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2019 年 10 月 28 日 

最新の鍵盤と多彩な音色、臨場感ある自動伴奏を搭載し、 

グランドピアノに迫る演奏感とリアルなアンサンブル体験を実現 

ヤマハ 電子ピアノ Clavinova『CVP-800 シリーズ』 

  

ヤマハ株式会社は、本格的なピアノ性能と演奏を楽しむ多彩な機能を搭載した電子ピアノ「Clavinova（クラビ

ノーバ）」『CVP シリーズ』の新製品として、『CVP-809PWH/PE/B』『CVP-805PE/B』を 12 月 20 日（金）に発売

します。 

 

クラビノーバ「CVP シリーズ」は、本格的なピアノとしての

基本性能を備えつつ、多彩な音色と豊富なスタイル（自動伴奏）

を搭載し、好きなジャンルの音楽の演奏を自分らしく楽しめる

多機能型の電子ピアノです。 

このたび発売する『CVP-800 シリーズ』では、あたかも本物

のバックバンドとの共演を楽しんでいるかのような、リアルな

演奏感を追求しました。アコースティックピアノに近い弾き心

地を実現する「GrandTouch（グランドタッチ）鍵盤」や、ヤマ

ハのコンサートグランドピアノ「CFX」とベーゼンドルファーの

フラッグシップモデル「インペリアル」からサンプリングした

最新のピアノ音源を搭載し、ピアノとしての基本性能が向上し

ています。さらに、細部までリアルに再現した豊富な楽器音色

やさまざまなスタイル（自動伴奏）によって、臨場感のあるアンサンブル演奏を体験できます。また、Bluetooth

オーディオや当社の無料アプリ「スマートピアニスト」にも新たに対応し、より多彩な楽しみ方を可能にしまし

た。なお『CVP-800 シリーズ』は、全国のヤマハ特約楽器店のみでの取り扱いとなります。 

 

＜概要＞ 

１．最新のピアノ音源と「GrandTouch™鍵盤」による、グランドピアノに迫る演奏感と弾き心地 

２．臨場感のある楽器音色と豊富なスタイル（自動伴奏）により、リアルなアンサンブル体験を実現 

３．Bluetooth オーディオやアプリ「SmartPianist（スマートピアニスト）」に対応 

 

品名 品番 外装仕上げ 価格 発売日 

ヤマハ 電子ピアノ 

クラビノーバ 

CVP-809PWH 白鏡面艶出し仕上げ オープンプライス 

12 月 20 日（金） 

CVP-809PE 黒鏡面艶出し仕上げ オープンプライス 

CVP-809B ブラックウッド調 オープンプライス 

CVP-805PE 黒鏡面艶出し仕上げ オープンプライス 

CVP-805B ブラックウッド調 オープンプライス 

◎初年度販売予定数：計 500 台 

 

ヤマハ 電子ピアノ クラビノーバ 

『CVP-809PE』 

■ 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 電子ピアノ・キーボードお問い合わせ窓口 Tel. 0570−006−808 
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＜主な特長＞ 

１．最新のピアノ音源と「GrandTouch™鍵盤」による、グランドピアノに迫る演奏感と弾き心地 

当社のコンサートグランドピアノ「CFX」とベーゼンドルファーのフラッグシップモデル「インペリアル」

の音がより自然に聞こえるように改良された音源に、複雑な弦共鳴音を再現する技術「バーチャル・レ

ゾナンス・モデリング（VRM）」を組み合わせ、世界最高峰のグランドピアノの音色を豊かな響きととも

に再現しています。また「CFX」音源では、奏者の耳と同じ位置に特殊なマイクを置いてピアノ音を収録

する録音手法「バイノーラルサンプリング」を採用し、ヘッドホン着用時でもあたかもピアノ本体から

音が響いてくるような臨場感を得られ心地よく演奏できます。 

鍵盤には、2017 年に発売したクラビノーバ「CLP-600 シリーズ」に搭載

し好評を博している新開発の「GrandTouch 鍵盤」を採用しました。繊細

なピアニッシモから力強いフォルティッシモまで、イメージ通りに音を

奏でることができ、多彩で変化に富んだ演奏表現を楽しめます。また、

鍵盤の先端から支点までの距離をグランドピアノと同等まで長くする

ことで、鍵盤の奥側でも弾きやすいタッチを実現し、鍵盤のどの部分を

弾いてもリアルな弾き心地を得られます。 

 

２．臨場感のある楽器音色と豊富なスタイル（自動伴奏）により、リアルなアンサンブル体験を実現 

演奏者が管楽器に息を吹き込む息づかいの音やギターの弦がこすれる音など、楽器固有の繊細な音

の表情を、鍵盤の弾き方やペダル操作などで再現できる「スーパーアーティキュレーションボイス」、 

ドラマーが演奏する時に生じる自然な打音の揺らぎまで再現した「Revo!Drums」（『CVP-809PWH/PE/B』）

など、多彩な音色を搭載しています。本物の楽器を弾いているかのような臨場感のあるリアルな音

で演奏を楽しむことができ、表現の幅が広がります。 

さらに、ジャズ、ロック、ポップスなどさまざまなジャンルのスタイル（自動伴奏）のパターンを

搭載。左手でコード（和音）を押さえるだけで、演奏に合わせて伴奏が付き、豪華な演奏を楽しめ

ます。リアルな音色と豊富なスタイルで、ひとりでも自分専用のバックバンドと共演しているかのよう

なアンサンブル演奏を体験することができます。 

 

３．Bluetooth オーディオやアプリ「Smart Pianist（スマートピアニスト）」に対応 

新たに Bluetooth オーディオ機能を搭載しました。スマートデバイス

や携帯オーディオプレーヤーなどの Bluetooth 対応機器を楽器と接続

し、デバイスに保存しているオーディオデータをワイヤレスで送信し

て楽器のスピーカーから鳴らすことができます。お気に入りの音楽と

一緒に演奏するなど、楽しみ方の幅が広がります。 

また、当社の無料アプリ「スマートピアニスト」と楽器を連携させ、

アプリ内の「オーディオ トゥー スコア機能」を使用することができ

ます。「オーディオ トゥー スコア機能」は、スマートデバイス内に保存された曲からコード進行を解

析し、そのコード進行をもとにピアノ用の伴奏譜を自動的に作成する機能です。楽譜がなくても、スマー

トデバイスに表示された譜面で演奏を楽しむことができます。 

そのほか、マイクを楽器に接続して弾き語りやカラオケを楽しんだり、次に弾く鍵盤を光で教えてくれ

る「ガイドランプ」を活用して内蔵曲を練習したりと、多彩な楽しみ方が可能です。 
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＜主な仕様＞ 

 

 

 

 

 

 
CVP-809PWH/PE/B CVP-805PE/B 

サイズ/ 

質量 

寸法（幅×高さ×奥行き） 
※譜面立てを倒した場合 

CVP-809PWH/PE: 

1,429×872×612（mm） 

CVP-809B: 

1,426×868×612（mm） 

CVP-805PE: 

1,423×871×593（mm） 

CVP-805B: 

1,420×868×592（mm） 

質量 
CVP-809PWH/PE: 84kg 

CVP-809B:    82kg 

CVP-805PE: 84kg 

CVP-805B:  80kg 

鍵盤 

 グランドタッチ鍵盤 

木製（白鍵）、象牙調・黒檀調仕上げ、エスケープメント付き 

カウンターウェイト ◯ ― 

88鍵リニアグレードハンマー ◯ 

音源/音色 

音源 

ピアノ音 
ヤマハCFX サンプリング、ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング 

 

バイノーラル

サンプリング 
◯（「CFX グランド」ボイスのみ） 

ピアノ音源の効果 
バーチャル・レゾナンス・モデリング、 

スムースリリース、キーオフサンプリング 

最大同時発音数 256 

プリセット ボイス数 
1,605ボイス＋58ドラム/SFXキット 

＋480XG ボイス 

1,315 ボイス＋49ドラム/SFX キット 

＋480XG ボイス 

伴奏 

スタイル 

スタイル数（プリセット） 

675（562 プロスタイル、67 セッショ

ンスタイル、11 フリープレイスタイ

ル、35 ピアニストスタイル） 

525（432 プロスタイル、51 セッショ

ンスタイル 7 フリープレイスタイ

ル、35 ピアニストスタイル） 

フィンガリングタイプ 

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 フィンガード、 

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 

コードルーパー ◯ 

録音/ 

再生（MIDI

ソング） 

プリセット 内蔵曲数 クラシック 50 曲＋レッスン 303 曲＋ポピュラー50 曲 

録音 
トラック数 16 

データ容量 1 曲 約 3MB 

フォーマッ

ト 

再生 SMF（フォーマット 0、フォーマット 1）、XF 

録音 SMF（フォーマット 0） 

録音/再生

（オーディ

オソング） 

録音時間 80 分/曲 

フォーマッ

ト 

録音 WAV（44.1kHz、16bit、ステレオ）、MP3（MPEG-1 Audio Layer-3） 

再生 WAV（44.1kHz、16bit、ステレオ）、MP3（MPEG-1 Audio Layer-3） 

Bluetooth ◯（オーディオ）※受信のみ 

メモリー 
内蔵メモリー 約 2GB 

外付けメモリー USB フラッシュメモリー（別売り） 

接続端子 ヘッドホン ステレオ標準フォーン端子 ×2 

 マイク マイク/ライン入力（モノラル標準フォーン端子）、インプットボリューム 

 その他 
MIDI IN/OUT/THRU、AUX IN（ステレオミニ端子）、AUX OUT（L/L+R,R）、 

AUX PEDAL、USB TO DEVICE×2、USB TO HOST 

音響 

アンプ出力 （40W＋30W＋20W）×2 ＋ 80W （45W＋20W）×2 

スピーカー 

（16cm＋5cm＋2.5cm(ドーム型)）×

2＋20cm、スプルースコーンスピー

カー、ツイステッドフレアポート 

（16cm＋2.5cm(ドーム型)）×2 

主な付属品 取扱説明書、楽譜集、保証書、電源コード、ヘッドホン、高低自在イス 
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＊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。 

＊掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。 

■ 報道関係の方のお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 担当：橋本 

TEL. 03-5488-6605 

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 電子ピアノ・キーボードご相談窓口 

TEL. 0570-006-808（ナビダイヤル、全国どこからでも市内通話料金） 

ヤマハ 電子ピアノ クラビノーバ 

（左から）『CVP-809PWH』『CVP-809B』 

ヤマハ 電子ピアノ クラビノーバ 

（左から）『CVP-805PE』『CVP-805B』 


