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２０１４年５月８日 

 

 

 ■充実した基本性能に加え、多彩な演奏や外部入力の曲との連携も可能 

ヤマハ ポータトーン『PSR-E443』 

−6 月 1 日(日)発売− 

 

 ヤマハ株式会社は、電子キーボードの新製品として、ヤマハ ポータトーン『PSR-E443』を   

6 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-E443 オープンプライス 6 月 1 日(日)

   ◎初年度販売予定数：2,000 台 

 

＜製品の概要＞ 

 ファミリー向け電子キーボード「ポータトーン」は、初めて鍵盤楽器に触れる子どもから中・

上級者まで、さまざまな演奏が楽しめる製品として、1980 年に発売して以来好評を得ています。 

◇ 

 このたび発売する『PSR-E443』は、電子キーボードの充実した基本性能の装備に加え、搭載す

る多彩な機能を駆使することで、大人が自分の楽しみとして、もしくはホームパーティーなどで

も演奏を楽しめるモデルです。 

 高品位な 755 音色と、鍵盤を弾く強さに応じて音に強弱をつけられるタッチレスポンス付きの

61 鍵盤、鍵盤を押さえるだけで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。

また、好きな音楽ジャンルに合った音色や伴奏スタイルを呼び出すことができるミュージックデ

ータベース、お気に入りの曲データの管理に便利な USB TO DEVICE 端子、ケーブル 1本でコンピ

ューターと接続できる USB TO HOST 端子、初心者のステップアップをサポートするレッスン機能

などを装備しています。 

 『PSR-E443』は、表現豊かな音楽を楽しむことも可能です。ラテン、インド、アラブ、アフリ

カ、中国など世界の音楽をカバーする多彩な音色の搭載に加え、演奏したいジャンルや目的に応

じてスケールを変更したり、ホームパーティーなどでも DJ のようにクールなパフォーマンスが

手軽に楽しめる音色やリズムを組み合わせた 20 種類のパターンを内蔵しています。また、音の

構成を簡単に調整できる 2つのノブや、外部オーディオ入力とパターンなどの音量バランスを調

整することもできるなど、手軽で本格的な DJ パフォーマンスも楽しめます。 

さらに外部入力端子(AUX IN)を搭載しているため、iPod などの音楽プレーヤーと接続するこ

とができ、お気に入りの曲を流しながら、それに合わせた演奏が可能です。 

クールなパフォーマンスを楽しめるエンターテインメントキーボード 
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 詳細は以下の通りです。 

 

＜主な特長＞ 

 １．電子キーボードとしての基本性能がさらに充実 

   ・高品質で充実した 755 音色とタッチレスポンス付き鍵盤 

XGlite※1457 音色を含む 755 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、多彩な音色で表現力豊かな演奏が楽しめます。 

   ・多彩な表現を可能にする 150 タイプのアルペジオ機能 

鍵盤で和音を押す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

は、単純な繰り返しのフレーズだけでなく、バラードやクラシックのフレーズも魅力

的に演奏可能で、150 タイプをプリセットしています。 

   ・豊富な 200 の伴奏スタイルと 305 のミュージックデータベース   

  ポップスやロックをはじめ、ダンス系など多様なジャンルの伴奏スタイルを 200 種類

搭載しています。また、好きな音楽ジャンルに合った音色や伴奏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を 305 種類内蔵。手軽に演奏の幅を広

げることができます。 

   ・データ管理に便利な USB 端子 

USB TO DEVICE 端子に USB フラッシュメモリーを接続して曲データを保存したり、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を使用できま

す。 

    ※「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/ 

   ・初心者のステップアップをサポートする 9ステップのレッスン機能 

    右手3段階、左手3段階、両手3段階の合計9段階のレッスン機能で、内蔵曲の練習を 

サポートします。正しい鍵盤を弾くまで伴奏が待ってくれる「マイペース」レッスンで 

は、弾く人のペースに合わせてテンポが変わります。 

 

※1 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。 

 

 ２．お気に入りの曲に合わせて演奏できる外部入力端子(AUX IN)を装備 

   iPod などの音楽プレーヤーを接続し、音楽を再生しながら演奏できる外部入力端子(AUX 

IN)を装備。さらに、楽曲のボーカル（メロディーパート）の音量を小さくするメロディ

ーキャンセル機能※2を使えば、好きな音楽と一緒に演奏できます。 

※2楽曲によっては「ボーカル（メロディーパート）」の音量が小さくならないものもあります。 
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 ３．多彩な世界の音色やスケール設定など、さまざまな音楽スタイルに対応 

   ラテン、インド、アラブ、アフリカ、中国など、世界の音楽をカバーする多彩な音色を

内蔵しています。また、演奏したいジャンルや目的に応じてスケール（純正律やアラブ音

律など）の変更が可能です。 

 

 ４．手軽で本格的な DJ パフォーマンス 

   音色やリズムを組み合わせた 20 種類のパターンを内蔵。楽器の組み合わせを変えたり、

2 つのノブを使ってリアルタイムでダイナミックな演奏を楽しめます。さらに外部オー

ディオ入力とパターンなどの音量バランスを調整したり、パターンにアクセントを作るリ

トリガー機能を活用することができるため、手軽で本格的な DJ パフォーマンスも楽しめ

ます。 

 

 ５．スマートデバイスとの連携で広がる機能 

   USB TO HOST 端子にオプションの USB MIDI インターフェースケーブル『i-UX1』を介して

iPhone/iPod touch/iPad と接続することで演奏の録音などができるアプリケーション「My 

Music Recorder」など、多彩なアプリケーションを利用できます。   

※アプリケーションは App Store でダウンロード可能です。 

※『i-UX1』の詳細につきましては下記ニュースリリースをご参照ください。

http://jp.yamaha.com/news_release/2013/13012502.html 

 

＜開発の背景＞ 

 当社の電子キーボード「ポータトーン」は、入門モデルが主に子ども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、現行機種『PSR-E433』の利用

者アンケートによれば、ユーザーの約 3分の 2が男性で、年齢層は 40 歳以上が 7割を占め、目

的も「自分の楽しみ」とする人が最も多くなっています。 

 こうしたことから、当社は『PSR-E443』の発売により、初めて鍵盤楽器を演奏される方、鍵盤

楽器の経験があり、さらにいろいろなジャンルの音楽を演奏したい方、コンピューターやスマー

トデバイスと接続して手軽に音楽製作を楽しみたい方などをターゲットとしています。 

 また鍵盤演奏にとどまらない、近年増加しつつあると推定される「大人の趣味」としての鍵盤

楽器演奏層に、当社ならではの高品位・高機能なキーボードを提供することで、さらなるユーザ

ーの獲得を目指していきたいと考えています。 
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＜主な仕様＞ 

品番 PSR-E443 

サイズ/質量 
寸法 幅 946mm×高さ 140mm×奥行き 405mm

質量 6.8kg (電池除く) 

操作子 

鍵盤 61 鍵(タッチレスポンス付き) 

その他の操作子 ピッチベンド、ノブ 

ディスプレイ 液晶 

パネル 英語(和文シート) 

音源/音色 

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 
234 + 457XGlite  

+24ドラム/SFXキット+ 40アルペジオ

音源フォーマット XGlite/GM 

効果 

タイプ 
リバーブ 9、コーラス 5、マスターEQ6、ハーモニー26、

ウルトラワイドステレオ 3 

ファンクション

デュアル ○ 

スプリット ○ 

アルペジオ 

タイプ 
150 

伴奏スタイル 

プリセット 
プリセット 

スタイル数 
200 

その他特長 
ミュージック

データベース
305 

パターン プリセット 

プリセット 

パターン数 
20 

セクション数 5 

録音再生(MIDI) 

プリセット 内蔵曲数 30 

録音 

録音曲数 10 

録音トラック

数 
6 (5メロディ + 1スタイル/パターン)

データ容量 約 19,000 音符/10 曲 

再生フォーマット SMF(フォーマット 0、フォーマット 1) 

録音フォーマット 
オリジナルフォーマット 

(SMF0 変換機能有り) 

ファンクション 

レッスン/ガイド 

レッスン 1～3(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 

レジストレーションメモリー 4×8 バンク 

全体設定 

メトロノーム ○ 

テンポ 11〜280 

トランス 

ポーズ 
-12〜0〜+12 

チューニング
427.0Hz〜440Hz〜453.0Hz 

:約 0.2Hz 単位 

スケール ○ 

その他 

ワンタッチ 

セッティング
○ 

ピアノボタン ○ 
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メモリー/ 

接続端子 

メモリー 
内蔵メモリー 約 1.54MB 

外部記憶装置 USB フラッシュメモリー 

接続端子 

ペダル サステイン 

USB TO DEVICE ○ 

USB TO HOST ○ 

外部入力 ○(ステレオミニ) 
ヘッドフォン/ 

外部出力 
○ 

アンプ/ 

スピーカー 

アンプ出力 2.5W + 2.5W 

スピーカー (12cm+3cm)×2 

電源部 

電源 電源アダプターまたは単 3電池 6本

消費電力 15W 

電池寿命 アルカリ電池で約 9時間 

オートパワーオフ機能 ○ 

主な付属品 
電源アダプター、譜面立て、 

和文シート 

 
 ・オプション ： スタンド L-2C 6,000 円(税抜)/ L-2L 4,000 円(税抜) 

          ソフトケース SCC-53 10,000 円(税抜) 

          iPhone/iPod touch/iPad 用 USB MIDI インターフェース『i-UX1』 

          オープンプライス 
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ヤマハ ポータトーン『PSR-E443』 

オープンプライス 

 

 

＊iPhone/iPod touch/iPad および App Store 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 

 

      ■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 

 

 


