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２０１４年２月４日 

 

 

 ■電子ピアノの基本性能が充実、コンパクトで洗練されたデザイン 

ヤマハ 電子ピアノ『P-255B』『P-255WH』 

〜iPhone / iPad / iPod touch とも連携可能、3月 1日(土)発売〜 

 

 ヤマハ株式会社は、電子ピアノの新製品として、ピアノの基本性能を充実させ、コンパクトで洗練

されたデザインを採用した『P-255B』および『P-255WH』を 3月 1日(土)から発売します。 

 

＜価格と発売日＞ 

品 名 品番 外装仕上げ 価格 発売日 

ヤマハ 電子ピアノ 
P-255B ブラック 

オープン価格 3 月 1 日(土)
P-255WH ホワイト 

 ◎初年度販売予定数：合計 2,000 台 

 

＜製品の概要＞ 

 当社は、ピアノを手軽に家庭で楽しめる『クラビノーバ』をはじめ、さまざまな電子ピアノを展開

しています。中でもコンパクトで洗練されたデザイン、そして本格的な機能が特長の『P』シリーズは、

主に成人男女の趣味用のピアノとして幅広い支持を集めています。 

◇ 

 今回発売する『P-255B』および『P-255WH』は、高品位なピアノ音色やリアルなタッチ感など、電子

ピアノとしての基本性能を追究しながら、多彩な機能も提供するモデルです。 

 ピアノ音は、ヤマハのコンサートグランドピアノからサンプリングした「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」を採用。鍵盤は、低音部は重く、高音部は軽いアコーステ

ィックピアノのタッチに近づけたヤマハ独自の「グレードハンマー（GH）鍵盤 象牙調仕上げ」を搭載。

象牙調仕上げにより滑りにくく理想の触り心地で弾くことができます。 

 デザインはピアノをイメージさせるラウンドフォルムで、弾く場所を選ばない奥行き 35.1cm のコン

パクトサイズに仕上げました。カラーはブラック、ホワイトの 2 色から選択できます。また、専用オ

プション品のスタンドやハーフペダル対応のペダルユニット(3 本タイプ)も追加でき、本格的なピアノ

演奏が楽しめます。 

機能面では、音質を手軽に調整できる「EQ（イコライザー）」や 10 種類の「リズム」により曲に合

わせた演奏が可能です。また、iPhone / iPad / iPod touch を使って、本体のさまざまな機能を直感

的に操作できる専用のコントローラーアプリケーションを別途用意しました。 

 

 

 

 

成人趣味層に人気の高いコンパクトピアノの最新モデル 
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 詳細は以下の通りです。 
 
 

＜主な特長＞ 

 １．充実のピアノ基本性能 

  ・コンサートグランドピアノの響きを再現 

   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

が最良の状態に調律したピアノをサンプリングに使用。音の鳴り始めから消えるまでの過程を

丁寧に収録した「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」を搭載、

コンサートグランドピアノの響きを再現しています。 

 

  ・グランドピアノのタッチに近づけた、滑りにくく自然な弾き心地の鍵盤 

   鍵盤の重さを低音部では重く、高音部では軽くなるように、音域によって段階的に変化させ、

自然なタッチ感を実現した「グレードハンマー（GH）鍵盤 象牙調仕上げ」を搭載。優れた吸湿

性により汗などでも滑りにくく、グランドピアノのタッチに迫る本格的なピアノ演奏が楽しめ

ます。 

 

  ・2Way スピーカーを採用、美しい響きを忠実に再現 

   音を無理なく、バランス良く均一に振動させる真円スピーカーを搭載、豊かで厚みのある音を

実現します。また、高音域をつややかに響かせるツイーターも採用、低音域から高音域までバ

ランスの良い高品位な音響を実現しました。 

 

 ２．演奏を充実させるサウンドコントロール機能 

   低・中・高音域の 3つのスライダーを操作するだけで、簡単に音質を調整できる「EQ」を搭載、

自分の好みや演奏環境に合わせて最適な音質を作ることができます。また、スピーカーからの

音量感をワンタッチで簡単に引き立たせる「サウンドブースト」も採用、音の輪郭や粒立ちを

はっきりさせ、他の楽器とのセッションなどでも存在感を発揮します。 

 

 ３．コンパクトで洗練されたデザインと多彩な機能 

   弾く場所を選ばない奥行き 35.1cm の洗練されたデザインは、ピアノをイメージさせるラウンド

フォルムに仕上げました。カラーはブラック、ホワイトの 2 色で、譜面受けに人工皮革を採用

しました。また、8 ビートやジャズワルツなど多彩な 10 種類の「リズム」を内蔵しています。

USB フラッシュメモリーなどが接続できる「USB TO DEVICE 端子」も装備。MIDI・オーディオ（WAV）

形式で、演奏の保存が可能です。さらに、ケーブル(＊)で iPhone / iPad / iPod touch に接続

し、専用アプリ『P-255 Controller』(無償)をインストールすることで、iPhone などの画面で

本体のさまざまな機能を直感的に操作できるなど、多彩な機能を提供します。 

   ＊当社の別売ケーブル『i-UX1』または『i-MX1』が必要です。 

 

＜開発の背景＞ 

 今回発売する『P-255B』『P-255WH』は、成人男女の趣味のために使われている『P』シリーズの    

最新モデルで、本格的なピアノの音色と弾き心地を実現しながら、コンパクトさを追究しました。ま

た、使用目的に合わせ音質や音量などの設定を変更できる機能も搭載しました。これらにより当社で

は、自宅にて趣味の演奏を楽しみたい方はもちろん、ライブやパーティなど、さまざまな場所で演奏

をしたい方などにおすすめしていきたいと考えています。 
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＜主な仕様＞ 

品番 P-255B/P-255WH 

鍵盤 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 

カラー P-255B：ブラック 

 P-255WH：ホワイト 

ボイス(音色) 音色数 24 

最大同時発音数 256 

音源 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 

ソング(MIDI) 再生 プリセットソング 音色デモ 24 曲、ピアノ曲 50 曲 

録音 録音曲数 10 

トラック数 2 

ソング 

(オーディオ) 

再生/録音 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) 

記憶媒体 内蔵フラッシュメモリー 約 1.5MB 

エフェクト 

(効果)/機能 

 

リバーブ 4 

コーラス、フェーザー、トレモロ、

ロータリースピーカー 
○ 

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 ○ 

ダンパーレゾナンス ○ 

デュアル ○ 

スプリット ○ 

EQ 3 

サウンドブースト 3 

メトロノーム ○ 

リズム プリセットリズム 10 

全体設定 テンポ ○ 

トランスポーズ ○ 

チューニング ○ 

ディスプレイ LED 

ペダル サステイン 

（オプションペダル FC3 使用時､ハーフペダル対応可)

＊オプションペダルユニット LP-255B･255WH 使用時 

ダンパー（ハーフペダル対応可）ソステヌート、ソフト

接続端子 USB TO HOST 端子 ○ 

USB TO DEVICE 端子 ○ 

ヘッドフォン端子 2 

MIDI 端子 IN/OUT 

その他端子 AUX OUT[L/L+R][R]、AUX IN(ステレオミニ)、 

サステインペダル、ペダルユニット 

アンプ出力･ 

スピーカー 

アンプ出力 15W×2 

スピーカー (10cm＋2.5cm)×2 

オートパワーオフ ○ 

消費電力 15W 

サイズ 間口 1,333mm×高さ 148mm×奥行き 351mm 

質量 17.3kg 

付属品 楽譜集、電源アダプター、 

フットスイッチ(FC4)、譜面立て 
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●別売品 

品名 品番 価格(税抜) 

スタンド L-255B（P-255B 用） L-255WH（P-255WH 用） 12,000 円 

ペダルユニット LP-255B（P-255B 用） LP-255WH（P-255WH 用） 8,000 円 

 

ヤマハ 電子ピアノ『P-255B』 価格＝オープン価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマハ 電子ピアノ『P-255WH』 価格＝オープン価格 

＊スタンド「L-255WH」、ペダルユニット「LP-255WH」は別売です。 
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＊iPhone / iPad /iPod touch は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

文中の商品名、社名等は当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 

 

      ■報道関係の方のお問い合わせ先 

       ヤマハ株式会社 

        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 

        ＦＡＸ ０３−５４８８−５０６３ 

                ウェブサイト  http://jp.yamaha.com/news_release/ 

        （取材申し込みや広報資料請求が可能です） 

 

      ■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 

 楽器営業本部 商品企画部 EKB 企画課 

        〒108-8568  東京都港区高輪２−１７−１１ 

        ＴＥＬ ０３−５４８８−６７９５ 

 

 


