
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。

東　京 　☎（03）6718-4241 〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-27住友不動産品川ビル
名古屋 　☎（052）957-3911 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-33名古屋有楽ビル
大　阪 　☎（06）6262-2131 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-9備後町コイズミビル

アフターサービスや防音についての
ご相談・お問い合せはお近くのカワイへ

●このカタログの表示価格には、消費税10％が含まれております。●納入据付料は別途申し受けさせていただきます。●このカタログに印刷された商品の色調は実際の商品とは多少異なる場合があります。●掲載した
商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品をご使用の前に取扱説明書の安全上の注意をよくお読みください。●このカタログの内容は2022年8月現在のものです。
●2022年8月1版発行©株式会社河合楽器製作所●本カタログの一部・或いは全部を無断で複写・転載する事を禁止します。

※Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPad、iTunes
は米国および他の国々で登録されたApple Inc.
の商標です。※App StoreはApple Inc.のサービ
スマークです。※Bluetooth®のワードマークおよ
びロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商
標であり、株式会社河合楽器製作所は、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。※
iOSは米国および他の国々で登録されたCisco
社の商標です。※AndroidはGoogle LLCの商標
です。※本カタログに記載されている会社名およ
び商品名は、各社の商標または登録商標です。

●お問い合わせ、ご用命は当店へ

〒430-8665
静岡県浜松市中区寺島町200 https:// www.kawai . jp /product /

TEL 053-457-1311受付時間 ： 月～金 9：00 ～12：00／13：00 ～17：00
（弊社規定の休日は除く）

お客様相談室

65219 CN201/301カタログ APR 3E

内 税 2022年8月発行

DIGITAL PIANO
CN301 / CN201

電子ピアノ用マット

SM-1
JANコード ： 4962864 31085 4

標準価格14,300円（税抜 13,000円）
サイズ：150cm×55cm/厚さ1cm

ヘッドホン

SH-7
JANコード ： 4962864 31086 1

標準価格7,150円（税抜 6,500円）
端子 ： ステレオミニ
　　 （ステレオ標準変換プラグ付き）

ヘッドホン

SH-9
JANコード ： 4962864 75040 7

標準価格14,300円（税抜 13,000円）
端子 ： ステレオミニ
　　 （ステレオ標準変換プラグ付き）

ヘッドホン

SH-2N
JANコード ： 4962864 30755 7

標準価格3,850円（税抜 3,500円）
端子：ステレオ標準

別売オプションOption

Specification カワイ電子ピアノ仕様表

外装

鍵盤

音色

ペダル

デモ曲数

コンサートマジック

レッスン

ディスプレイ

音響

機能

外部接続端子

本体サイズ（譜面台を倒した状態）

本体重量

付属品

音源

音色数

最大同時発音数

曲数

機能

スピーカー

アンプ出力

音調整

その他

CN301 CN201

デュアル、4ハンズ、メトロノーム、トランスポーズ、チューニング、タッチカーブ、スタートアップセッティング、
スペイシャル・ヘッドホン・サウンド、ヘッドホンタイプ、オートパワーオフ、Bluetooth®MIDIなど

R

45音色

256音色

ピアノミュージック29曲、音色デモ33曲

88曲

365曲

2.4インチ有機ELディスプレイ

トップスピーカー（8×12）cm×2、ウーファー13cm×2

ヘッドホン端子2個（ステレオ標準 / ステレオミニ）、
USB to DEVICE / USB to HOST、

LINE（IN / OUT）

W141.0×D43.5×H87.0cm

47.5kg

取扱説明書、高低自在椅子、ヘッドホン（SH-2N） / ヘッドホンフック、
電源アダプタ、クラシカルピアノコレクション楽譜集

R / A / LO

19音色

192音色

19曲

50曲

200曲

1.5インチ有機ELディスプレイ

フルレンジスピーカー12cm×2

ヘッドホン端子2個（ステレオ標準 / ステレオミニ）、
 USB to HOST

W136×D40.5×H86cm

43kg

取扱説明書、高低自在椅子、ヘッドホン（SH-2N） / ヘッドホンフック、
電源アダプタ

88鍵 レスポンシブ・ハンマー・アクションⅢ

アイボリータッチ、レットオフ・フィール、鍵盤ウェイト

PHI音源

グランド・フィール・ペダル・システム

パート選択、テンポ調整可

40W（20W×2）

リバーブ、トーンコントロール、おまかせ設定



CN Ser ies

CN301
CN Ser ies

CN201多彩な音色、充実した機能に

こだわった、スタンダードモデル

CN301  標準価格 214,500円 （税抜 195,000円）

CN301R
プレミアムローズウッド調仕上げ
JANコード ： 4962864 31448 7

●鍵盤

●ペダル

●サイズ

グランド・フィール・ペダル・システム

ダンパー（ハーフペダル対応）

ソステヌート

ソフト（ハーフペダル対応）

本体サイズ / W141.0×D43.5×H87.0（cm） ※譜面台を倒した状態

本体重量 / 47.5kg

●サウンド

●機能

PHI 88鍵ステレオサンプリングピアノ音源

アコースティックレンダリング

上面放射スピーカー搭載4スピーカーシステム

スペイシャル・ヘッドホン・サウンド

最大同時発音数256音 ※音色により異なる

コンサートチューナー

レッスン機能

コンサートマジック

Bluetooth®Audio  AAC対応

Bluetooth®MIDI対応

2.4インチ有機ELディスプレイ

内蔵曲：音色デモ曲33曲、 レッスン曲365曲

ピアノミュージック29曲

しっかりした弾き応え、ピアノらしさを

追究したベーシックモデル

CN201  標準価格 148,500円 （税抜 135,000円）

CN201LO
プレミアムライトオーク調仕上げ
JANコード ： 4962864 31408 1 CN201R

プレミアムローズウッド調仕上げ
JANコード ： 4962864 31401 2

CN201A
プレミアムホワイトメープル調仕上げ
JANコード ： 4962864 31410 4

●鍵盤

●ペダル

●サイズ

グランド・フィール・ペダル・システム

ダンパー（ハーフペダル対応）

ソステヌート

ソフト

本体サイズ / W136×D40.5×H86（cm） ※譜面台を倒した状態

本体重量 / 43kg

●サウンド

●機能

PHI 88鍵ステレオサンプリングピアノ音源

2スピーカーシステム

スペイシャル・ヘッドホン・サウンド

最大同時発音数192音 ※音色により異なる

コンサートチューナー

レッスン機能

コンサートマジック

Bluetooth®Audio AAC 対応

Bluetooth®MIDI対応

1.5インチ有機ELディスプレイ

内蔵曲：音色デモ曲19曲、 レッスン曲200曲

CN301R
プレミアムローズウッド調仕上げ

CN201A
プレミアムホワイトメープル調仕上げ

88鍵 レスポンシブ・ハンマー・アクションⅢ
アイボリータッチ

レットオフ・フィール

88鍵 レスポンシブ・ハンマー・アクションⅢ
アイボリータッチ

レットオフ・フィール



譜面台は、その角度を3段階に
調整することが可能です。お好
みの角度に設定することで、無
理のない体勢で楽譜を開き、見
ることができます。

角度が調整できる
譜面台

ピアノを演奏するうえで、微妙な
音の変化や表現にかかせないの
がペダル操作。ペダルの床から
の高さはグランドピアノとほぼ同
じ。さらに3本のペダルすべてにお
いてグランドピアノの踏み込み荷
重を解析し、その踏み心地を再現
しました。さらにダンパーペダルは
ハーフペダル奏法も可能です。

グランド・フィール・
ペダル・システム

電子ピアノ専用の高品質な電
源アダプターを開発しました。き
れいな水がおいしい飲み物をつ
くるように、最新のサウンド技術
によってノイズの少ないよりきれい
な電源を抽出することで、電子ピ
アノ本体から美しい音を奏でます。

高品質な電源アダプター

本体の左右に棚受柱を装備しました。鍵盤部を支えることで、しっかりと
したタッチで演奏できます。

抜群の安定感
棚受柱を標準装備

軽量かつコンパクトで、高性能な12cmの真円スピーカーを2つ搭
載。ベーシックモデルでありながら、ピアノ音源の本質を余すところな
く引き出し、包み込まれるような豊かなピアノサウンドを実現しました。

上質で迫力ある響きを放つ
スピーカーシステム CN201

グランドピアノは響板が床面に対して水平に張られているため、その音は
上方向と下方向の二方向に放たれます。これを再現したのが、上面放射
スピーカーです。CN301はこの上面放射スピーカーに下方向のウー
ファーを加えた4つのスピーカーを搭載しました。

上面放射スピーカー搭載
4スピーカーシステム CN301

CN301 CN201

CN301 CN201 CN301 CN201

CN301 CN201

CN301

CN301

CN201 鍵盤とペダルの位置関係を、ア
コースティックピアノとほぼ同じ
位置となるように設計しました。
発表会やコンクールでアコース
ティックピアノを弾くときも、違和
感なく演奏できます。

ペダル位置を
アコースティックピアノと
ほぼ同じ位置となるよう設計

周囲に迷惑をかけないよう音量
を下げて演奏する際に、鍵盤の
タッチやピアノの音色を音量に
合わせて自動で調整し、ピアニッシ
モなど弱打がより自然に、スムーズ
に演奏できるようになります。

小音量バランス

グランドピアノのような演奏力･表現力

弦・駒・ダンパー・フレーム・響板など、相互に共
鳴して発生するグランドピアノ独特の荘厳な響
きを、モデリング技術で再現しています。

アコースティック
レンダリングアップライトピアノ音を含む多彩

なピアノ音色を搭載。曲や気分
に合わせて音色を選択できます。

多彩なピアノ音

数々の国際ピアノコンクールで実績のあるカワイフルコンサートグランドピアノ「SK-EX」
「EX」より、すべての音を1音1音丁寧に録音。これにより、フルコンサートピアノの豊かな
音色、弾き心地を存分に楽しむことができます。

2種類のフルコンサートピアノ
「SK-EX」「EX」のピアノ音を
88鍵ステレオサンプリング

2種類のグランドピアノ「SK-EX」「EX」を、タッチの強弱ごとに録音し、当社独自のプ
ログレッシブ・ハーモニック・イメージング・テクノロジー(PHI音源)により力強いフォル
テッシモから繊細なピアニッシモまで、スムーズな音の変化を再現しました。

PHI音源

鍵盤ウェイト搭載、本格的なピアノタッチ

ピアノメーカーだからこそできる音へのこだわり

白鍵、黒鍵の内部におもりをいれること
で、グランドピアノのような弾き心地と、
コントロールのしやすさを再現しました。

鍵盤ウェイト
象牙鍵盤の触感を再現。摩擦感が
指先に心地よくフィットし、滑りも抑
えます。

アイボリータッチ

3つのセンサーで、打鍵の繊細な
タッチを高精度に検出します。

3センサー検出

鍵盤を弱く押さえ切った時に感じるグラ
ンドピアノ特有のクリック感を再現。

レットオフフィール
吸収力の高い低反発クッションをアクション各部に配置する、カワイ独自の静音構造により、
鍵盤自体のコトコト音を抑制。ピアノ音がよりきれいに響くため、周囲に気兼ねすることなく、
気持ちよく練習することが可能です。

静音構造

©D.Golik/The FryderykChopin Institute

※CN301はソフトペダルもハーフペダル
　に対応。



●電子ピアノを手元でコントロール
●豊富な内蔵機能を直感的に
　操作できます
　※レコーダー、USBメモリ機能の
　　コントロールには対応していません。

　※電子ピアノ本体とアプリでは
　　内蔵曲が一部異なります。

●シックでスタイリッシュなデザイン

PianoRemote
iOS対応 / Android対応

KAWAI
アプリ

無料

KAWAI
アプリ

無料

●電子ピアノ内蔵練習曲に
　対応した楽譜です
●演奏したい曲をプレイヤー機能で
　簡単に試聴できます
●手を使わず、ペダルで譜めくり
　できる機能を搭載
●スマホ、タブレット両方に
　対応しています

PiaBookPlayer
iOS対応 / Android対応

KAWAI
アプリ

●手書き入力で楽譜を作成できます
●作った楽譜を演奏できます
●印刷、メールに添付、Dropboxなどの
　クラウドサービスへの保存機能で、
　友達やチームと楽譜を共有できます
●弊社「スコアメーカー」などの
　楽譜作成ソフトで、さらに本格的な
　楽譜編集ができます

タッチノーテーション
iOS対応

1,480円（税込）

KAWAI
アプリ

●テンポ設定、速度標語、拍子、
　アクセント、リズムの切り替えなど、
　必要な機能がすべて揃っています
●タップテンポやタップ拍子、
　ビートの光らせ方、画面ロック機能、
　音色の切り替えなど、
　有料アプリならではの高機能です
●シンプルで使いやすく、
　飽きのこないデザインです

KAWAIメトロノーム
iOS対応

250円（税込）

優れた視認性を誇る有機ELディスプレイを搭載。液晶ディスプレイに比べて
鮮明で、さらに様々な角度からも見やすいため、演奏位置から正確に操作する
ことが可能です。また、Bluetooth®やトランスポーズ（移調）などのアイコンを
ホーム画面に表示し、接続状況や設定が確認しやすくなりました。

有機ELディスプレイを搭載
文字・アイコン表示で簡単操作

CN201 CN301

ワイヤレスで、スマートフォンやタブレットとの接続が可能なBluetooth®機能を搭載。スマート
フォンからお手持ちの楽曲を、電子ピアノ本体のスピーカーで再生することが可能です。またク
ラシックやポップス、ジャズなどお好みの楽曲と合わせて、電子ピアノを演奏いただけます。

Bluetooth®Audioで、
オーディオとしても楽しむ CN301 CN201

ワイヤレスでスマートフォンやタブレットと簡単に接続できるBlue too t h®MID Iを搭載。
ピアノの楽しみ方が広がります。

アプリと手軽につながる
Bluetooth®MIDI CN301 CN201

全方向にバランスのとれたノーマル、左右の広がりを強調したワイ
ド、前方への定位を強調したフォワード（グランドピアノの音の響きを
意識した定位）、の3つの選択が可能です。どのモードを選んでも、自
然な音の広がりにより、長時間ヘッドホン演奏を続けても疲れにくく、
快適な演奏を楽しめます。

スペイシャル・ヘッドホン・
サウンド

オープン、セミオープン、クローズ、インナーイヤー、カナルと、ヘッドホ
ンの種類に応じて、最適な音質を選ぶことが可能です。

ヘッドホンタイプ

ヘッドホンタイプスペイシャル
ヘッドホンサウンド

ノーマル

ワイド

フォワード

オープン

セミオープン

クローズ

インナーイヤー

カナル

ピアノを楽しむ

CN301 CN201

コンサートマジックは、指一本で
内蔵された対応曲を演奏できる
機能。鍵盤でテンポを刻むことに
より、誰でもピアニスト気分を味
わうことができます。アニメ曲、クリ
スマス曲、クラシック曲など豊富な
内蔵曲をお楽しみいただけます。

楽しさ広がる
コンサートマジック CN301 CN201

ピアノの上達に役立つ豊富な練
習曲を内蔵しました。お手本とし
て聞いたり、右手、左手パートを
個別に再生したり、曲の一部分
だけを繰り返したり、多彩な練習
が可能です。テンポの変更も可
能なので、それぞれのレベルに応
じたピアノの練習ができます。

レッスン機能

CN301 CN201

コンサートチューナーは、調律師
が行うようなピアノ音の調整がで
きる機能です。細やかで繊細な
調整をすることで、自分好みのピ
アノ音をつくりだすことが可能で
す。調整可能な項目は、タッチ
カーブやボイシングなど多数。つ
くりあげたピアノ音を保存してお
けば、いつでもお好みの音で演
奏することが可能です。

気分はまるで調律師
コンサートチューナー機能 CN301 CN201

CN301 CN201

このモードでは2人一緒に、まる
で2台のピアノを弾くように練習
ができます。88鍵ある鍵盤を左
右2つに分け、右側の人は右の
ダンパーペダルを、左側の人は
左のソフトペダルにダンパーペダ
ル機能を割り当てて使うことがで
きます。またヘッドホンを同時に2
つ接続できるので、夜に2人で演
奏することも可能です。

4ハンズモード

アプリケーション＆楽しみ方のご紹介

PiaBookPlayerは377曲収録 PianoRemoteは
ジャンル別で選択可能

自分の演奏を手軽に録音
シェア機能で簡単共有

レコーダー機能 自分の演奏を知人や
SNSに手軽に共有可能

PiaBookPlayerは小節を
指定して再生可能

PianoRemoteは指一本で
演奏体験が可能

全音出版の楽譜集9冊分を収録 ペダルによる譜めくりも可能

PianoRemote

Share

ピアノ曲の楽譜を多数収録
無料で楽譜を利用することができます

PiaBookPlayer

Score

音楽プレイヤーを使う感覚で
ピアノから高品位なピアノ曲を再生

Music

演奏のために欠かせない曲を知ること
ユニークで楽しい方法で曲を学べます

Learn



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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アフターサービスや防音についての
ご相談・お問い合せはお近くのカワイへ

●このカタログの表示価格には、消費税10％が含まれております。●納入据付料は別途申し受けさせていただきます。●このカタログに印刷された商品の色調は実際の商品とは多少異なる場合があります。●掲載した
商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品をご使用の前に取扱説明書の安全上の注意をよくお読みください。●このカタログの内容は2022年8月現在のものです。
●2022年8月1版発行©株式会社河合楽器製作所●本カタログの一部・或いは全部を無断で複写・転載する事を禁止します。

※Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPad、iTunes
は米国および他の国々で登録されたApple Inc.
の商標です。※App StoreはApple Inc.のサービ
スマークです。※Bluetooth®のワードマークおよ
びロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商
標であり、株式会社河合楽器製作所は、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。※
iOSは米国および他の国々で登録されたCisco
社の商標です。※AndroidはGoogle LLCの商標
です。※本カタログに記載されている会社名およ
び商品名は、各社の商標または登録商標です。

●お問い合わせ、ご用命は当店へ

〒430-8665
静岡県浜松市中区寺島町200 https:// www.kawai . jp /product /

TEL 053-457-1311受付時間 ： 月～金 9：00 ～12：00／13：00 ～17：00
（弊社規定の休日は除く）

お客様相談室

65219 CN201/301カタログ APR 3E

内 税 2022年8月発行

DIGITAL PIANO
CN301 / CN201

電子ピアノ用マット

SM-1
JANコード ： 4962864 31085 4

標準価格14,300円（税抜 13,000円）
サイズ：150cm×55cm/厚さ1cm

ヘッドホン

SH-7
JANコード ： 4962864 31086 1

標準価格7,150円（税抜 6,500円）
端子 ： ステレオミニ
　　 （ステレオ標準変換プラグ付き）

ヘッドホン

SH-9
JANコード ： 4962864 75040 7

標準価格14,300円（税抜 13,000円）
端子 ： ステレオミニ
　　 （ステレオ標準変換プラグ付き）

ヘッドホン

SH-2N
JANコード ： 4962864 30755 7

標準価格3,850円（税抜 3,500円）
端子：ステレオ標準

別売オプションOption

Specification カワイ電子ピアノ仕様表

外装

鍵盤

音色

ペダル

デモ曲数

コンサートマジック

レッスン

ディスプレイ

音響

機能

外部接続端子

本体サイズ（譜面台を倒した状態）

本体重量

付属品

音源

音色数

最大同時発音数

曲数

機能

スピーカー

アンプ出力

音調整

その他

CN301 CN201

デュアル、4ハンズ、メトロノーム、トランスポーズ、チューニング、タッチカーブ、スタートアップセッティング、
スペイシャル・ヘッドホン・サウンド、ヘッドホンタイプ、オートパワーオフ、Bluetooth®MIDIなど

R

45音色

256音色

ピアノミュージック29曲、音色デモ33曲

88曲

365曲

2.4インチ有機ELディスプレイ

トップスピーカー（8×12）cm×2、ウーファー13cm×2

ヘッドホン端子2個（ステレオ標準 / ステレオミニ）、
USB to DEVICE / USB to HOST、

LINE（IN / OUT）

W141.0×D43.5×H87.0cm

47.5kg

取扱説明書、高低自在椅子、ヘッドホン（SH-2N） / ヘッドホンフック、
電源アダプタ、クラシカルピアノコレクション楽譜集

R / A / LO

19音色

192音色

19曲

50曲

200曲

1.5インチ有機ELディスプレイ

フルレンジスピーカー12cm×2

ヘッドホン端子2個（ステレオ標準 / ステレオミニ）、
 USB to HOST

W136×D40.5×H86cm

43kg

取扱説明書、高低自在椅子、ヘッドホン（SH-2N） / ヘッドホンフック、
電源アダプタ

88鍵 レスポンシブ・ハンマー・アクションⅢ

アイボリータッチ、レットオフ・フィール、鍵盤ウェイト

PHI音源

グランド・フィール・ペダル・システム

パート選択、テンポ調整可

40W（20W×2）

リバーブ、トーンコントロール、おまかせ設定


