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 ■多彩なリズム・USB TO DEVICE 端子を搭載した高機能キーボード 

ヤマハ 電子キーボード  

ポータトーン『PSR-E433』 
−7 月 1 日(日)発売− 

“音楽を楽しむ大人”のための高機能キーボード 

 
 ヤマハ株式会社（本社：静岡県浜松市中区中沢町 10-1、社長：梅村 充）は、電子キーボードの新製

品として、『PSR-E433』を 7月 1日(日)から発売します。 

 

＜価格と発売日＞ 

品 名 品番 価格 発売日 

ヤマハ 電子キーボード 

ポータトーン 
PSR-E433 オープンプライス 7 月 1日(日) 

   ◎初年度販売予定数：2,000 台 

 

＜製品の概要＞ 

 当社が 1980 年から発売して好評のファミリー向け電子キーボードは、初めて鍵盤楽器に触れる子供

から中・上級者まで、さまざまな演奏ニーズに対応する製品です。 

◇ 

 このたび発売する『PSR-E433』は、キーボードとしての基本性能の高さに加え、自動伴奏付きの演

奏やサウンドコントロール機能によるリアルタイムな音づくり、クールなデザインのボディなど、キ

ーボードを演奏する“音楽を楽しむ大人”に適したモデルとなっています。 

 『PSR-E433』は、多彩な音色と手軽に多くの音楽データを扱えることが大きな特長で、高品位な 731

音色を搭載しました。また、今回新たに USB TO DEVICE 端子を搭載。USB フラッシュメモリーを使って

曲データを扱えるようになり、手軽に演奏の幅を広げることができるようになりました。そして、186

種類のスタイル(自動伴奏)と 150 種類のアルペジオ機能を活用することで、多彩な音色で表現豊かな

演奏が楽しめます。 

また、演奏時における機能も強化。2 つのライブコントロールノブとピッチベンドホイールにより、

メロディの音色のニュアンスを変えることができ、自動伴奏やアルペジオのテンポや音程をリアルタ

イムで微妙に変化させるなど、自分だけの音・フレーズづくりを楽しむこともできます。そのほか、

新たにサウンドを自由にコントロールできるパターン機能も追加。DJ のようにダイナミックなパフォ

ーマンスが可能になりました。 

 

 詳細は以下の通りです。 
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＜主な特長＞ 

１． USB TO DEVICE 端子を搭載 

新たに USB TO DEVICE 端子を搭載。USB フラッシュメモリーを接続することにより、当社の音楽

データ販売サイト「音楽データショップ」などで購入した曲データで、手軽に自動演奏やレッ

スン機能を楽しめます。 

※最新の動作確認済み USB 機器リストは下記ウェブサイトでご確認ください。 

  http://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/keyboards/support/ 

※「音楽データショップ」では、曲データ（MIDI データ）をダウンロード購入できます。 

  http://www.music-eclub.com/musicdata/ 

 

２．高品位 731 音色と、タッチレスポンス付き 61 鍵盤を搭載 

   多彩な「XGlite（注）」対応 462 音色を含む高品位な 731 音色と、鍵盤を弾く強さに応じて音

に強弱がつけられるタッチレスポンス付き 61 鍵盤を搭載。多彩な音色で表現豊かな演奏が楽し

めます。 

 

３．サウンドを自在にコントロールできるパターン機能 

新たに DJ のような演奏を楽しめるパターン機能を搭載。音色やリズムを組み合わせた 10 種類

のパターンで、楽器の組み合わせを変えたり、ノブを使ってサウンドをコントロールし、リア

ルタイムにダイナミックな演奏を楽しむことができます。 

 

 ４．多彩な表現を可能にするアルペジオ機能 

   鍵盤を押さえるだけで多彩な分散和音を即座に奏でることができるアルペジオ機能を搭載。こ

のアルペジオは単純な繰り返しのフレーズではなく、バラードやクラシックのフレーズも魅力

的に演奏できます。150 種類をプリセットしており、さまざまな楽しみ方が可能です。 

 

 ５．豊富な 186 スタイルと 305 種類のミュージックデータベースを搭載 

   ポップスやロックをはじめ、ダンス系など多種多様なジャンルのスタイル（自動伴奏）186 種類

を搭載しています。また、スタイル演奏の際に、好きな音楽ジャンルに合った音色やスタイル

を簡単に呼び出すことができるミュージックデータベース 305 種類を内蔵し、手軽に演奏の幅

を広げることができます。 

 

＜開発の背景＞ 

 当社の電子キーボード「PSR」シリーズは、入門モデルが主に子供のレッスンに利用されていますが、

高機能モデルは比較的年齢の高い層に使用されており、現行モデル『PSR-E423』のユーザーアンケー

トによれば、ユーザーの約 7割が男性、年齢層は 30〜40 代で全体の 4割を占め、自分の楽しみを目的

とする人が最も多くなっています。 

 このような背景から、さらに機能を充実させた『PSR-E433』を新たに提供することで、「大人の趣

味」としてのキーボード演奏層に広く受け入れられることを期待しています。
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＜主な仕様＞ 

製品名 PSR-E433 

色/仕上げ 色 ブラック 

幅×高さ×奥行 946mm×140mm×405mm サイズ/質量 

質量 6.8kg (乾電池除く) 

鍵盤数 61 鍵盤 

タッチレスポンス ○ 

操作子  ピッチベンド、ノブ 

音源 音源方式 AWM ステレオサンプリング 

発音数 最大同時発音数 32 

プリセット 音色数 206 パネル音色＋23 ドラム/SFX キット

＋40 アルペジオ音色＋462XGlite 音色

音源/音色 

音源フォーマット GM、XGlite 

タイプ リバーブ、コーラス、ハーモニー、 

マスターEQ、ウルトラワイドステレオ

デュアル ○ 

スプリット ○ 

効果 

ファンクション 

アルペジオ 150 種類 

プリセットスタイル数 186 プリセット 

スタイルコントロール スタイルオン/オフ、シンクロスタート、

シンクロストップ、スタート/ストップ、

イントロ/エンディング/リタルダンド、

メイン/フィルイン 

ミュージックデータベース 305 

伴奏スタイル 

その他特徴 

ワンタッチセッティング ○ 

プリセット 内蔵曲数 100 

録音曲数 10 録音 

録音トラック数 6 (5 メロディ＋1スタイル/パターン)

再生フォーマット SMF 

録音再生 

互換性 

録音フォーマット オリジナルフォーマット 

レジストレーション レジストレーション 

メモリー 
8 バンク×4 

レッスン/ガイド お手本、タイミング、マイペース、 

くりかえし練習、コード辞書 

全体設定 メトロノーム、テンポ、トランスポーズ、

チューニング 

ファンクション 

その他 ピアノボタン ○ 

内蔵メモリー 1.54MB メモリー 

外部記憶装置 USB フラッシュメモリー 

メモリー/接続端子 

接続端子 USB TO DEVICE、USB TO HOST、DC IN 12V、

ヘッドフォン/外部出力、 

サステインペダル 

アンプ出力 2.5W＋2.5W アンプ/スピーカー 

スピーカー 12cm×2＋3cm×2 

電源 電源アダプター(PA-150A)付属、 

電池:単 3乾電池×6(別売) 

消費電力 16W(アダプターPA-150A 使用時） 

電池寿命 アルカリ電池で約 7時間 

電源部 

オートパワーオフ機能 ○ 

付属品 主な同梱品 取扱説明書、ソングブック、電源アダプ

ター、保証書、譜面立て、和文シート

 オプション ： スタンド L-2L 4,200 円(税込)/ L-2C 6,300 円(税込) 

         ソフトケース SCC-53  10,500 円(税込) 

 

 



＜注＞ 

 XGlite 

ヤマハの高品位な音源フォーマットである「XG」の簡易（ライト）版です。「XG」のソングデータ

を「XGlite」マークの付いた音源を使って手軽に再生して楽しむことができます。ただし、「XGlite」

ではコントロールできるパラメーターやエフェクトなどに一部制限があるため、「XG」のソングデ

ータが元のデータと異なって聞こえる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマハ 電子キーボード ポータトーン『PSR-E433』 

オープンプライス 

 

 

＊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。 

この件に関するお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 

 

      ■報道関係の方のお問い合わせ先 

       広報部 宣伝・ウェブコミュニケーショングループ 

            木村、千葉 

        〒108-8568 東京都港区高輪２−１７−１１ 

        ＴＥＬ ０３−５４８８−６６０５ 

                プレスヤマハ URL  http://press.yamaha.co.jp/ 

        （お問い合わせや画像ダウンロード等が可能です。） 

 

      ■一般の方のお問い合わせ先 

国内営業本部 鍵盤営業部 ピアノ企画グループ 

        〒108-8568  東京都港区高輪２−１７−１１ 

        ＴＥＬ ０３−５４８８−６７９５ 
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