 エレクトーンスペシャルステージ
10 月 20 日（土）16:30～17:00 アトリウムステージ（R）
エレクトーンプレイヤー窪田宏のスペシャルステージ。迫力のサウンドで聴衆を引き込んでいく圧巻の演奏にご期
待ください。
出演：窪田宏
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■Yamaha Acoustic Mind Circuit
10 月 21 日（日）11:00～11:30 アトリウムステージ（L）
元キマグレンの ISEKI 氏が登場します。アコースティックギターとボーカルの心地よいサウンドをお楽しみください。
出演：ISEKI

■ボカロキーボード合唱
10 月 21 日（日）12:30～13:00 アトリウムステージ（R）
秋葉原区立すいそうがく団「ボカロキーボードがっしょう部」によるステージ。 ボーカロイドキーボード 20 人編成に
よる圧巻の合唱をお楽しみください。
出演：秋葉原区立すいそうがく団「ボカロキーボードがっしょう部」

■スイングカーニバル ～Z EXPRESS BIG BAND × ガキパラ～
10 月 21 日（日）16:00～16:30 アトリウムステージ（L）
文化放送ラジオ「楽器楽園～ガキパラ～」とのコラボ企画です。楽器を持参すれば誰でも大合奏に参加できま
す。ホストバンドは「Z EXPRESS BIG BAND」。ゲストとして番組パーソナリティの武田真治さん、岡部磨知さ
んも出演します。
ゲスト：武田真治（Sax）、岡部磨知（Vin）、砂山圭大郎（アナウンサー）
ホストバンド：Z EXPRESS BIG BAND
三塚知貴（Tb）、石井真（Tp）、茅野嘉亮（Tp）、菅野浩（As）、河村緑（Ts）、
宮木謙介（Bs）、佐久間優子（Pf）、寺尾陽介（Ba）、勘座光（Ds）
●その他にも展示ブース内で、多くのイベントやデモンストレーションを予定しています。
実施日時・内容については変更する場合がありますので予めご了承ください。
●最新の情報は、「2018 楽器フェア」公式サイトのヤマハ特設ページでご確認ください。
ヤマハミュージックジャパン

http://musicfair.jp/2018/yamaha-music-japan/

ヤマハミュージックリテイリング

http://musicfair.jp/2018/yamahamusic/

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問い合わせ先
■一般の方のお問い合わせ先
各ブース・イベントによって異なります。
「2018 楽器フェア」 ヤマハミュージックジャパンのページをご覧ください。
http://musicfair.jp/2018/yamaha-music-japan/
■報道関係の方のお問い合わせ先
株式会社ヤマハミュージックジャパン 事業企画部 事業企画・広報課
TEL：03-5488-1674 / FAX 03-5488-7016
ウェブサイト：https://jp.yamaha.com/
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