
 

   

                                                             

楽譜が読めない⽅も楽器をさわった事が無い⽅も、楽器をやってみたい︕という気持ちがあれば 
ヤマハが⼤⼈のために⽤意した特別なメソッドと優秀な講師陣のサポートで、楽しみながら上達することが出来ます︕ 

※ レッスン時に楽器は無料でお貸し致します【⼀部コース・消耗品は除く】  ※ 掲載コースには内藤楽器オリジナルコースも含まれております。 
※ 無料体験レッスンをご希望の⽅はお電話・ホームページにてお申し込み下さい。※ 定員に満たない場合は⾒学、もしくは別⽇程をご案内させて頂きす。 

富士吉田センター 
⾦⿃居下 150ｍ程度 

☎０５５５－２３－６９５５ 
《ゴスペル》講師︓菊地明⾥ 
2 ⽇･16 ⽇(水) 20:00 

《ヴォーカル》講師︓菊地明⾥ 
9 ⽇･16 ⽇(水) 19:00 

《⻘春ポップス》講師︓渡辺ゆずき  
10 ⽇･24 ⽇(木)10:15〜 
《ピアノ》体験随時･お問合せください 
 

甲府西センター 
オギノ貢川店敷地内 

☎０５５－２３３－０６００ 
《サックス》講師︓春日めぐみ 
15 ⽇･22 ⽇(火) 16:30･17:00･17:30  
《フルート》講師︓岡村孝子 
2 ⽇(水) 13:15 

《ヴァイオリン》講師︓宮川京子  
10 ⽇･17 ⽇(木) 16:30 
《ドラム》講師︓⽊村友輝 
9 ⽇･16 ⽇(水) 17:00･17:30･18:30 

10 ⽇･24 ⽇(木) 16:30･20:00 
18 ⽇･25 ⽇(⾦) 16:30･17:00 
《ジュニアドラム》講師︓⽊村友輝 

お問い合わせください 
《ピアノ》体験随時･お問合せください 

南アルプスセンター 
トライアル南アルプス店⻄ 
☎０５５－２８２－７２７２ 

《ｳｸﾚﾚ・ｴﾚｷｷﾞﾀｰ・ﾌｫｰｸｷﾞﾀｰ》講師︓遠藤美⾏      
9 ⽇･16 ⽇(水) 16:30･17:00･20:00 

17 ⽇･24 ⽇(木) 17:00･18:30 
18 ⽇･25 ⽇(⾦) 18:30 
《ﾌﾙｰﾄ･ｵｶﾘﾅ》講師︓原⽥雅子 
7 ⽇(月) 16:30 

《ピアノ》体験随時･お問合せください 

大月センター 
イオン⼤⽉店前･⼭梨スポーツ３階 

☎０５５５－２３－６９５５ 
《ゴスペル》講師︓菊地明⾥ 

お問合せください 
《ピアノ》体験随時･お問合せください 
 

山梨センター 
⼭梨市三ヶ所･後屋敷郵便局南 

☎０５５３－２２－８３８０ 
《ﾌﾙｰﾄ･ｵｶﾘﾅ》講師︓原⽥雅子 
2 ⽇(水) 16:15 

《ピアノ》体験随時･お問合せください 

韮崎センター 
韮崎駅前･市⺠交流センターニコリ３階 

☎０５５１－２２－５９１１ 
《サックス》講師︓笠井瞳  
8 ⽇･22 ⽇(火) 14:30 

《オカリナ》講師︓柿内美緒 
1 ⽇(火) 12:00 

《ヴァイオリン》講師︓宮川京子 
15 ⽇･22 ⽇(火) 17:00･19:00 
《ピアノ》体験随時･お問合せください 

甲府昭和センター 
イオンモール甲府昭和そば 
☎０５５－２５３－４７１１ 

《サックス》講師︓春日めぐみ 
12 ⽇･26 ⽇(土) 14:30 
講師︓笠井瞳  
9 ⽇･16 ⽇(水) 15:00 

《ピアノ》体験随時･お問合せください 

甲府東センター 
オギノバリオ店２階 

☎０５５－２２６－９８６５ 
《サックス》講師︓笠井瞳 
18 ⽇･25 ⽇(⾦) 15:30 

《ｳｸﾚﾚ･ｴﾚｷｷﾞﾀｰ･ﾌｫｰｸｷﾞﾀｰ》講師︓遠藤美⾏ 
14 ⽇･21 ⽇(月) 15:00･18:00 

《ヴォーカル》講師︓菊地明⾥ 
10 ⽇･17 ⽇(木) 16:00･17:00 

《フルート》講師︓岡村孝子 
2 ⽇(水) 16:30 

《電子ドラム》講師︓⽊村友輝 
19 ⽇ 26 ⽇(土) 10:30 

《ジュニアドラム》講師︓⽊村友輝 
19 ⽇ 26 ⽇(土) 14:00 

《ピアノ》体験随時･お問合せください 

ハーモニーＢＯＸ 
甲府市塩部･カラオケ BOX 向かい 

☎０５５－２５３－４７１１ 
《ゴスペル》講師︓菊地明⾥ 
1 ⽇･15 ⽇(火) 20:00 

《ピアノ》体験随時･お問合せください 
《⻘春ポップス》講師︓村松千亜紀 

9 ⽇･16 ⽇(水)11:00・13:00 

甲府南センター 
甲府市⼤⾥町 万才橋⻄ 

☎０５５－２４３－８２８６ 
《ピアノ》体験随時･お問合せください 

アンダンテ 
甲府市役所北隣･内藤楽器本店内 
☎０５５-２３５-７１１０ 

《クラリネット》講師︓阿部薫  
8 ⽇･22 ⽇(火) 17:15・20:45 

 3 ⽇･17 ⽇(木) 19:15 
《ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ》~クラシックからポピュラーまで~ 
講師︓三神⼀浩  
10 ⽇･17 ⽇･24 ⽇(木)  

18:30･19:00･19:30 
《ｳｸﾚﾚ・ｴﾚｷｷﾞﾀｰ・ﾌｫｰｸｷﾞﾀｰ》講師︓遠藤美⾏ 
15 ⽇･22 ⽇(火) 16:00 
19 ⽇･26 ⽇(土) 16:30 

《ヴォーカル》講師: 菊地明⾥  
4 ⽇･18 ⽇(⾦) 16:00 

《ゴスペル》講師︓⽯川照子 
10 ⽇･24 ⽇(木) 13:00･19:30 

《ピアノ》講師︓村松美穂  
8 ⽇･15 ⽇(火) 17:00･18:30 

《ピアノ》講師︓依⽥真理  
3 ⽇･17 ⽇(木) 16:30･17:30･18:00 

《ドラム・ジャズドラム》講師︓⾕⼾優 
8 ⽇･15 ⽇(火) 17:30･18:00･19:00 
9 ⽇･16 ⽇(水) 18:30･19:30･20:30 

18 ⽇･25 ⽇(⾦) 16:00･17:30･18:00 
12 ⽇･19 ⽇(土) 14:30･16:30･18:30 

《ﾌﾙｰﾄ･ｵｶﾘﾅ･ﾘｺｰﾀﾞｰ》講師︓岡村孝子 
9 ⽇(水) 20:30 
4 ⽇(⾦) 17:00 

《ﾌﾙｰﾄ･ｵｶﾘﾅ》講師︓原⽥雅子 
5 ⽇(土) 17:00 

《ヴァイオリン》講師︓秋⼭史 
12 ⽇･19 ⽇(土) 17:30 

《尺⼋》講師︓岩間龍⼭ 
2 ⽇･16 ⽇(水) お問い合わせください 

《サックス》講師︓岩井和子 
18 ⽇･25 ⽇(⾦) 18:00･18:30･19:30 
19 ⽇･26 ⽇(土) 11:30･19:30 

講師︓春日めぐみ 
17 ⽇･24 ⽇(木) 16:30 

講師︓笠井瞳     お問い合わせください 
《エレキベース》講師︓須⽥楓太 

8 ⽇･15 ⽇(火) 19:00･19:30 
《複数管オカリナ》講師︓柿内美緒 

1 ⽇(火) 16:30･17:30･18:00 
《健康と⾳楽》講師︓村松千亜紀 
  4 ⽇･18 ⽇･25 ⽇(⾦) 11:00 

体験・⾒学の当日にご入会いただくと 
通常入会⾦￥5,500 のところ 

 ￥3,000(税込) 2022 年 5 月末まで 

当日入会キャンペーン 




