2022 年 10 月 12 日

旅する LovePiano 第 3 弾
沖縄「星野リゾート バンタカフェ」にストリートピアノが登場！
2022 年 12 月 1 日（木）～25 日（日）「大屋根デッキ」に設置、宿泊プレゼントキャンペーンを開催
株式会社ヤマハミュージックジャパンと、星野リゾートとのコラボレーション企画「旅する LovePiano」
（*）
において、「星野リゾート バンタカフェ」（沖縄県中頭郡読谷村）に、ストリートピアノ“LovePiano”を
2022 年 12 月 1 日（木）から 25 日（日）まで設置することが決まりました。本企画は、8 月の星野リゾート リ
ゾナーレトマム、
10 月の OMO7 大阪
（おも）by 星野リゾートに続き、
3 回目です。
当社は 2017 年 9 月に
“LovePiano”
の活動を開始し、沖縄県での展開は今回が初となります。
*「旅する LovePiano」は、ヤマハミュージックジャパンと星野リゾートで進めるストリートピアノのプロジェ
クトの名称およびピアノの愛称です。
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「旅する LovePiano」は、“LovePiano”を通して「より多くの方にピアノの魅力や演奏することの楽しさを
伝えたい」というヤマハミュージックジャパンの想いと、
「旅先という特別な空間で心に残る体験をしてほしい」
という星野リゾートの願いが合致し、実現したものです。両社のコラボレーションを機に、旅好きとして知られ
るイラストレーターのデナリさんのペイントによる、新たな“LovePiano”を制作しました。このピアノは約 1
年にわたり、北は北海道、南は沖縄まで、星野リゾートが運営する施設 7 か所に自由に弾けるピアノとして設
置されます。
なお、星野リゾート バンタカフェで「旅する LovePiano」を体験するモニターを、2022 年 10 月 12 日（水）か
ら 30 日（日）まで募集します。

＜“LovePiano”設置概要＞
１. バンタカフェは約 200 席を有する、国内最大級の“海カフェ”です。水平線を一望できる半屋外のフロア「大
屋根デッキ」に“LovePiano”を設置します。
２. 設置初日の 12 月 1 日（木）に、沖縄のジャズピアニストが演奏するイベントとイルミネーションの点灯式
を開催します。
３. 設置期間限定のスイーツ「奏でるちゅらーと」を販売します。紅芋やマンゴーなど沖縄らしいジェラートの
フレーバーと、口の中で弾けるキャンディの食感が楽しめます。
４．「旅する LovePiano」で聴きたい曲や、「旅する LovePiano」の写真・演奏動画を SNS で募集するキャンペー
ンを開催します。
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＜LovePiano 設置日時・場所＞
日時 ：
2022 年 12 月 1 日（木）～25 日（日）11:00～21:00 ※土曜日は 11:00～日没
場所 ：
星野リゾート バンタカフェ「大屋根デッキ」（沖縄県中頭郡読谷村儀間 560）
・演奏の際は、ピアノの近くに掲示している「演奏時のお願い」をご確認ください。
・都合により、ピアノの設置を中止する場合があります。
・主催者のイベントなどにより、一時的に演奏できない場合があります。
＜星野リゾート
星野リゾート
募集期間：
モニター期間：
場所：
対象：
募集人数：
内容：

申込方法：

バンタカフェで「旅する LovePiano」を体験しよう！モニターキャンペーン＞

バンタカフェで「旅する LovePiano」を体験するモニターを 1 組（1～4 名）募集します。
2022 年 10 月 12 日（水）～30 日（日）
2022 年 12 月 4 日（日）～5 日（月）1 泊 2 日
星野リゾート バンタカフェ
※宿泊場所は、星野リゾート BEB5 沖縄瀬良垣（沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣 1860-4）です。
旅する“LovePiano”を演奏してみたい方 ※同伴者の同行も可
1 組（1～4 名様）
星野リゾート バンタカフェで、「旅する LovePiano」を体験する様子を取材します。応募者
と同伴者（3 名）合計 4 名様まで参加できます。モニターの方には、星野リゾート BEB5 沖
縄瀬良垣の宿泊（1 泊 1 室夕・朝食付き、4 名まで利用可）を提供します。
以下キャンペーンページで詳細をご確認のうえ、お申し込みください。
▼星野リゾート バンタカフェで「旅する LovePiano」を体験しよう！モニターキャンペーン
https://member.jp.yamaha.com/campaign/tabisurulovepiano#lp_trip_monitor

＜「旅する LovePiano」SNS キャンペーン＞
「旅する LovePiano」で聴きたい曲を教えて！キャンペーン
「旅する LovePiano」で聴きたい曲を SNS で募集します。対象アカウントの「旅する LovePiano で聴きたい曲を
教えて！キャンペーン」の投稿の引用ツイートまたはコメント欄でお寄せください。12 月 1 日（木）のオープ
ニングイベントや期間中に訪れる奏者が、投稿された中から演奏する曲を選びます。

期間：
2022 年 10 月 12 日（水）～12 月 25 日（日）
投稿方法：
Twitter
1）ヤマハと星野リゾート トマム｜♪旅する LovePiano 情報ベース♪両方のアカウントをフォローしてください。
2）「旅する LovePiano で聴きたい曲を教えて！キャンペーン」の投稿にハッシュタグ「#旅する LovePiano」「#
ヤマハ」「#星野リゾート」「#バンタカフェ」「#BEB5 沖縄瀬良垣」を付けて、コメント欄に曲名を入力し、引
用ツイートしてください。
Instagram
1）ヤマハと星野リゾート トマム｜♪旅する LovePiano 情報ベース♪両方のアカウントをフォローしてください。
2）「旅する LovePiano で聴きたい曲を教えて！キャンペーン」の投稿に「いいね！」をして、コメント欄に曲
名を入力してください。

2

「旅する LovePiano」フォト＆ムービーキャンペーン
星野リゾート バンタカフェに設置された「旅する LovePiano」の写真や演奏動画を募集します。投稿された方
の中から抽選で 5 組 10 名様に、星野リゾート BEB5 沖縄瀬良垣の宿泊（1 泊 2 日）をプレゼントします。
期間：
2022 年 12 月 1 日（木）～25 日（日）
投稿方法：
1）ヤマハと星野リゾート トマム｜♪旅する LovePiano 情報ベース♪両方のアカウントをフォローしてください。
2）ハッシュタグ「#旅する LovePiano」「#ヤマハ」「#星野リゾート」「#バンタカフェ」「#BEB5 沖縄瀬良垣」
を付けて投稿してください。
対象アカウント：
ヤマハ（音・音楽）Twitter
https://twitter.com/YamahaMusic_Jp
ヤマハ（音・音楽）Instagram
https://www.instagram.com/yamahamusicjapan/
【公式】星野リゾート トマム｜♪旅する LovePiano 情報ベース♪Twitter

https://twitter.com/snowtomamu
【新公式】星野リゾート トマム／リゾナーレトマム｜♪旅する LovePiano 情報ベース♪Instagram
https://www.instagram.com/hoshinoresorts.tomamu/
※対象アカウントは、両キャンペーン共通です。
※星野リゾートは、「旅する LovePiano」の初回開催地であるトマムのアカウントを使用します。

＜旅する LovePiano＞
ヤマハミュージックジャパンでは、ピアノを身近に感じて親しんでい
ただくことを目的とし、誰でも自由に弾けるストリートピアノ
「LovePiano」を 2017 年 9 月にスタートしました。カラフルなペイン
トをしたヤマハのアップライトピアノ“LovePiano”を駅や空港、商
業施設などのオープンスペースに期間限定で設置し、延べ 100 か所を
超えるさまざまな場所で多くの皆さまに親しまれてきました。
このたび、さらに魅力ある体験の場を提供したく、星野リゾートと協
業し、日本の四季を感じられる景色の中でストリートピアノを楽しめ
る「旅する LovePiano」を展開することとなりました。この取り組みを通し、絶景の中での一期一会の体験の場
をつくるとともに、より多くの方にピアノの魅力や演奏することの楽しさをお伝えしたいと考えています。

▼「旅する LovePiano」Web サイト
https://member.jp.yamaha.com/campaign/tabisurulovepiano

写真左：星野リゾート リゾナーレトマムの雲海テラス（初回）
写真右：OMO7 大阪（おも） by 星野リゾート（2 回目）
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＊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。
＊掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。
■ 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 事業企画課
TEL. 03-5488-1674
https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1019&lcl=ja_JP
■ 一般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 事業開発課
https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1001&lcl=ja_JP
※お問い合わせ内容の「お問い合わせ種別」で「LovePiano 設置希望・お問い合わせ」をご選択ください。
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