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2015 年 5 月 19 日 

 

 

 ■豊富な音色とライブパフォーマンスにも使える機能を搭載 

演奏性の高いハイスペックモデル 

ヤマハ 電子キーボード  

『PSR-S670』 

 

 ヤマハ株式会社は、ハイスペックな電子キーボードの新製品としてヤマハ ポータトーン

『PSR-S670』を 6月 1日(月)から発売します。 

 

＜価格と発売日＞ 

品名 品番 本体価格 発売日 

ヤマハ 電子キーボード 

ポータトーン 
PSR-S670 83,000 円(税抜) 6 月 1 日(月)

   ◎初年度販売予定数：1,000 台 

 

＜製品の概要＞ 

 当社が 1980 年から発売して好評の電子キーボード ポータトーンは、初めて鍵盤楽器に触れる

子供から、演奏や音楽制作として使用する上級者のみならず、子供のレッスン用から大人の趣味

層まで、さまざまな演奏ニーズに対応するラインアップを取り揃えています。 

                     ◇ 

 このたび発売する『PSR-S670』は、キーボード演奏を趣味とする音楽愛好家を主なターゲット

に、高品質の音色と優れた機能を搭載し、ライブ演奏性に加え楽曲制作も可能としたオール・イ

ン・ワンタイプのハイスペックモデルです。 

ヤマハならではのリアリティある 930 音色を搭載し、230 種の多彩なスタイル(自動伴奏)を内

蔵しており、高品質で迫力あるサウンドを実現しました。 

演奏面では、2つのノブや新搭載のモジュレーションホイールを使って音質を変化させるなど、 

演奏に表情をつけることがさらに容易になりました。別売のフットコントローラーで演奏中にも

ボリュームを操作可能ですし、音量バランスを調整して AUX-IN 端子から入力した音源と自分の

演奏を溶け込ませることも可能で、リアルタイムの操作性も充実しています。他にも、USB 端子

を通じて外部のオーディオファイルを再生でき、自分の演奏を録音し楽器本体やパソコンで 

再生することも可能です。また iOS 向けの新アプリケーション『Chord Tracker』との連動によ

り、iPhone /iPad/iPod touch/内にある楽曲のコード進行を自動解析して表示するため、コード

を使って好みの楽曲の演奏、練習をサポートします。 

リアルタイムの演奏性が充実した次世代の電子キーボード 
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詳細は以下の通りです。 

 

＜主な特長＞ 

 １．ヤマハならではのリアルな音色と多彩な伴奏スタイル 

   深みのある豊かな響きのグランドピアノ音をはじめ、楽器特有の音の表情を表現する「ス

イートボイス」やさまざまな奏法バリエーションを再現する「メガボイス」など、リアル

で豊かな楽器の音色を表現する多数の音色を内蔵しています。また、演奏をサポートす

る多彩な伴奏スタイルを 230 種類内蔵しており、その中でも「DJ スタイル」は、クラブ

ハウスやユーロダンスなどのダンスシーンの音楽が楽しめます。通常の伴奏スタイルと

異なり、伴奏データにコード進行が含まれているので、頻繁に自分でコードを変える必要

がありません。自由度の高い演奏や、ライブコントロールノブで DJ のような操作を楽し

むことができます。 

 

 ２．リアルタイムコントロール機能 

   PSR-S670 で新たに追加されたライブコントロールノブやモジュレーションホイール、そ

してマルチパッドを用いれば、演奏中にさまざまな音楽的表現をすることができます。ノ

ブを回し伴奏スタイルの演奏パートをリアルタイムにオンオフすることにより曲の盛り

上がりを演出したり、マルチパッドでメロディーを演奏中にパーカッションや効果音を瞬

時に鳴らし演奏にバリエーションを持たせたりすることができます。また、フットペダル

端子も充実し、サステインだけでなく、別売りのフットコントローラー(FC7)でボリュー

ムをコントロールすることも可能。ソング再生スタートなど機能を割り当てることができ

ます。 

 

 ３．音色、伴奏スタイルを楽器本体へ追加可能 

   お好みの音色や伴奏スタイルが入った「エクスパンションパック」をヤマハのウェブサイ

トからダウンロードし、USB フラッシュメモリーを経由して楽器へインストールできま

す。内蔵されている音色や伴奏スタイルと同様に、演奏やソング、スタイルの制作など

に活用することができます。 

 

 ４．オーディオファイルの再生・録音が可能 

   USB フラッシュメモリー内のオーディオファイル(WAV ファイル)を楽器で再生できます。

オーディオファイルをマルチパッドにアサインし、演奏中にボタン１つでオーディオを

再生することもできます。また、自分の演奏をオーディオファイルとして USB フラッシ

ュメモリーに録音できます。 

 

 ５．迫力のあるサウンドとデザイン 

バリエーション豊かなエフェクトを搭載し、臨場感あるリバーブなどが幅広い表現と質 

感を実現しました。また、サイドバスレフポートを用いることで迫力ある低音を実現。 

音と斬新なデザインを両立させました。 
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６．新 iOS アプリ『Chord Tracker』（無償）対応 

『Chord Tracker』は、iPhone/iPad /iPod touch 内にあるオーディオファイルを自動解

析し、コード譜を簡単表示できるアプリです。テンポやピッチの変更も可能です。 

PSR-S670 に接続することで、抽出したコード情報を楽器に送信することができるので、

曲を再生し、検出したコード進行を見ながら演奏を楽しむことができます。また、ボー

カルなどのメロディーパートを小さくするメロディーキャンセル機能を使い、伴奏に合

わせてメロディーを弾いて楽しむこともできます。 

（iPhone と楽器との接続方法についてはウェブサイトにある「iPhone/iPad 接続マニュ 

アル」をご参照下さい） 
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＜主な仕様＞ 

 
品番 PSR-S670 

サイズ/質量 
寸法(幅×奥行×高さ) 1,004mm×410mm×134mm 

質量 8.1kg 

鍵盤 
鍵盤数 61 

タッチレスポンス ○ 

操作子 

ピッチベンドホイール ○ 

モジュレーションホイール ○ 

ノブ 2（アサイナブル） 

音源/音色 

音源 AWM ステレオサンプリング 

最大同時発音数 128 

音色数 416 ボイス + 34 ドラム/SFX キット + 480XG

ボイス 

対応フォーマット XG/GS(再生専用)/GM/GM2 

エフェクト 

リバーブ 44 プリセット + 3 ユーザーセッティング 

コーラス 71 プリセット + 3 ユーザーセッティング 

DSP 283 プリセット + 10 ユーザーセッティング

マスターコンプレッサー 5 プリセット + 2 ユーザーセッティング 

マスターEQ 5 プリセット + 2 ユーザーセッティング 

ファンクション 音源/音色 

ハーモニー ○ 

アルペジオ ○ 

パネルサステイン ○ 

伴奏スタイル 

プリセット 

スタイル数 230 

スタイルタイプ 
208 プロスタイル､ 

12 セッションスタイル､10 DJ スタイル 

フィンガリング 

シングルフィンガー、フィンガード、フィン

ガードオンベース、マルチフィンガー、AI フ

ィンガ－ド、フルキーボード、AI フルキーボ

ード 

スタイルコントロール 
イントロ×3、メイン×4、フィルイン 4、ブ

レイク、エンディング×3 

ミュージックデータベース 1,200 

ワンタッチセッティング 各伴奏スタイルに 4種類 

録音/再生 

内蔵曲数 4 

録音 
トラック数 16 

ファンクション クイック録音、マルチトラック録音 

互換性 
再生 SMF(フォーマット 0&1)、XF 

録音 SMF(フォーマット 0) 

マルチパッド 
プリセット マルチパッドバンク数 179 バンク×4 パッド 

オーディオ オーディオリンク ○ 

 

 

 

 

ファンクション 

 

 

 

 

伴奏スタイル 

スタイルクリエーター ○ 

スタイルレコメンダー ○ 

OTS リンク ○ 

ソング 
ソングクリエーター ○ 

譜面表示/歌詞表示 ○ 

マルチパッドクリエーター ○ 

レジストレーションメモリー 8(×8 バンク) 

USBオーディオ

プレーヤー 
録音/再生 WAV(44.1ｋHz,16bit､ステレオ) 

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、オクターブボタン、 

スケール、ダイレクトアクセス 
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エクスパンショ

ンパック 

エクスパンションボイス ○ 

エクスパンション伴奏スタイル ○ 

メモリ/ 

接続端子 

内蔵メモリー 約 2MB 

接続端子 

外部ドライブ USB フラッシュメモリー接続可 

端子 

USB TO HOST､USB TO DEVICE､ヘッドフォン､

OUTPUT（L/L＋R、R）AUX IN(ステレオミニ) ､

フットペダル 

(1.サステイン/2.音量［FC7 使用時］アサイ

ナブル） 

アンプ/ 

スピーカー 

アンプ出力 15W×2 

スピーカー 12cm×2 

電源 
電源アダプター PA-300C 

オートパワーオフ ○ 

 

主な付属品 

取扱説明書、電源アダプター、保証書、 

譜面立て、ユーザー登録のご案内、 

和文シート 

 

○オプション(別売) 

 ・ソフトケース：SCC-53 10,000 円(税抜) 

 ・スタンド：L-6 8,000 円(税抜)/L-7 20,000 円（税抜） 

 ・フットスイッチ：FC5 1,500 円 (税抜)/FC4A 3,700 円(税抜) 

 ・フットコントローラー：FC7 6,000 円(税抜) 

 ・iPhone/ iPad/iPod touch 用 USB-MIDI インターフェース：i-UX1 オープンプライス 

・USB 無線 LAN アダプター：UD-WL01 8,000 円(税抜)  
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ヤマハ 電子キーボード ポータトーン『PSR-S670』  

本体価格 83,000 円（税込価格 89,640 円） 

 

 

＜注＞ 

＊XG：高音質グランドピアノ音をはじめ、高品位で豊かな楽器の音色を表現するヤマハ独自のフ

ォーマットです。  

＊iPhone / iPad/iPod touch 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 

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・ブランドマネジメントグループ 

            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 

株式会社ヤマハミュージックジャパン 

    楽器営業本部 マーケティング部 ピアノ・EKB 課 

        〒108-8568  東京都港区高輪 2－17－11 

        ＴＥＬ 03－5488－6795 

 


