
本カタログは鍵盤楽器の表示に関する
公正規約に基づいて作成したものです。
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2022年3月現在のものです
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安全上のご注意
正しく安全にお使いいただく
ため、ご使用の前に必ず取扱
説明書をお読みください。

●指定以外の電源・電圧、接続コードは使用しないでください。火災、感電の原因になります。
●内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
●ぐらついた不安定な場所や、傾いたり凹凸のある場所に置かないでください。倒れてけがをする恐れがあります。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温多湿の場所、直射日光のあたる場所に置かないでください。
　火災、感電、故障などの原因になることがあります。特に雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、水が入ったり、濡れたりしないようにご注意ください。

警告

注意
●大切にしたい音のエチケット…楽しい音楽も時と場合によっては気になるものです。特に静かな夜間には小さな音でも響きやすいものです。周囲に迷惑のかからない音量でお楽しみください。窓を閉めたりヘッドホンを使用するのもひとつの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。
※掲載ドライバ／アプリケーションソフトの最新の対応状況は、ホームページ（https://casio.jp/support/os/）にてご確認ください。

Privia/CELVIANO 対応別売品

¥6,050(税込）
幅475 × 奥行335 × 高さ495㎜
JANコード：4971850391012

CB-5

●イス

CB-30BK CB-30BN CB-30WE

CB-7BK CB-7BN CB-7WE

¥15,400(税込）
幅538 × 奥行300 × 高さ460～535㎜
JANコード： 4971850344759（BK）
 4971850344735（BN）
 4971850345206（WE）

CB-30BK／BN／WE（高低自在）

¥9,350(税込）
幅600 × 奥行300 × 高さ506㎜
JANコード： 4971850344728（BK）
 4971850341154（BN）
 4971850345213（WE）

CB-7BK／BN／WE

■お求めは信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●価格はすべてメーカー希望小売価格です。●価格はすべて2022年3月現在のものです。
●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●Microsoft Windows
は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標で
す。●Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。●Mac、macOS、
OS Xは、米国および他の国 で々登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple 
Inc.のサービスマークです。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が
所有する登録商標であり、カシオ計算機(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用して
います。●記載された社名及び製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。●あな
たがパソコンなどで入手した曲や内蔵曲は、個人で楽しむ他は著作権法上、権利者に無断で
使用できません。●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねくださ
い。もし、販売店でおわかりにならない場合は、当社におたずねください。●ご購入の際は、購入
年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。●当カタログに
記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印
刷のため実物と異なることがあります。●液晶画面はイメージです。●「プリヴィア」シリーズのス
タンド使用写真はすべてイメージです。実際に壁から離れた場所に設置する場合は、付属の転
倒防止金具をご使用いただく必要があります。●このカタログに表示された電子ピアノ本体価
格には運搬・納入据え付け料は含まれません。●この印刷物で使用している写真、文言等の
インターネットなどへの無断転載はお断りいたします。

カシオ電子楽器
Instagram

カシオ電子楽器
Facebook

¥4,950(税込）
コード長さ： 3m
JANコード：4971850398370

CP-16

●ヘッドホン

●ACアダプター

¥3,850(税込）
コード長さ： 60㎝
JANコード：4971850345244

AD-A12150LW

※ACアダプターの対応機種はP13～14をご覧ください。

付属品と同型

受付時間　月曜日～土曜日　
AM9：00～PM5：30（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

IP電話・公衆電話からは、03-5334-4909

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

全国一律料金でご利用いただけます。　
https://casio.jp/support/contact/before/

0570-088933

カシオ電子楽器
製品情報

Privia対応別売品

PX-S1100／S3100用

¥16,500(税込）　
JANコード：4971850349594

CS-68PWE

PX-S1100/S3100用

¥5,500(税込）　
JANコード：4971850398103

SP-20

PX-S1100/S3100用

¥3,630(税込）　
JANコード：4971850399513

SP-3

PX-S1100/S3100用

¥6,930（税込）
JANコード：4971850349617

WU-BT10

PX-S1100／S3100用

¥16,500(税込）
JANコード：4971850349570

CS-68PBK

●スタンド
●ワイヤレスMIDI & 
　AUDIOアダプター

PX-S1100/S3100用 

¥7,700(税込）
JANコード：4971850349563

SP-34（3本ペダルユニット）

●ペダル

PX-S1100／S3100用

¥16,500(税込）
JANコード：4971850349587　　

SC-800P

●ソフトケース 

ショルダーや手提げ、リュック使いも
可能な3-WAYタイプの専用ケース

付属品と同型

デジタルピアノカタログ ’22/03

音を超えた、その先の感動へ

※パソコンではご利用いただけません。スマートフォンやタブレットでご覧ください。　※一部の端末では表示できない場合がございます。
※一部、実際の製品と異なる場合がございます。　※環境により色が異なる場合がございます。明るい場所でお試しください。

お手持ちのスマートフォンやタブレットで
簡単にレイアウトイメージをチェックできます。
サイズやカラーなど、あなたのお部屋との
相性を今すぐチェック！

▶

対象機種：Privia PX-S1100/PX-S3100/PX-770、CELVIANO AP-470

アプリ
不要

スマホで簡単！ 部屋置きAR体験！

※イメージ
「＃部屋活ピアノ」スペシャルサイト

付属品と同型

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

＊ 写真は、別売スタンドCS-68PBK、
    3本ペダルユニットSP-34使用時。
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NEW

JAN コード：   4971850362630オープン価格ホワイトPX-S1100WE

JAN コード：   4971850362623オープン価格ブラックPX-S1100BK

JAN コード：   4971850362647オープン価格レッドPX-S1100RD

サイズ（幅×奥行×高さ）＊：1,322×232×102mm（本体のみ）
1,324×366×740mm（CS-68PBK/68PWE使用時）　
質量：11.2kg（本体のみ、電池含まず）/22.3kg（CS-68PBK/68PWE使用時、電池含まず） 

サイズやカラーなど
あなたのお部屋との
相性をチェック !▶

ピアノのある暮らしをもっと身近に自分らしく

スリム＆スタイリッシュなボディで

高品位な音と自然な鍵盤タッチを実現したPrivia（プリヴィア）。

叶えるのは、好きなときに好きな場所で

お気に入りの曲を自分らしく心ゆくまで演奏すること。

指先から生まれる音楽がいつもそばにある喜びを、すべての人に届けます。

●演奏を市販のUSBフラッシュメモリーに記録し、PC等で保存/再生できる
   オーディオレコーディング機能 
●60曲ミュージックライブラリー  ●MIDI録音/再生機能  ●メトロノーム機能  
●デュエット機能  ●乾電池での使用にも対応した2電源方式を採用  
　

＊ハンマーアクション付き88鍵盤・スピーカー内蔵デジタルピアノの奥行サイズにおいて
   （2021年7月現在、カシオ調べ）

［ 拡 張 性 ］※詳しくは4ページをご覧ください。

■ どんな場所にも置きやすい奥行232mmの世界最小＊スリムボディ　

■ 弾き方に楽器全体が反応し、時間経過によっても変化する音
   の表情をきめ細やかに表現。優しく繊細な演奏からダイナミック
   で力強い演奏まで、感性のまま自由に弾くことが可能な
   「マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源」

■ 弾き方に楽器全体が反応し、さらに時間経過によっても
   変化する音の表情をきめ細やかにコントロールし、弱打から
   強打まで自在な表現が可能な
   「マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源」 

［ デザイン ］

［ 音 源 ］

■ タッチ操作ですっきりとしたフラットな形状を実現した光沢感
   のある天面パネルなど、お部屋に洗練された印象を与える
   ミニマルデザイン

■ 音楽の楽しみ方の幅を広げる、付属のワイヤレスMIDI & AUDIO＊アダプターを使用した
   スマートフォン／タブレットとPX-S1100とのBluetooth®連携

    ● ストリングレゾナンス   ● ダンパーレゾナンス   ● ダンパーノイズ  
    ● キーアクションノイズ

［ 鍵 盤 ］
■ グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型化し、スリムなボディに
   凝縮した「スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤」　
     ● 88鍵デジタルスケーリング  ● ハンマーレスポンス  ● キーオフレスポンス  ● 象牙調・黒檀調鍵盤 　

     ● 好きな音楽をPX-S1100の質の高い音響システムで聴ける
     ● ワイヤレスでPX-S1100の音色選択や各種設定が可能なスマートフォン／
        タブレット用無料アプリ「Chordana Play for Piano」に対応

■ グランドピアノの複雑な構造による様 な々共鳴（レゾナンス）が
   生み出す豊かで繊細な特有の響きや、独特の機構音までも
   表現する「アコースティックシミュレーター」 

 ＊ 突起部、譜面立ては含まず

＊別売WU-BT10と同型

Slim. Stylish. Smart. 

指先から生まれる旋律が彩る、お気に入りの空間。お部屋を音楽があふれる特別な空間にしてくれる「Privia PX-S1100」は
より心地よく演奏できるようにデザイン、音、操作性が進化。ピアノ演奏を、もっと自分らしく、もっと自由に楽しめます。

［進化したグランドピアノの響き］
独自の音響システムに合わせて、新たに88鍵盤全て1鍵盤ごとに各弦の繊細な倍音の
共鳴を調整することで、より美しく調和した豊かな響きを堪能できます。

［音響システムの向上］
よりきめ細かくハリのある高音域とゆとりある豊かな低音域を実現するため独自の
音響システムが進化。バランス良い奥行きのある音が臨場感を生み出し、心地よい
演奏が楽しめます。

PX-S1100 / PX-S3100 の音源 / 音響の進化 ［PX-S1100/PX-S3100対応別売品］
●本格的な演奏に適したスタンド CS-68P、3本ペダルユニット SP-34対応

※別売品の詳細は裏表紙をご覧ください。　
●持ち運びに便利な専用ケース SC-800P

●主な付属品

ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター、ペダル、譜面立て、楽譜集

私と空間を、心地よい音で満たしてくれる特別なピアノ



ピッチベンドホイール＆アサイナブルノブ バックライト付きフルドット液晶画面

PX-S3100BK ブラック JAN コード：   4971850362654オープン価格

0403

ワイヤレスでつながる、ピアノ演奏だけにとどまらない楽しみ方

付属のワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター＊を使って、
もっと幅広い音楽体験を。
Privia  PX-S1100/PX-S3100が提案するのは、
ただピアノを弾くだけではない音楽の楽しみ方です。

スマートフォン／タブレット用アプリ「Chordana Play for Piano」で楽しみ方がさらにひろがる

スマートフォンやタブレットからピアノ本体の各種設定・操作
などがスムーズに行えるスマートデバイス用アプリ
「Chordana Play for Piano」

●主な付属品

ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター、ペダル、譜面立て

for Piano

サイズ（幅×奥行×高さ）＊：1,322×232×102mm（本体のみ） 1,324×366×740mm（CS-68PBK/68PWE使用時）
質量：11.4kg（本体のみ、電池含まず）/22.5kg（CS-68PBK/68PWE使用時、電池含まず）  ＊ 突起部、譜面立ては含まず

もっと音楽を楽しみたい私と空間を満たしてくれる特別なピアノ
大好きな音楽を私らしく奏でられる、お気に入りの場所。そんな空間にフィットする、スリムでピアノとしての性能が高い「Privia PX-S3100」は
デザイン、音、操作性が進化し、そして豊富な音色やリズム・自動伴奏などの高い機能性で、もっと幅広く音楽を楽しむことができます。

PX-S3100 の音源 / 音響の進化については 2 ページをご覧ください。

Bluetooth®オーディオ機能で
お部屋に臨場感のある音楽を

Bluetooth®オーディオ機能を使うことで、スマートフォン/タブレット
内のお気に入りの曲をPrivia PX-S1100/PX-S3100本体の
こだわりの音響システムで簡単に再生することができます。その音に
ライブ感あふれる「サラウンド」効果をかけると、鮮やかな音響が
空間を包み込みます。お気に入りの曲とのセッションも可能。想いの
ままに音楽を楽しむことができます。

無料アプリ「Chordana Play for Piano」をインストールした
スマートフォン/タブレットがPrivia PX-S1100/PX-S3100をワイヤ
レスで操作できるリモコンに。音色選択やタッチレスポンス、レゾ
ナンス、メトロノームなどの設定変更や内蔵曲の選曲などを簡単・
快適に行えます。「Chordana Play for Piano」を使えば、
楽しみ方がさらに広がります。

楽器をワイヤレスでコントロール
音色選択や設定変更を快適に操作

［ピアノリモートコントローラー］

［Bluetooth®オーディオ］

AUDIO プレイヤー

PDF 楽譜ビューワー

スマートフォン/タブレット内のオーディオデータの、テンポ変更や
キーシフト、任意の区間のリピート、メロディキャンセルなどの操作
が行えます。

PX-870/PX-770/AP-470/AP-270でもピアノリモートコントローラー機能をご使用いただけます。
ご使用の際は、市販のUSBケーブルなどが必要になります。詳しくは右記のQRコード、または 
https://web.casio.com/app/ja/piano/ をご覧ください。

PDFファイル化された楽譜を表示することができます。

https://web.casio.com/app/ja/piano/

※メロディキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。

NEW

＊ハンマーアクション付き88鍵盤・スピーカー内蔵デジタルピアノの奥行サイズにおいて（2021年7月現在、カシオ調べ）

●本格的な演奏に適したスタンド／3本ペダルユニット対応（別売）  
●演奏をそのまま市販のUSBフラッシュメモリーに記録し、PC等で保存/再生することができるオーディオレコーディング機能
●MIDI録音/再生機能   ●メトロノーム機能   ●デュエット機能   ●乾電池での使用にも対応した2電源方式を採用   
　

■ どんな場所にも置きやすい奥行232mmの世界最小＊スリムボディ
　
■ タッチ操作ですっきりとしたフラットな形状を実現した光沢感のある天面パネルなど、
　お部屋に洗練された印象を与えるミニマルデザイン

■ グランドピアノの複雑な構造による様 な々共鳴（レゾナンス）が生み出す豊かで繊細な特有の
　響きや、独特の機構音までも表現する「アコースティックシミュレーター」 

［ デザイン ］ ［ 充実の機能 ］

［  鍵 盤  ］

［  音 源  ］

［ 拡 張 性 ］
■ 音楽の楽しみ方の幅を広げる、付属のワイヤレスMIDI & 
　 AUDIOアダプター＊を使用したスマートフォン／タブレットと
　 PX-S3100とのBluetooth®連携    ● ストリングレゾナンス  ● ダンパーレゾナンス  ● ダンパーノイズ  ● キーアクションノイズ

※詳しくは4ページをご覧ください。

　 ● 好きな音楽をPX-S3100の質の高い音響システムで聴ける
　 ● ワイヤレスでPX-S3100の音色選択や各種設定が可能な
        スマートフォン／タブレット用無料アプリ
        「Chordana Play for Piano」に対応

サイズやカラーなど
あなたのお部屋との
相性をチェック !▶

■ 弾き方に楽器全体が反応し、時間経過によっても変化する音の表情をきめ細やかに表現。
　優しく繊細な演奏からダイナミックで力強い演奏まで、感性のまま自由に弾くことが可能な
　「マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源」 

＊別売WU-BT10と同型

＊別売WU-BT10と同型

■ 音楽をもっと楽しみたい気持ちをサポートする機能が充実

■ グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型化し、スリムなボディに
   凝縮した「スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤」　
● 88鍵デジタルスケーリング  ● ハンマーレスポンス  ● キーオフレスポンス  ● 象牙調・黒檀調鍵盤 　

＊詳しくは13～14ページをご覧ください。　

    ● 幅広いジャンルの演奏に応える700音色、200リズム&自動伴奏機能
    ● 演奏表現を広げてくれる多彩なエフェクトやピッチベンドホイール
    ● 操作を快適にするバックライト付き液晶画面
    ● 演奏中のボリューム調整に活躍するエクスプレッションペダル対応
       （市販品＊）
    ● 音色やエフェクトのパラメーターをリアルタイムで変更可能な２つの
       アサイナブルノブを装備



●マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源  ●ダンパーレゾナンス ●3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ  ●象牙調・黒檀調鍵盤  
●60曲ミュージックライブラリー  ●ヘッドホンモード  ●ボリュームシンクイコライザー  ●MIDI録音/再生機能  ●メトロノーム機能  ●デュエット機能

●マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源  
●ダンパーレゾナンス  
●3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ  
●象牙調・黒檀調鍵盤  ●60曲ミュージックライブラリー  
●MIDI録音/再生機能   ●メトロノーム機能  ●デュエット機能

■ 天板に音の通り道を設けることで、グランドピアノらしい広がり感のある音での演奏を
 可能にする天板スリット構造を採用
■ 弾いた鍵盤による共鳴音の違いも表現するストリングレゾナンス
■ グランドピアノの大屋根の開閉量に伴う音色変化を表現するリッドシミュレーター
■ 離鍵の速さによる余韻の表情変化を表現するキーオフシミュレーター
■ 音域ごとの発音タイミングの違いに加え、ピアノ音色ごとの特長に合わせた発音
 タイミングも最適化したハンマーレスポンス
■ オーケストラの生演奏データをバックに演奏できるコンサートプレイ 
■ 世界的に有名なコンサートホールの音響特性を表現するホールシミュレーター
■ ペダルを多用する曲でも音切れしにくい最大同時発音数256音

■ 音域ごとの発音タイミングの違いに加え、ピアノ音色ごとの特長に合わせた発音タイミング
 も最適化したハンマーレスポンス
■ オーケストラの生演奏データをバックに演奏できるコンサートプレイ
■ スマートデバイス用アプリ「Chordana Play for Piano」に対応
■ 奥行299mmのスリム＆スタイリッシュなボディ ※譜面立て、転倒防止金具等は含まず
■ スタンド、３本ペダル一体型      
■ 鍵盤をホコリなどから守るスライド式鍵盤カバー

天板スリット構造が豊かな音の広がりを生み出す
Priviaフラッグシップモデル。

［撮影協力］ ACTUS　www.actus-interior.com/

スリム&スタイリッシュなボディに、
確かな演奏性能を凝縮したスタンド・ペダル一体型。

［撮影協力］ SHOP ASPLUND　https://www.asplund.co.jp/ebisu/index.html

※本体色に合わせた別売イスもご用意しています。（詳細は裏表紙の「対応別売品」をご覧ください。）

サイズ（幅×奥行×高さ）＊：1,391×299×798mm　質量：31.5kg  ＊ 譜面立て、転倒防止金具等は含まず ※本体色に合わせた別売イスもご用意しています。（詳細は裏表紙の「対応別売品」をご覧ください。） サイズ（幅×奥行×高さ）＊：1,393×299×801mm　質量：34.3kg  ＊ 譜面立て、転倒防止金具等は含まず 

■  より細やかな踏み分けを感知し、繊細で自然なペダリングを
 可能にする連続可変式ダンパーペダル
■ 演奏をそのまま市販のUSBフラッシュメモリーに記録し、PC等で
 保存/再生することができるオーディオレコーディング機能
■ スマートデバイス用アプリ「Chordana Play for Piano」に対応
■ 豊かな音を鳴らす出力20W+20W、2ウェイ4スピーカー   
■ 奥行299mmのスリム＆スタイリッシュなボディ 
 ※譜面立て、転倒防止金具等は含まず

PX-770BK ブラックウッド調

JAN コード：   4971850362302
オープン価格

PX-770BN オークウッド調

JAN コード：   4971850362319
オープン価格

PX-770WE ホワイトウッド調

JAN コード：   4971850362326
オープン価格

PX-870BN オークウッド調PX-870BK ブラックウッド調

JAN コード：   4971850362364
オープン価格

JAN コード：   4971850362425
オープン価格

●主な付属品

楽譜集

●主な付属品

楽譜集

天板スリット構造

スライド式鍵盤カバー

0605

サイズやカラーなど
あなたのお部屋との
相性をチェック !▶
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サイズ（幅×奥行×高さ）＊： 1,377×427×911mm　質量：48.0kg    ＊ 天板閉時。譜面立ては含まず 

■ 弾いた鍵盤による共鳴音の違いも表現するストリングレゾナンス　

■ 豊かで広がりのある音を生む天板開閉構造＆リッドシミュレーター

■ 離鍵の速さによる余韻の表情変化を表現するキーオフシミュレーター　

■ オーケストラの生演奏データをバックに演奏できるコンサートプレイ

■ 世界的に有名なコンサートホールの音響特性を表現するホールシミュレーター
  （「演奏者」、「観客席」×3カ所の計4カ所から聴く位置を選択可能）

■ ペダルを多用する曲でも音切れしにくい最大同時発音数256音　

■ より細やかな踏み分けを感知し、繊細で自然なペダリングを可能にする
　 連続可変式ダンパーペダル

■ 演奏をそのまま市販のUSBフラッシュメモリーに記録し、
　 PC等で保存/再生することができるオーディオレコーディング機能
■ 包み込まれるような臨場感と豊かな音量感を実現した出力30W+30W、２ウェイ6スピーカー
■ 小音量時でも低音・高音がしっかり聴こえるボリュームシンクイコライザー
■ アコースティックピアノを弾いているような自然な音の広がりを実現するヘッドホンモード

● AiR Grand音源  ● ダンパーレゾナンス  ● ハンマーレスポンス  ● 3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ  ● 象牙調・黒檀調鍵盤　
● 60曲ミュージックライブラリー  ● MIDI録音/再生機能  ● メトロノーム機能  ● デュエット機能

高低自在イス、ヘッドホン、楽譜集

●主な付属品

珠玉の音色「ベルリン・グランド」を生んだ C.べヒシュタインとのコラボレーション

［ベルリン・グランド］

輪郭がはっきりとして、
落ち着きのある上品な音。

［ハンブルク・グランド］

迫力と力強さを備え、
弦共鳴の多い華やかな音。

［ウィーン・グランド］

迫力ある低域弦と、やわら
かく美しい弱打が特徴的。

時代を超えて世界の人々に

愛され続けているピアノ、

C.べヒシュタイン。

AP-710の音色のひとつ

「ベルリン・グランド」音色は、

カシオとC.ベヒシュタインの

共同開発によって誕生しました。

■ 世界中で敬愛されている3つのピアノの音色を搭載

世界中で愛される3つのピアノの音色を「AiR Grand音源」により実現。

AP-710BK ブラックウッド調

JAN コード： 4971850362562オープン価格

求めたのは理想のピアノクオリティ
ピアノとしての基本を大切にしたCELVIANO （セルヴィアーノ）。

グランドピアノのような豊かで広がりのある音と響き、

確かな弾き応えの鍵盤タッチ、

繊細な表現を可能にするペダルなど、

先進のデジタル技術が叶える高品位なピアノクオリティで、

弾きたい人の想いに応えます。



［撮影協力］ MasterWal　www.masterwal.jp

AP-470BN オークウッド調AP-470BK ブラックウッド調 AP-470WE ホワイトウッド調

●マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源  ●ダンパーレゾナンス  ●3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ  ●象牙調・黒檀調鍵盤 
●60曲ミュージックライブラリー  ●ヘッドホンモード  ●ボリュームシンクイコライザー  ●MIDI録音/再生機能  ●メトロノーム機能  ●デュエット機能

■ 演奏曲のジャンルやイメージに合わせて使い分けることができる2つのグランドピアノ音色を内蔵
 Grand Piano 1：豊かな響きによる迫力ある演奏が可能。打鍵の強弱でやわらかな音から力強い音まで表現できるクラシック向きの音色。
 Grand Piano 2：明るくきらびやかな演奏が可能。歯切れの良いストレートな音で、バンド演奏の中でも存在感を放つジャズ、ポップス向きの音色。

■ 弾いた鍵盤による共鳴音の違いも表現するストリングレゾナンス
■ 豊かで広がりのある響きを生む天板開閉構造＆リッドシミュレーター
■ 離鍵の速さによる余韻の表情変化を表現するキーオフシミュレーター
■ 音域ごとの発音タイミングの違いに加え、ピアノ音色ごとの特長に合わせた発音タイミングも最適化したハンマーレスポンス
■ オーケストラの生演奏データをバックに演奏できるコンサートプレイ
■ 世界的に有名なコンサートホールの音響特性を表現するホールシミュレーター
■ ペダルを多用する曲でも音切れしにくい最大同時発音数256音
■ より細やかな踏み分けを感知し、繊細で自然なペダリングを可能にする連続可変式ダンパーペダル
■ 演奏をそのまま市販のUSBフラッシュメモリーに記録し、PC等で保存/再生することができるオーディオレコーディング機能
■ スマートデバイス用アプリ 「Chordana Play for Piano」に対応
■ 豊かな音を鳴らす出力20W+20W、2ウェイ4スピーカー

●主な付属品

サイズ（幅×奥行×高さ）＊：1,417×427×861mm　質量：43.4kg　

ピアノらしい優美なフォルム。美しく豊かな響きをもたらす天板開閉構造。

高低自在イス、ヘッドホン、楽譜集

JAN コード： 4971850362388オープン価格 JAN コード： 4971850362395オープン価格 JAN コード： 4971850362401オープン価格

＊ 天板閉時。譜面立ては含まず  
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サイズ（幅×奥行×高さ）＊：1,417×432×821mm　質量：36.6kg   ＊ 譜面立ては含まず 

イス、ヘッドホン、楽譜集

●主な付属品

2種類のグランドピアノ音色を内蔵し、幅広いジャンルの演奏に対応。

●マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源   ●ダンパーレゾナンス  ●3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ  ●象牙調・黒檀調鍵盤  
●60曲ミュージックライブラリー　●MIDI録音/再生機能  ●メトロノーム機能  ●デュエット機能

安心の3年保証
カシオ「セルヴィアーノ」シリーズは、

安心の3年保証を採用。

末永くご愛用いただきたいという想いと、

製品への自信を形にしたサービスです。

AP-270WE ホワイトウッド調AP-270BN オークウッド調

■演奏曲のジャンルやイメージに合わせて使い分けることができる2つのグランドピアノ音色を内蔵
　Grand Piano 1：  豊かな響きによる迫力ある演奏が可能。打鍵の強弱でやわらかな音から力強い音まで表現できるクラシック向きの音色。
　Grand Piano 2：  明るくきらびやかな演奏が可能。歯切れの良いストレートな音で、バンド演奏の中でも存在感を放つジャズ、ポップス向きの音色。

■音域ごとの発音タイミングの違いに加え、ピアノ音色ごとの特長に合わせた発音タイミングも最適化したハンマーレスポンス

■オーケストラの生演奏データをバックに演奏できるコンサートプレイ

■スマートデバイス用アプリ「Chordana Play for Piano」に対応

［撮影協力］ THE PENNY WISE　www.pennywise.co.jp

JAN コード：  4971850362340オープン価格 JAN コード：  4971850362357オープン価格

サイズやカラーなど
あなたのお部屋との
相性をチェック !▶



グランドピアノならではの豊かで美しい「響き」を追求

＊1 AiR = Acoustic ＆ Intelligent Resonator　
＊2 詳しくはP7をご覧ください

グランドピアノの豊かで美しい響きは、その大きなボディと複雑な機構、

約230本にもなる弦が、弾き方やフレーズ、ペダルの状態に応じて共鳴し、

生み出す倍音構成の変化によって生まれます。そのグランドピアノ独特の

響きを徹底的に追求し、自然で深みのある響きを実現しました。さらに、

PX-S1100/PX-S3100では進化した独自の音響システムに合わせて

改めて88鍵盤全て1鍵盤ごとに各弦の繊細な倍音の共鳴を調整する

ことで、より美しく調和した鮮やかで豊かな響きを堪能することができます。
※PX-S1100/PX-S3100/PX-870/AP-710/AP-470に搭載

■マルチ・ディメンショナル・モーフィング
   AiR音源のイメージ図

天板開閉構造による「響き」

グランドピアノでは大屋根を開閉することで

音量や音質が変化します。天板を開閉できる

構造により、グランドピアノの大屋根を開けた

時のような豊かで広がりのある音で演奏

できます。 ※AP-710/AP-470に搭載 　

88鍵盤の音の共鳴による「響き」
ストリングレゾナンス

ダンパーペダルによる「響き」
ダンパーレゾナンス

§

§

§

§§

グランドピアノの音は、そのボディ構造による様々な共鳴（レゾナンス）が

豊かで美しい「響き」を生みます。「マルチ・ディメンショナル・モーフィング

AiR音源」は、その共鳴音によるグランドピアノならではの「響き」を徹底

追求。自然で豊かな響きを実現しました。さらに、弾き方や時間による

変化を三次元的にきめ細やかにコントロールすることにより、優しく繊細な

　   （ピアニッシッシモ）から、力強い　   （フォルテッシッシモ）まで、奏者の

感性のままに表現できます。AP-710は、マルチ・ディメンショナル・モー

フィング技術を駆使し、世界中で敬愛されている３つのグランドピアノの

音色を表現する、カシオ最高峰の「AiR Grand音源」を搭載しています。

グランドピアノのダンパーペダルを踏むと、88鍵盤の弦が全て開放された

状態となり、弾いた鍵盤の倍音となる弦が全て共鳴します。AiR音源では、

その倍音全ての共鳴音を独立して表現。さらに、ダンパー自体の動作音

（ダンパーノイズ）まで表現。また、PX-870/AP-710/AP-470のダンパー

ペダルはより細かな踏み分けを感知する

連続可変式を採用し、ハーフペダル時に

ペダルを踏み込んだ深さによる余韻の

変化を繊細に表現。グランドピアノの

ような自然なペダリングが可能です。

マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源*1/AiR Grand音源*2

※PX-770/AP-270もハーフペダル（ダンパー）対応。PX-S1100/PX-S3100は別売3本ペダルユニット
　SP-34を使用することでハーフペダル（ダンパー）に対応します。
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カシオ独自のAiR音源が表現する
理想のピアノクオリティ

［ 音 ］
Sound

奏者の想いを音にする
グランドピアノを目指したタッチ感

［ 鍵盤 ］
Touch

デジタルならではの機能を
多彩に搭載

［ 多彩な機能 ］
Features

白鍵は象牙調、黒鍵は黒檀調

グランドピアノに迫る弾き心地

3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ

グランドピアノとデジタルピアノの発音構造の違いは、弾いてから発音する
までのタイミングの違いとして表れます。「3センサースケーリングハンマー
アクション鍵盤Ⅱ」では、3つのセンサーが順番に打鍵を感知するシステム
を採用。打鍵の検出から発音までの時間を打鍵の速さに応じてきめ細
かく変化。鍵盤を戻しきらなくても連続して発音可能なため、優れた同音
連打の演奏性も発揮します。もちろん、ハンマーの自重によるアクション機構
で確かな弾き応えとスムーズなタッチ感を両立。低音域ほど重く、高音域
ほど軽くなるグランドピアノの特性もシミュレートしています。

高級感のある質感、なめらかな手触りを感じ
させる鍵盤を採用。表面に微細なシボ加工を
施すことで汗による滑りを抑え、長く演奏しても
指先にしっくりなじむ感触を実現しています。

グランドピアノは、鍵盤から指を離す速さによって、音の余韻の長さや

表情が変化します。そうした離鍵時の響きのニュアンスまでも追求した

「キーオフシミュレーター」を搭載。奏者の指から伝わる繊細な感性を

も表現できます。さらに、鍵盤を弱く押した時や鍵盤から指を離した時に

聞こえる機構音までも表現可能な「キーアクションノイズ」を搭載し、グランド

ピアノならではの音を感じることができます。

離鍵

長い余韻

離鍵

短い余韻

［ゆっくり離鍵］ ［速く離鍵］

グランドピアノの大屋根の開閉量に伴う音色変化をデジタルでシミュレート。

開閉量の設定を選択することにより、好みのピアノ音による演奏を楽しめます。
※PX-870/AP-710/AP-470に搭載  
※本体の天板を開閉してもリッドシミュレーターの設定値は変化しません

自然な弾き心地と小型化を両立

スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤

グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を大幅に
小型化。奥行232mmのスリムボディでありながら、グランドピアノを感じ
させる自然なタッチ感を実現しています。

グランドピアノは音域ごとに弦を叩くハンマーの大きさに違いがあります。
そのため、同じ強さで鍵盤を弾いても、音域によって発音タイミングが微妙
に異なります。そうした音域ごとに異なる発音タイミングの違いを徹底追求。
さらに、弾く強さに応じて異なる発音タイミングの表現、ピアノ音色ごとの
特長に合わせた発音タイミングの最適化も実現しています。

◆音域ごとに異なる発音タイミングの違いも表現する「ハンマーレスポンス」

指先にしっくりなじんで弾きやすい

象牙調・黒檀調鍵盤

離鍵・打鍵による「響き」
キーオフシミュレーター*1/キーアクションノイズ*2

大屋根の開閉量に伴う音色変化をデジタルで表現

リッドシミュレーター

ロスレス・オーディオ・コンプレッション（可逆圧縮方式）

デジタルピアノでは音の波形データを内部メモリに圧縮して記録し、発音

時に再び伸張してピアノ音を再生します。そのため、再生音はMP3などの

圧縮オーディオと同様に、原音からはどうしても劣化します。AiR音源では、

先進の圧縮技術の採用により、原音の波形クオリティの劣化を防ぐだけで

なく、大容量の波形バリエーションを圧縮して記録し再生可能となり、グラ

ンドピアノのような美しく表情豊かな音色を、より忠実に表現します。

アコースティックピアノの表現力を極めた原音再生技術

グランドピアノは88鍵それぞれのハンマーの大きさや重さに違いがあり、各
鍵でタッチ感の違いが生じます。88鍵デジタルスケーリング技術により打鍵
に対する発音の大きさを一鍵ごとにデジタル制御。さらに音域によって微
妙に異なる、鍵盤の弾き方に応じた発音タイミングもハンマーレスポンス機
能で調整することにより、グランドピアノを弾いているような感覚での演奏を
可能にしています。

◆ グランドピアノのような感覚で弾ける

　「88鍵デジタルスケーリング」&「ハンマーレスポンス」

指を離す際の鍵盤の動きをもとに、消音するタイミングをデジタル制御。
同音連打の際、鍵盤を戻しきらなくても、次の音がしっかりと発音されます。
音と音のつなぎ方や切り方などの細かなタッチ表現を可能にし、グランド
ピアノのような自然な感覚で演奏できます。

◆ 優れた連打性を発揮し、演奏表現力を高める 「キーオフレスポンス」

［内蔵曲リスト］　

①ピアノコンチェルトNo.1 作品23 第１楽章　②雨だれの前奏曲　

③交響曲No.9より 歓びの歌  ④ジュ・トゥ・ヴ  ⑤モルダウ  ⑥カノン

⑦ピアノソナタ 作品13 ＜悲愴＞ 第2楽章  ⑧かなしい歌  ⑨主よ、人の望みの喜びよ  

⑩展覧会の絵「プロムナード」  ⑪ピアノソナタK.331 第1楽章  ⑫だったん人の踊り   

⑬ピアノコンチェルトNo.20 K.466 第2楽章  ⑭ヴァイオリン協奏曲 作品64 第1楽章  

⑮ヘ調のメロディー

※PX-870/PX-770/AP-710/AP-470/AP-270に内蔵 （曲リスト内、①～③、⑦、⑧はAP-710のみ内蔵）
※AP-710は、内蔵曲以外の曲をカシオのホームページからダウンロードし、市販のUSBフラッシュメモリーを
　使って再生することができます。詳細は下記ホームページをご覧ください。
   https://music.casio.com/ja/products/digital_pianos/ghs/downloads/

市販のUSBフラッシュメモリーにオーディオデータ（44.1kHz WAVフォーマッ
ト）として演奏を録音し、PCで再生したり、CDにしたりすることができる「オーディ
オレコーディング」機能をPX-S1100/PX-S3100/PX-870/AP-710/AP-470
に搭載。　※CDの制作には、市販のソフトを必要とする場合があります。

■

ヘッドホン使用時に音質を補正し、より自然な音の広がり感を再現する
「ヘッドホンモード」
■

音量が小さい時に聴こえにくくなる低音と高音を補正する「ボリューム
シンクイコライザー」を搭載。音量の大小にかかわらず、すべての音域に
おいてバランスの取れた音による快適なレッスンを可能にします。
※PX-870/AP-710/AP-470に搭載

■

鑑賞だけでなく、レッスンにも役立つ
「ミュージックライブラリー」（楽譜集付属） ※PX-S3100は除く
■

2種類の音色を重ねて演奏できる「レイヤー機能」、低音域と高音域で
音色を分けられる「スプリット機能」

■

ピアノ練習に役立つ「メトロノーム機能」、「MIDI録音/再生機能」■

ボタン操作をロックし、誤った設定変更を防ぐ「操作ロック」■

操作せずに一定時間経過すると自動的に電源が切れ、電力の無駄な
消耗を防ぐ「オートパワーオフ」

■

鍵盤の中央から右側と左
側で同じ音域に設定でき、
親子や先生と生徒など、
2人でのピアノ練習時に
便利な「デュエット機能」

■

オーケストラをバックに演奏できる

コンサートプレイ

※PX-870/AP-710/AP-470に搭載

オーケストラの壮大な生演奏を、高音質なオーディオデータで収録。自分

の演奏と合わせればオーケストラと共演する気分を楽しめます。 

世界的に有名なホールの音響特性を堪能できる

ホールシミュレーター

透明感のある端正な響きや、伸

びやかで華やかな響きなど、世

界的に有名なコンサートホール

の、それぞれに異なる音響特性を

臨場感あふれるサウンドで堪能

できます。

※PX-S1100/PX-S3100は、ホールシミュレーターをサウンドモードの一部として搭載しています。

同じ音域で弾けます

§

§

§

§

§

§

Privia PX-870/PX-770、CELVIANO AP-710/AP-470/AP-270の鍵盤

［全モデル共通］

Privia PX-S1100/PX-S3100の鍵盤

＊1 PX-870/AP-710/AP-470の、グランドピアノ音色に対応
＊2 PX-S1100/PX-S3100/PX-870/AP-710/AP-470に搭載

天板スリット構造による「響き」§
天板に音の通り道としてのスリットを設け、

本体内からの反射音が楽器内部にこもらず

に効率良く抜ける音響構造を実現。グランド

ピアノの大屋根を開けた時のような音の広がり

感を表現します。 ※PX-870に搭載

進化した音響システムによる「響き」§
スピーカーの振動板の強化でよりきめ細か

くハリのある高音域を、スピーカー内部構造

の強化でよりゆとりある豊かな低音域を実現。

演奏者の表現したいニュアンスをより忠実に反映

します。また、バランス良い奥行きのある音が

臨場感を生み出し、心地よい演奏が楽しめます。  
※PX-S1100/PX-S3100に搭載

※PX-870/AP-710/AP-470に搭載

時 間

音
質
・
音
量

打鍵の
強弱
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モデル名 PX-S1100BK／PX-S1100WE／PX-S1100RD PX-S3100BK PX-870BK／PX-870BN PX-770BK／PX-770BN／PX-770WE

鍵盤 鍵盤数 88鍵盤 88鍵盤 88鍵盤 88鍵盤
鍵盤名 スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤 スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤 3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ 3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ
象牙調・黒檀調鍵盤 ● ● ● ●
タッチレスポンス 感度設定5種類、オフ 感度設定5種類、オフ 感度設定3種類、オフ 感度設定3種類、オフ
88鍵デジタルスケーリング ● ● ー ー
ハンマーレスポンス ● ● ●（4段階） ●
キーオフレスポンス ● ● ー ー

音色 音源 マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR
最大同時発音数 192 192 256 128
レイヤー/スプリット ● ● ● ●
音色数 18（＊1） 700 19（＊1） 19（＊1）

アコースティック
シミュレーター

ストリングレゾナンス ●（4段階、オフ） ●（4段階、オフ） ●（4段階）（＊2） ー
ダンパーレゾナンス ●（4段階、オフ） ●（4段階、オフ） ●（4段階）（＊2） ●

ダンパーノイズ ●（4段階、オフ） ●（4段階、オフ） ●（オン／オフ） ●（オン／オフ）
リッドシミュレーター ー ー ●（4段階） ー
キーオフシミュレーター ー ー ● ー
キーアクションノイズ ●（4段階、オフ） ●（4段階、オフ） ● ー

デジタル
エフェクト

ホールシミュレーター/ リバーブ ホールシミュレーター4種、オフ
（サウンドモードの一部として搭載）

ホールシミュレーター4種、オフ
リバーブ8種、オフ （サウンドモードの一部として搭載） ホールシミュレーター4種、オフ リバーブ4種、オフ

サラウンド 2種、オフ（サウンドモードの一部として搭載） 2種、オフ（サウンドモードの一部として搭載） ー ー
コーラス 4種、オフ 12種、オフ 4種、オフ 4種、オフ
ブリリアンス ● ● ● ●
DSP ●（一部の音色に組込み済み） ●（音色組込み＋プリセット100種、編集可） ●（一部の音色に組込み済み） ●（一部の音色に組込み済み）

自動伴奏機能 内蔵リズム数 ー 200 ー ー
  曲 コンサートプレイ（＊4） ー ー ●（10曲） ●（10曲）

モード ー ー リッスン／レッスン／プレイ リッスン／レッスン／プレイ
ミュージックライブラリー（＊4） 60曲 ー 60曲 60曲

レッスン機能（パートオン／オフ） パートセレクト（右手／左手） パートセレクト（右手／左手／両手） パートセレクト（右手／左手） パートセレクト（右手／左手）
デモ曲 1曲 6曲 ー ー
ユーザーエリア　
※P14「曲拡張について」参照

最大10曲分／合計約900KB　
1曲あたり最大約90KBまで

最大10曲分／合計約3,200KB　
1曲あたり最大約320KBまで

最大10曲分／合計約900KB　
1曲あたり最大約90KBまで

最大10曲分／合計約900KB　
1曲あたり最大約90KBまで

その他の
機能

天板スリット ー ー ● ー
ヘッドホンモード ー ー ● ー
ボリュームシンクイコライザー ー ー ● ー
アプリ接続（Chordana Play for Piano） ● ● ● ●
Bluetooth　 ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター

（WU-BT10）付属、Bluetooth®バージョン5.0
ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター
（WU-BT10）付属、Bluetooth®バージョン5.0 ー ー

AUDIO 対応プロファイル：A2DP、対応コーデック：SBC 対応プロファイル：A2DP、対応コーデック：SBC ー ー
MIDI 　 対応プロファイル：

GATT(MIDI over Bluetooth® Low Energy)
対応プロファイル：
GATT(MIDI over Bluetooth® Low Energy)

ー ー

MIDI録音/再生機能（＊4） 2トラック、1曲、リアルタイム録音／再生 3トラック、5曲、リアルタイム録音／再生、
パンチイン録音

2トラック、1曲、リアルタイム録音／再生 2トラック、1曲、リアルタイム録音／再生

データ容量 合計約10,000音符 1曲あたり約30,000音符 合計約5,000音符 合計約5,000音符
オーディオレコーディング(録音)/
再生機能（＊4）（＊6） 最大99曲、1曲あたり最大約25分 最大99曲、1曲あたり最大約25分 最大99曲、1曲あたり最大約25分 ー

デュエット機能 ● ● ● ●
オクターブシフト －2オクターブ～0～＋2オクターブ －2オクターブ～0～＋2オクターブ －2オクターブ～0～＋2オクターブ －2オクターブ～0～＋2オクターブ
メトロノーム機能 拍子： 0～9　テンポ可変：♩=20～255 拍子： 0～9　テンポ可変：♩=20～255

（リズムとして組み込み）
拍子： 0～9　テンポ可変：♩=20～255 拍子： 0～9　テンポ可変：♩=20～255

ペダル ペダル1本（SP-3）付属、
3本ペダルユニット・SP-34（別売）対応

ペダル1本（SP-3）付属、
3本ペダルユニット・SP-34（別売）対応

3本： ダンパー（ハーフペダル対応）、ソフト、
ソステヌート

3本： ダンパー（ハーフペダル対応）、ソフト、
ソステヌート

ハーフペダル（ダンパー）対応 ●（別売3本ペダルユニット・SP-34使用時） ●（別売3本ペダルユニット・SP-34使用時） ●（連続可変式） ●
トランスポーズ ー12半音～0～＋12半音 ー12半音～0～＋12半音 ー12半音～0～＋12半音 ー12半音～0～＋12半音
チューニングコントロール A4=415.5Hz～440.0Hz～465.9Hz

（0.1Hz単位で設定可）
A4=415.5Hz～440.0Hz～465.9Hz
（0.1Hz単位で設定可）

A4=415.5Hz～440.0Hz～465.9Hz
（0.1Hz単位で設定可）

A4=415.5Hz～440.0Hz～465.9Hz
（0.1Hz単位で設定可）

音律（スケールチューニング） 平均律＋16種類 平均律＋16種類 平均律＋16種類 平均律＋16種類
ピッチベンドホイール ー ● ー ー
その他 ●タッチボタン:6（ダイレクト音色ボタン：1）

●操作ロック
●オートパワーオフ

●タッチボタン：18（ダイレクト音色ボタン：6） 
●ノブ：2　
●レジストレーション：96セット（4セット×24バンク） 
●ミュージックプリセット：310 
●オートハーモナイズ：12種 　
●アルペジエーター：100種 　●操作ロック
●オートパワーオフ

●グランドピアノボタン 
●エレクトリックピアノ1ボタン　
●スライド式鍵盤カバー
●操作ロック 
●オートパワーオフ

●グランドピアノボタン 
●エレクトリックピアノ1ボタン
●スライド式鍵盤カバー
●操作ロック
●オートパワーオフ

液晶ディスプレイ ー ●（バックライト付きフルドット液晶画面） ー ー
MIDI ●（＊7） ●（＊7）（GMレベル1準拠） ●（＊8） ●（＊8）
入出力端子 ヘッドホン/アウトプット ヘッドホン 2（ステレオミニジャック） ヘッドホン 2（ステレオミニジャック） 2（標準ステレオジャック）/アウトプット端子兼用 2（標準ステレオジャック）/アウトプット端子兼用

ダンパーペダル 1 1 ー ー
3本ペダルユニット用コネクタ ●（SP-34用） ●（SP-34用） ● ●
エクスプレッション（＊9）/アサイナブル ー 1 ー ー
ライン出力 2（L／MONO、R　標準ジャック） 2（L／MONO、R　標準ジャック） ー ー
USB Type A ●（＊10） ●（＊10） ●（＊11） ー（＊12）
USB Type B （＊13） ● ● ● ●

電源／消費電力 2電源方式（＊14）／10W 2電源方式（＊14）／15W 家庭用AC100V電源（＊15）／20W 家庭用AC100V電源（＊15）／18W
外部電源 DC12V DC12V DC24V DC12V

スピーカー [16cm×8cm（楕円形）]× 2 [16cm×8cm（楕円形）]× 2 12cm×2＋4cm×2（2ウェイ4スピーカー） 12cm×2
出力 8W＋8W 8W＋8W 20W＋20W 8W＋8W
サイズ 幅×奥行×高さ 1,322×232×102mm ※本体のみ 1,322×232×102mm ※本体のみ 1,393×299×801mm（＊16） 1,391×299×798mm（＊16）

別売スタンド使用時 1,324×366×740mm
（CS-68PBK／WE使用時）（＊17）

1,324×366×740mm
（CS-68PBK／WE使用時）（＊17） ー ー

質量 11.2kg（本体のみ、電池含まず） 11.4㎏(本体のみ、電池含まず) 34.3kg 31.5kg 
別売スタンド使用時 22.3kg（CS-68PBK／WE使用時、電池含まず） 22.5kg（CS-68PBK／WE使用時、電池含まず） ー ー

付属品 ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター（WU-BT10）、
ペダル（SP-3）、譜面立て、楽譜集、
ACアダプター（AD-A12150LW）

ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター（WU-BT10）、
ペダル（SP-3）、譜面立て、
ACアダプター（AD-A12150LW）

譜面立て、楽譜集、
ACアダプター（AD-E24250LW）

譜面立て、楽譜集、
ACアダプター（AD-A12150LW）

 

■Privia 仕様一覧
モデル名 AP-710BK AP-470BK／AP-470BN／AP-470WE AP-270BN／AP-270WE

鍵盤 鍵盤数 88鍵盤 88鍵盤 88鍵盤
鍵盤名 3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ 3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ 3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ
象牙調・黒檀調鍵盤 ● ● ●
タッチレスポンス 感度設定3種類、オフ 感度設定3種類、オフ 感度設定3種類、オフ
ハンマーレスポンス ●（10段階、オフ） ●（4段階） ●

音色 音源 AiR Grand マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR
最大同時発音数 256 256 192
レイヤー/スプリット ● ● ●
音色数 26 22（＊1） 22（＊1）

アコースティック
シミュレーター

ストリングレゾナンス ●（10段階、オフ） ●（4段階）（＊2） ー
ダンパーレゾナンス ●（10段階、オフ） ●（4段階）（＊2） ●

ダンパーノイズ ●（10段階、オフ） ●（オン／オフ） ●（オン／オフ）
リッドシミュレーター ●（4段階）（＊3） ●（4段階）（＊3） ー
キーオフシミュレーター ● ● ー
キーアクションノイズ ● ● ー

デジタル
エフェクト

ホールシミュレーター／リバーブ ホールシミュレーター6種×4ポジション、オフ ホールシミュレーター4種、オフ リバーブ4種、オフ
コーラス 4種、オフ 4種、オフ 4種、オフ
ブリリアンス ● ● ●
DSP ●（一部の音色に組込み済み） ●（一部の音色に組込み済み） ●（一部の音色に組込み済み）

曲 コンサートプレイ（＊4） ●（15曲）（＊5） ●（10曲） ●（10曲）
モード リッスン／プレイ リッスン／レッスン／プレイ リッスン／レッスン／プレイ

ミュージックライブラリー（＊4） 60曲 60曲 60曲
レッスン機能（パートオン／オフ） パートセレクト（右手／左手） パートセレクト（右手／左手） パートセレクト（右手／左手）

デモ曲 6曲（音色デモ曲） ー ー
ユーザーエリア
※下記「曲拡張について」参照

最大10曲分／合計約900KB 　
1曲あたり最大約90KBまで

最大10曲分／合計約900KB　 
1曲あたり最大約90KBまで

最大10曲分／合計約900KB 　
1曲あたり最大約90KBまで

その他の
機能

天板開閉構造（＊3） ● ● ー
ヘッドホンモード　 ● ● ー
ボリュームシンクイコライザー ● ● ー
アプリ接続（Chordana Play for Piano）ー ● ●
MIDI録音/再生機能（＊4） 2トラック、1曲、リアルタイム録音／再生 2トラック、1曲、リアルタイム録音／再生 2トラック、1曲、リアルタイム録音／再生

データ容量 合計約5,000音符 合計約5,000音符 合計約5,000音符
オーディオレコーディング(録音)/
再生機能（＊4）（＊6） 最大99曲、1曲あたり最大約25分 最大99曲、1曲あたり最大約25分 ー

デュエット機能 ● ● ●
オクターブシフト －2オクターブ～0～＋2オクターブ －2オクターブ～0～＋2オクターブ －2オクターブ～0～＋2オクターブ
メトロノーム機能 拍子： 0～9　テンポ可変：♩=20～255 拍子： 0～9　テンポ可変：♩=20～255 拍子： 0～9　テンポ可変：♩=20～255
ペダル 3本： ダンパー（ハーフペダル対応）、ソフト、

ソステヌート
3本： ダンパー（ハーフペダル対応）、ソフト、
ソステヌート

3本： ダンパー（ハーフペダル対応）、ソフト、
ソステヌート

ハーフペダル（ダンパー）対応 ●（連続可変式） ●（連続可変式） ●
ハーフペダルポジション ●（ー2～0～2） ー ー

トランスポーズ ー12半音～0～＋12半音 ー12半音～0～＋12半音 ー12半音～0～＋12半音
チューニングコントロール A4=415.5Hz～440.0Hz～465.9Hz

（0.1Hz単位で設定可）
A4=415.5Hz～440.0Hz～465.9Hz
（0.1Hz単位で設定可）

A4=415.5Hz～440.0Hz～465.9Hz
（0.1Hz単位で設定可）

音律（スケールチューニング） 平均律＋16種類 平均律＋16種類 平均律＋16種類
その他 ●音色セレクトボタン 

●スライド式鍵盤カバー
●操作ロック
●オートパワーオフ

●グランドピアノ１ボタン 
●グランドピアノ2ボタン
●スライド式鍵盤カバー
●操作ロック 
●オートパワーオフ

●グランドピアノ１ボタン　
●グランドピアノ2ボタン 
●スライド式鍵盤カバー　
●操作ロック
●オートパワーオフ

液晶ディスプレイ ●（バックライト付きフルドット液晶画面） ー ー
MIDI ● ●（＊8） ●（＊8）
入出力端子 ヘッドホン/アウトプット ヘッドホン 2（標準ステレオジャック） 2（標準ステレオジャック）/

アウトプット端子兼用
２（標準ステレオジャック）/
アウトプット端子兼用

3本ペダルユニット用コネクタ ● ● ●
ライン出力 2(Ｌ/MONO、R　標準ジャック） ー ー
ライン入力 2(Ｌ/MONO、R　標準ジャック） ー ー
MIDI IN、 OUT ー ー

USB Type A ●（＊11） ●（＊11） ー（＊12）
USB Type B （＊13） ● ● ●

電源／消費電力 家庭用AC100V電源（＊15）／28W 家庭用AC100V電源（＊15）／20W 家庭用AC100V電源（＊15）／18W
外部電源 DC24V DC24V DC12V

スピーカー 12cm×4＋5cm×2（2ウェイ6スピーカー） 12cm×2＋4cm×2（2ウェイ4スピーカー） 12cm×2
出力 30W＋30W 20W＋20W 8W＋8W
サイズ 幅×奥行×高さ 1,377×427×911mm　

※天板閉時、譜面立ては含まず
1,417×427×861mm 
※天板閉時、譜面立ては含まず

1,417×432×821mm　
※譜面立ては含まず

質量 48.0kg　 43.4kg 36.6kg　
付属品 高低自在イス、譜面立て、楽譜集、

ACアダプター（AD-E24500LW）、ヘッドホン、
ヘッドホン用フック

高低自在イス、譜面立て、楽譜集、
ACアダプター（AD-E24250LW）、ヘッドホン、
ヘッドホン用フック

イス、譜面立て、楽譜集、
ACアダプター（AD-A12150LW）、ヘッドホン

■CELVIANO仕様一覧

■ 曲拡張について
● Chordana Play for Pianoアプリを使用する場合：
ピアノ本体とスマートフォン／タブレットを接続※して、アプリ内蔵曲データやお手持ち
のSMF曲データをユーザーエリアに送信／保存できます。
対象モデル----PX-S1100/PX-S3100/PX-870/PX-770/AP-470/AP-270
● パソコンまたはUSBメモリーを 使用する場合：
お手持ちのSMF曲データをユーザーエリアに送信／保存できます。
対象モデル---PX-S1100/PX-S3100/PX-870/PX-770/AP-710/AP-470/
AP-270
＊曲データ容量の数値は、1KB=1,024バイト換算です。  
＊お手持ちのSMF曲データによっては、曲データ通りに再生できないことがあります。

（＊1）スプリット機能使用時の低音域専用1音色を含む。 （＊2）ダンパーレゾナンスはストリングレゾナンスの調整と連動します。 （＊3）本体の天板を開閉してもリッドシミュレーター
の設定は変化しません。（＊4）コンサートプレイ、ミュージックライブラリー、MIDI録音/再生機能、オーディオレコーディング（録音）/再生機能では、再生、停止などのコントローラー機
能を使用できます。（＊5）内蔵曲以外の曲をカシオのホームページからダウンロードし、市販のUSBメモリーを使って再生可能。詳細は、ホームページ https://music.casio.com/
ja/products/digital_pianos/ghs/downloads/をご覧ください。（＊6）USBメモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット （＊7）MIDI端子は付いていません。付属
のワイヤレスMIDI＆AUDIOアダプター、またはUSB端子を使用して、パソコンとのMIDI通信が可能です。 （＊8）MIDI端子は付いていません。USB端子を使用して、パソコンとの
MIDI通信が可能です。（USBケーブルは付属していません。パソコンとの接続には、市販の適合USBケーブルをご使用ください。） （＊9）エクスプレッションペダル（市販品）を接続
する場合は、動作確認品の使用をおすすめします。（動作確認品：Roland EV-5、KURZWEIL CC-1、FATAR VP-25/VP-26） （＊10）対応USBメモリーについて：本機は
FAT32またはexFATでフォーマットされたUSBメモリーに対応しています。FAT32またはexFAT以外でフォーマットされたUSBメモリーは、一旦Windowsのフォーマット機能でファ
イルシステムをFAT32またはexFATに指定してフォーマット（除クイックフォーマット）することで使用可能になります。 （＊11）対応USBメモリーについて：本機はFAT32でフォーマッ
トされたUSBメモリーに対応しています。FAT32以外でフォーマットされたUSBメモリーは、一旦Windowsのフォーマット機能でファイルシステムをFAT32に指定してフォーマット（除
クイックフォーマット）することで使用可能になります。 （＊12）USBメモリーは接続できません。（＊13）USBケーブルは付属していません。本機とパソコンとの接続には市販の適合
USBケーブルが必要です。USBの対応OSは、ホームページ https://casio.jp/support/emi/ のお客様サポートメニュー「パソコンOS・スマートフォン対応状況」をご覧
ください。 （＊14）家庭用AC100V電源または、単３形アルカリ乾電池×6本（別売）使用（連続動作時間：PX-S1100は約４時間・PX-S3100は約２時間、ご使用の電池の種類や
演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 （＊15）電池での使用はできません。 （＊16）譜面立て、転倒防止金具等は含まず。 （＊17）突起部、譜面立ては含まず。  

01 ノクターン 作品９の２
02 幻想即興曲 作品６６
03 エチュード 作品１０の３ 「別れの曲」
04 エチュード 作品１０の５ 「黒鍵」
05 エチュード 作品１０の１２ 「革命」
06 エチュード 作品２５の９ 「蝶々」
07 プレリュード 作品２８の７
08 ワルツ 作品６４の１ 「小犬のワルツ」
09 ワルツ 作品６４の２
10 楽興の時 第３番
11 即興曲 作品９０の２
12 軍隊行進曲 第１番（連弾）
13 春の歌 「無言歌 第５集」より
14 楽しき農夫 「ユーゲント・アルバム」より

15 見知らぬ国と人々について 「子供の情景」より
16 トロイメライ 「子供の情景」より
17 タンブラン

18
メヌエット ＢＷＶ Ａｎｈ.１１４ 
「アンナ・マグダレーナ・バッハの
クラヴィーア小曲集」より

19 インヴェンション 第１番 ＢＷＶ ７７２
20 インヴェンション 第８番 ＢＷＶ ７７９
21 インヴェンション 第１３番 ＢＷＶ ７８４

22 プレリュード 第１番 ＢＷＶ ８４６ 「平均律クラヴィーア曲集 第１巻」より

23 かっこう
24 ガボット
25 ソナチネ 作品３６の１ 第１楽章
26 ソナチネ 作品２０の１ 第１楽章
27 ソナタ Ｋ.５４５ 第１楽章

28 ソナタ Ｋ.３３１ 第３楽章 「トルコ行進曲」
29 ロンド Ｋ.４８５
30 エリーゼのために
31 トルコ行進曲
32 ソナタ 作品１３ 「悲愴」 第１楽章
33 ソナタ 作品１３ 「悲愴」 第２楽章
34 ソナタ 作品１３ 「悲愴」 第３楽章
35 ソナタ 作品２７の２ 「月光」 第１楽章
36 ラプソディ 第２番
37 ワルツ 作品３９の１５（連弾）
38 愛の夢 第３番
39 花の歌
40 乙女の祈り
41 クシコス・ポスト
42 ユーモレスク 作品１０１の７
43 メロディー 「叙情小曲集 第２集」より
44 シシリエンヌ 作品７８
45 子守唄 「ドリー組曲」より（連弾）
46 アラベスク 第１番
47 亜麻色の髪の乙女 「前奏曲集」より
48 パスピエ 「ベルガマスク組曲」より
49 ジムノペディ 第１番
50 ジュ・トゥ・ヴ
51 愛の挨拶
52 エンターテイナー
53 メープル・リーフ・ラグ 
54 アラベスク 「２５の練習曲 作品１００」より
55 スティリアンヌ 「２５の練習曲 作品１００」より
56 アヴェ・マリア 「２５の練習曲 作品１００」より
57 帰途 「２５の練習曲 作品１００」より
58 貴婦人の乗馬 「２５の練習曲 作品１００」より
59 第１３番 「３０番練習曲 作品８４９」より 
60 第２６番 「３０番練習曲 作品８４９」より

ミュージックライブラリー 
内蔵 60 曲リスト

「Privia」 PX-S1100/PX-870/PX-770 
「CELVIANO」 AP-710/AP-470/AP-270 

対応
機種

より詳しい
比較表はこちら 

▲


