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2014 年 9 月 24 日 

一般財団法人ヤマハ音楽振興会 

株式会社ヤマハミュージックジャパン 

 
 
 

開設 60 周年を迎えた「ヤマハ音楽教室」 

10 月 1 日から新ロゴマーク導入 

 
 

一般財団法人ヤマハ音楽振興会（本部：東京都目黒区、理事長：梅村充）と株式会社ヤマハミュージックジャ

パン（本社：東京都港区、代表取締役社長：土井好広）は、開設 60 周年を迎えた「ヤマハ音楽教室」のシンボル

マーク、ロゴタイプ、ブランドカラーを 20 年ぶりに一新し、10 月 1 日（水）から全国の「ヤマハ音楽教室」にて順次

導入いたします。 

 

＜新ロゴマーク導入の背景＞  

「ヤマハ音楽教室」は開設以来、「すべての人がもっている音楽性を育み、自ら音楽をつくり、演奏し、楽しむこ

とができる能力を育て、その音楽の歓びを広くわかちあう」という理念のもとに、「子どもの可能性を正しく引き出

し、音楽によって自分を表現する能力を養う」という目標を掲げ展開しています。 

今回 20 年ぶりに導入する新しいロゴマークは、「音楽を通して子どもたちの“こころ”を育て、音楽の楽しみ方

を学びながら、感性を育てる」という「ヤマハ音楽教室」のイメージを音符から芽が出る様子を表した「ドレミの芽」

で表現しました。  

 開設 60 周年を迎え、これまでに国内ではすでに 500 万人以上の子どもたちが学び、海外では 40 以上の国と

地域で展開するまでに拡大し、国内外で高い評価をいただいています。 

私たちは、「ヤマハ音楽教室」で学んだ経験が、子どもの成長とその人生において、大きな財産になるものと

確信しています。これからも、今まで培ってきたノウハウを生かし、新しい取り組みにもチャレンジしながら、ヤマ

ハ音楽教室の活動を通じて、豊かな社会づくりに貢献してまいります。 
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＜新ロゴマークの概要＞ 

■導入の時期： 2014 年 10 月 1 日より順次、全国の「ヤマハ音楽教室」で導入開始 

■ロゴマークについて： 

シンボルマーク ： 「ドレミの芽」 音楽で心を育てることを表現しました。 

ロゴタイプ      ： 軽やかで親しみやすく、明るくリズミカルな印象を受ける書体としました。 

ブランドカラー   ： 誠実さ、知性、自由、コミュニケーションをイメージさせる水色を採用しました。 
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＜「ヤマハ音楽教室」の概要＞ 

「ヤマハ音楽教室」は、1954 年 4 月、日本楽器製造株式会社（現・ヤマハ株式会社）東京支店（銀座）の地

下に前身となる「実験教室」を立ち上げたことから始まり、本年で 60 周年を迎えました。 専門家を育成するこ

とに主眼を置いた従来の音楽教育から、ヤマハは、純粋に音楽を楽しむことのできる人を育てるための教育

システムの確立を目指し、生徒数 150 人からスタート。1959 年に「ヤマハ音楽教室」へと名称を改め、現在、約

3,700 会場、生徒数 43 万人、講師 13,000 人を擁する大規模なものに発展。卒業生は 500 万人以上にのぼり

ます。 

また、海外においては、1964 年に初めて、アメリカ・ロサンゼルスに開設したのを皮切りに、その後、中南米、

ヨーロッパ、アジア、オセアニアへと広がり、現在では 40 以上の国と地域で 19 万人以上の生徒が学んでいま

す。 

 

 

＜世界に広がるヤマハ音楽教室＞ 

 国内 海外 

生徒数 430,000 人 190,000 人 

講師数 13,000 人 6,400 人 

会場数 3,700 会場 1,200 会場 

※国内は、「ヤマハ大人の音楽レッスン」の数を含む。                      （2014年6月末実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜報道関係の方のお問い合わせ先＞ 

 

一般財団法人ヤマハ音楽振興会 広報室 

〒153-8666 東京都目黒区下目黒３－２４－２２ 

TEL  ０３-５７７３-０８０８ 
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【参考資料】  

 

【ヤマハ音楽教室の歩み】 

 

１９５４（昭和 29）年       日本楽器製造（株）東京支店（銀座）の地下にヤマハ音楽教室の前身となる教室を 

スタート 

  

１９５６（昭和 31）年  教室を「ヤマハオルガン教室」と命名 

１０会場、生徒１,０００人に 

                   

１９５８（昭和 33）年  全国１５０会場、生徒１５,０００人に 

 

１９５９（昭和 34）年  「ヤマハオルガン教室」を、「ヤマハ音楽教室」と改称 

   全国７００会場、生徒２０,０００人、講師５００人に 

 

１９６４（昭和 39）年  海外初の「ヤマハ音楽教室」を米国ロサンゼルス郊外のポモナ市に開設 

 

１９６６（昭和 41）年  財団法人ヤマハ音楽振興会設立 

全国５,２００会場、生徒２３万人、講師２,８００人に 

カナダ、中南米初となるメキシコ、日本以外でアジア初となるタイに 

「ヤマハ音楽教室」を開設  

 

１９６７（昭和 42）年 「ヤマハ音楽能力検定制度（ヤマハグレード）」発足 

 

１９６９（昭和 44）年  ヤマハ音楽教室「幼児科」発足 

 

１９７０（昭和 45）年  ヨーロッパ初となるオランダ、オセアニア初となるオーストラリアに 

「ヤマハ音楽教室」を開設  

 

１９７２（昭和 47）年  第１回ジュニアオリジナルコンサート（ＪＯＣ＊）開催  

 
１９７３（昭和 48）年 ２０カ国目となるスウェーデンに「ヤマハ音楽教室」開設 

 

１９８１（昭和 56）年 ＪＯＣ国連総会議場コンサート開催 

              （ロストロポーヴィチ指揮 ナショナル交響楽団と共演）  

 

１９８３（昭和 58）年  ３０カ国目となるギリシャに「ヤマハ音楽教室」を開設 

 

１９８６（昭和 61）年  ニューヨーク・カーネギーホールにてＪＯＣ開催 

 

１９８７（昭和 62）年  テレビ朝日でテレビ番組「オリジナルコンサート～私たちの創った音楽」 

放映開始（～’９８） 

 

１９８８（昭和 63）年  ヤマハマスタークラス＊開講 

 

２００１（平成 13）年  ＪＯＣ３０周年記念コンサート開催  

 

２００３（平成 15）年  ４０カ国目となるリトアニアに「ヤマハ音楽教室」開設 

 

２００４（平成 16）年  韓国に「ヤマハ音楽教室」を開設 
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２００５（平成 17）年  中国に「ヤマハ音楽教室」を開設 

 

２００９（平成 21）年  アラブ首長国連邦に「ヤマハ音楽教室」を開設 

 

２０１４（平成 26）年  「ヤマハ音楽教室」が発明協会「戦後日本のイノベーション 100 選＊」に選定  

              「ヤマハ音楽教室」６０周年を迎え、新ロゴマークを導入  
 

 

 

＊ＪＯＣ（ジュニアオリジナルコンサート）とは 

ヤマハ音楽教室で学ぶ１５歳以下の子どもたちが、心に感じたことを曲にし、自ら演奏するコンサートです。 

１９７２年に発足以来、子どもたちの成長を促す活動として世界各国で展開しており、年間３５０００曲に及ぶ作品が子どもたちの 

メッセージとして寄せられています。 

 

＊ヤマハマスタークラスとは 

ヤマハ音楽教室で学ぶ生徒の中で、特に音楽家として優れた資質や才能を持つ生徒を対象に、更に高い目標を達成するために

必要な環境と演奏力向上の機会を提供する目的で、１９８８年に開設されました。 

以来、国際コンクールの優勝者をはじめ、数多くの音楽家を世に送り出し、社会的にも高い評価を受けています。  

 

＊「戦後日本のイノベーション１００選」とは 

2014 年、創立 110 周年を迎えた公益社団法人発明協会が記念事業として「戦後日本のイノベーション 100 選」の選定を今後数年

間にわたり行います。第 1 回目は、戦後復興期から高度成長期までのプロジェクト 38 事業が選定されました。本事業における「イ

ノベーション」の定義は、「経済的な活動であって、その新たな創造によって、歴史的社会的に大きな変革をもたらし、その展開が

国際的、或いはその可能性を有する事業。その対象は発明に限らず、ビジネスモデルやプロジェクトを含み、またその発明が外

来のものであっても、日本で大きく発展したものも含む。」とされています。選定された当該イノベーションに関連する資料の収集、

保存を行い、それを、ウェブ等を通じて広く公衆の学習の参考に供することも目的としています。 
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【参考資料】  

【ヤマハ音楽振興会 概要】 
 

 

ヤマハ音楽振興会は、1966 年（昭和 41 年）に文部省（現 文部科学省）の認可を得て財団法人として設立、

2011 年（平成 23 年）4 月に一般財団法人に移行いたしました。 

当財団の設立以来の目的は、「幼児・児童・青年及び成人各層のために、豊かな人間性涵養の基盤となる音

楽に関する教育活動の基礎的諸問題を探求し、また、その普及を推進して広く社会教育の振興に資するととも

に、あわせて我が国及び諸外国における音楽文化の向上に寄与すること」にあります。この目的を達成するた

め、公益的立場と恒久的視野のもとに創造的な事業活動と幅広い社会貢献活動をこれからも続けていきます。 

 

■名 称： 一般財団法人ヤマハ音楽振興会 

■本   部： 〒153-8666 東京都目黒区下目黒 3-24-22 

■設 立： 1966 年（昭和 41 年） 8 月 

■従業員数： 230 人（2014 年 3 月末） 

■代 表 者： 理事長 梅村 充  

   

 

 

【株式会社ヤマハミュージックジャパン 概要】 
 

株式会社ヤマハミュージックジャパンは、ヤマハグループの一員として 2013 年（平成 25 年）に設立、ヤマハの

主要事業である楽器、音響機器などの国内における卸販売や楽器の輸入販売、音楽教室・英語教室の運営を

行っています。日本国内のお客様に「音・音楽」に関するあらゆる製品と総合的なサービスを提供しています。 

当社は、本事業を通じて人々のより豊かな暮らしに貢献することを目指しています。サービスの品質向上と専

門性のさらなる強化によって、お客様の音楽・教育・文化に関する幅広いニーズに的確にお応えすることで、社

会的な使命と責任を果たしていきます。  

 

■名 称： 株式会社ヤマハミュージックジャパン 

■本   社： 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11  

■設 立： 2013 年（平成 25 年）4 月 

■従業員数： 643 人（2014 年 3 月末）  

■代 表 者： 代表取締役社長 土井 好広  
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「ロゴマーク」イメージビジュアル 

 


