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２０１７年４月２０日 

 
ピアノらしいタッチ感と表現力、多彩な高品位音源を兼ね備えたシンセサイザー 

ヤマハ ミュージックシンセサイザー『MX88』 

− 88 鍵モデルながら持ち運びやすい軽量なボディを実現、5月 1日（月）発売 − 

 

 ヤマハ株式会社は、デジタル楽器の新製品として、ヤマハ ミュージックシンセサイザー『MX88』を

5月 1日（月）に発売します。 

 

＜価格と発売日＞ 

品 名 品 番 価格 発売日 

ヤマハ 

ミュージックシンセサイザー 
MX88 オープンプライス 5 月 1 日（月） 

◎初年度販売予定数：合計 500 台 

 

＜製品の概要＞ 

当社は、1974 年に「SY-1」を発売以来、ステージでのライブパフォーマンスから音楽制作シーンに

至るまで、さまざまなニーズに応えるシンセサイザーを発売しています。2001 年にはフラッグシップ

シンセサイザーとして初代の「MOTIF（モチーフ）」を発売、その優れた音色、演奏性、操作性は、世

界中のアーティストに認められ使用されてきました。2016 年 5 月には最新のフラッグシップモデル

「MONTAGE（モンタージュ）」を発売し、高い評価を得ています。 

◇ 

2012 年 11 月に発売した「MX シリーズ」は、1000 種類以上の高品位な音色を内蔵しつつ軽量でコン

パクトなサイズを実現したシンセサイザーです。49鍵モデル「MX49」と 61 鍵モデル「MX61」のライン

アップを展開し、気軽に使えるシンセサイザーとして好評を博しています。 

このたび、「MX シリーズ」の追加ラインアップとして 88 鍵モデルの『MX88』を新たに発売します。

『MX88』は、ピアノらしい自然な弾き心地を実現する鍵盤と、フルコンサートグランドピアノをはじめ

とする高品位なピアノボイスを備え、ピアノらしい表現力を求めるプレーヤーにも満足いただけるモデ

ルとしています。またシンセサイザーならではの多彩な音源やエフェクトを搭載し、幅広い音楽表現に

対応します。88 鍵のシンセサイザーとしては軽量な 13.9kg という本体質量を実現しており、オプショ

ン品（別売り）のキャスター付きソフトケースと組み合わせればより気軽に持ち運ぶことができます。 

さらに USB Audio/MIDI インターフェース機能も搭載しており、コンピューターと接続して音楽制作

システムの中核として活用することもできるほか、USB クラスコンプライアントに対応しているため専

用ドライバをインストールすることなく iPhone や iPad と連携させることが可能です。 

 

詳細は以下の通りです。 

現代のキーボーディストのニーズに応える実用的な 88 鍵モデル 
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＜主な特長＞ 

１．ピアノらしい弾き心地と高品位なピアノ音色により、本格的な鍵盤演奏に対応 

フルコンサートグランドピアノをはじめとした高品位なピアノボイスを搭載。また鍵盤には、低

音部では重く、高音部にかけて段階的に軽い弾きごたえになるというアコースティックピアノ特

有のタッチ感を再現しつつ軽量化も実現した「グレードハンマースタンダード（GHS）鍵盤」を

採用しています。ピアノらしい心地よい演奏感を実現するために鍵盤と音源のマッチングを徹底

的に調整しており、ピアニストの繊細な演奏表現に応えます。 

 

２．高品位な音源と多彩なエフェクトを搭載し、多様な演奏表現が可能 

音質に定評のある「MOTIF シリーズ」から 1000 種類以上の高品位な音色を厳選して搭載してい

ます。アコースティックピアノやエレクトリックピアノといった鍵盤楽器はもちろん、バンドで

よく使われるストリングス、シンセブラス、シンセリードまで広範な音色カテゴリーを網羅して

います。さらにエフェクターにも「MOTIF シリーズ」譲りの「VCM（Virtual Circuitry Modeling）」

エフェクトや高品位なリバーブである「REV-X」エフェクト、マスターEQ など多彩なシステムを

採用。積極的な音作りを実現し、現代のキーボーディストが求める多様な演奏表現に対応します。 

 

３．演奏に集中しやすいシンプルなユーザーインターフェース 

シンセサイザーのコントロールに必要なノブやボタンを機能的に

まとめたインターフェースデザインを採用しています。パネル上に

は楽器の種類や音のキャラクター別に分類された 16 個のカテゴ

リーボタンが配置され、簡単に音色を選択できます。さらに、2つ

の音色を重ねて鳴らすレイヤー機能や、鍵盤の音域によって分けて

鳴らすスプリット機能も、専用ボタンによりワンタッチで設定でき

ます。プレイヤーが演奏に集中しやすく、シンセサイザーが初めて

の方にも優しいユーザーインターフェースです。 

 

４．軽量なボディによる優れた可搬性 

本体の質量は、88 鍵のシンセサイザーとしては軽量な 13.9kg を実現して

おり、持ち運びが可能です。さらに、オプション品（別売り）のキャスター

付きソフトケースを用意しました。88鍵モデルでありながら、ライブハウ

スやスタジオ等に気軽に持っていくことができます。 

 

 

 

 

 オプション品（別売り） 

キャスター付きソフトケース 



 3

５．コンピューターを使った音楽制作や、iPhone/iPad との連携も可能 

USB Audio/MIDI インターフェース機能を搭載しており、本体とコンピューターを USB ケーブル

（別売り）1本で接続するだけで、MIDI データだけでなくオーディオデータもやりとりすること

ができます。コンピューター上の DAW（デジタル・オーディオ・ワークステーション）ソフトウェ

アと組み合わせて使用することで、さまざまな音楽制作に対応します。また DAW ソフトウェアと

して、スタインバーグ社「Cubase」シリーズの特別バージョン「Cubase AI」の最新版をダウン

ロードできるダウンロードインフォメーションを同梱しています。 

さらに、USB クラスコンプライアントに対応しており、iPhone、iPad と Lightning - USB カメラ

アダプタ（別売り）を介して USB 接続できます。iPhone、iPad の音声を『MX88』本体から出力

したり、本体の鍵盤で音楽系アプリケーションを演奏したりすることができます。 

また、無料の iPhone/iPad 用 FM 音源アプリケーション「FM Essential」や、スタインバーク社

の iPad 用アプリケーション「Cubasis LE」とともに使用し、楽しみ方を広げることができます。

両アプリは単体では機能制限がありますが、『MX88』やその他の「MX シリーズ」を接続するこ

とですべての機能が使えるようになり、FM 音源を拡張音源として使用したり、iPad で音楽制作

をおこなうことが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

＜主な仕様＞ 

鍵盤 
 

グレードハンマースタンダード（GHS）鍵盤 

88 鍵（イニシャルタッチ） 

音源部 音源方式 AWM2 

最大同時発音数 128 音 

マルチティンバー数 内蔵音源 16 パート 

波形メモリー 166MB 相当（16bit リニア換算） 

ボイス数 

プリセット: 1106 ノーマルボイス＋61 ドラムキット 

（GM: 128 ノーマルボイス+1 ドラムキット） 

ユーザー: 128 ノーマルボイス＋8ドラムキット 

パフォーマンス数 ユーザー: 128 音色（16 パート） 

エフェクト 

リバーブ×9タイプ（42 プリセット）、 

コーラス×17 タイプ（88 プリセット）、 

インサーション×48 タイプ（267 プリセット）×4系統、 

マスターEQ（5バンド） 

シーケンサー部 シーケンスプレイ SMF フォーマット 0（再生のみ） 

テンポ（BPM） 5～300 

リズムパターン数 208 パターン 

ソング数 デモソング 27 曲 

アルペジオ 999 タイプ 
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その他 

リモート対応 

ソフトウェア 

＜Windows＞Cubase 8 以降、SONAR X2 Producer 

＜Mac＞Cubase 8 以降、Logic Pro X、Digital Performer 9 

※ 各ソフトウェアの機能によって、リモートコントロールで

きる内容が異なります。 

主な操作子 
ピッチベンドホイール×1、モジュレーションホイール×1、 

アサイナブルノブ×4、[DATA]ダイアル×1 

ディスプレイ 3 桁 LED ＋ 20×2 行キャラクターLCD（バックライト付） 

接続端子 

OUTPUT [L/MONO]/[R]（標準フォーンジャック）、 

[PHONES]（ステレオ標準フォーンジャック）、 

[FOOT CONTROLLER]、[SUSTAIN]、MIDI [IN]/[OUT]、 

USB [TO HOST]/[TO DEVICE]、[AUX IN]、DC IN 

消費電力 9 W 

寸法・質量 1320(W) x 405(D) x 168(H)mm、13.9kg 

付属品 
電源アダプター（PA-150B またはヤマハ推奨の同等品）、 

保証書、取扱説明書、CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION 

 

＜オプション品＞ 

品 名 品 番 価格 発売日 

キャスター付きソフトケース SC-MX88 12,000 円（税抜） 5 月 1 日（月） 

 

運搬時の負担を圧倒的に軽減するキャスター付きの『MX88』専用ソフトケースです。内部にクッショ

ン素材を使用し、外部からの衝撃を和らげます。 

・内寸/質量：1330(W) x 395(D) x 155(H)mm / 2.0kg 

※内部のクッション材の素材特性上ケース内寸が『MX88』本体の寸法より小さいですが、問題なく収納可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

キャスター付きソフトケース「SC-MX88」 

価格：12,000 円（税抜） 
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ヤマハ ミュージックシンセサイザー『MX88』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「iPad」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。 

＊その他の文中の商品名、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 ブランド・商品広報グループ 担当：橋本 

 〒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 https://www.yamaha.com/ja/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 お客様コミュニケーションセンター 

 シンセサイザー・デジタル楽器ご相談窓口 

 TEL 0570-015-808 
  （ナビダイヤル、全国どこからでも市内通話料金） 


