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ピアノを始めたい、演奏したい、と思ったとき、
あなたは、どんなピアノをイメージしますか？

高品位なサウンドと鍵盤タッチが好評の
ローランドの電子ピアノ。

“電子ピアノといえば「ローランド」”と
思ってもらえるようなアイデアや企画を

募集します。



想定ターゲット  さくらい かおり 様 38歳

 家族構成
• 夫：ひろき 41歳
• 長女：ゆあ 6歳（小学校1年生）

 自宅：調布市 3LDK マンション在住

 仕事
• かおり：派遣社員
• ひろき：大手 コンビニエンスストア 本社勤務

 ピアノの購入を検討しはじめたきっかけ
• 娘が、近所のお友達の影響でピアノを習いたい、と

言い出した



せっかく興味を持った
んだから、できるだけ
叶えてあげたいし。

っていうか、東大生
の約半分は子供の
ときにピアノ習って
たってよく聞くよね。

頭にいいことなら、
むしろやらせたいかも。

でも、すぐ辞めるっ
ていいださない？

私の子だし・・・

はい。私、3年でピアノ
辞めました。だって、練
習が辛かったんですもの。

しかし、あのピアノ
の先生、怖かった

なぁ・・・

・・・・ OK,Google！
オススメの電子ピアノは？

想定ターゲット インサイト
あぁ～こんなことなら、
実家のピアノ、とってお
けばよかったなぁ・・・

いやいや。
うちマンションだし。
あんなの置けないし。
お隣どころか、上下左
右から苦情くるわ。



想定ターゲットの特徴 ①

 子供のために、ピアノの購入を検討

 アコースティック・ピアノも一瞬考えたが、スペースや騒音問題、コストが
気がかりで、電子ピアノを調べ始めた

【特徴】
多くのお客様にとって、電子ピアノは 『アコースティック・ピアノ』の代用品



市場動向

デジタルピアノ アコースティックピアノ

国内 電子ピアノ / アコースティックピアノ 台数推移

電子ピアノを使うメリット
• 消 音
• 省 スペース
• コスト 節約
（本体価格/調律コスト/移動コスト）

1991年 電子ピアノがアコースティックピアノの台数を上回る



人気売れ筋ランキング
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値段は3万円代からあ
るのね・・・思ったより安

いじゃん。

と思ったら40万円。
ピンきりなのね。

想定ターゲット インサイト

ん？何、この35万円差。
見た目大して変わんないし。

っていういか、色と形がちょっと
違うのはわかるけど、よく見た
らあと全部いっしょじゃん。

クチコミ見たけど、鍵盤タッチ
が重くて本物に近いとか、

音の響きがきれいとか書いて
あるけど、

他の機種でも同じよう
な感想じゃんか・・・
もーなにこれー。

メーカーのホームページ見て
も、技術の説明はあるけど、
難しくてよくわかんないし。

メーカーは5個くらい？
よく知ってるのが2,3個。残
りの2,3個のメーカーは聞い

たことないわ。
外国メーカー？

もうよくわかんないけど、まぁ、ピアノ
と言えば○○○でしょ!?

実家にあったピアノもそのブランド
だったしね。

さすがに、実際見ないとわかん
ないよね。子供つれて、週末
お店に見に行ってみますか。



想定ターゲットの特徴 ②

 ネットで調べても、それぞれの機種の違いがよくわからない

 見た目はほとんど一緒に見える
 値段は、3万円代から40万円前後まであるが、値段の違いは何？

 メーカーが、5社くらいあるのだけは解った

【特徴】
メーカー・機種ごとの違いが解りにくく、結局アコースティックピアノ・ブランド
なら安心、と思いながら、店頭で実物を確かめようと思う



Business Domain

電子楽器、電子機器および
そのソフトウェアの製造販売
ならびに輸出入



店頭



想定ターゲット インサイト

近くで見ても、全部
一緒に見える・・・

ピアノに触るの、30
数年ぶりだし。もう何
も弾けないし。

見に来たはいいけど、
弾けないから、触わる
の勇気いるわ～。

人がいない時を
見計らって・・・
（人指し指で）

えい！

わー！
けっこうちゃんとピアノ。

じゃ、これは？えい！

これも結構ピアノじゃん！
安いのに・・・

えい！
これも・・・

えい！

・・・ ・・・ ・・・

えい！

・・・ ・・・ ・・・

・・・なんとなく機種によっ
て音が違うような気もす

るけど、
どれも普通にピアノ
の音とタッチだし。

っていうか、よく考えた
ら・・・

そもそも、
良いピアノの音って？
良い鍵盤タッチって？

何？



想定ターゲットの特徴 ③
 店頭に来ても、演奏できないと、自分で試しようがない
（演奏できる人でも、たくさん人がいる店頭で試奏するのは勇気がいる）

 人差し指で音を出す程度では、音質の違い、鍵盤の違いがわからない

 何をもって、いい音、いい鍵盤タッチとするのかがわからない

【特徴】
 自身で、しっかり演奏できれば、機種ごとの違いを認識しやすいが、演奏
されない方（もしくは初心者の方）が購入を検討しているケースが多い
ため、違いがわからない

 アコースティックピアノの代用品を選びにきたが、そもそもアコースティック・
ピアノの「いい音」「いい鍵盤タッチ」 についての基準値がない



訴求ポイント

いいえ。それ、日本のブランドです。

メーカーは5個くらい？
よく知ってるのが2,3個。残りの
2,3個のメーカーは聞いたこと

ないわ。
外国メーカー？



1972年 大阪市に設立

2005年 浜松市へ移転

国内ブランドの楽器メーカー



響きが良く、覚えやすい名前

濁音を含む、2音節の言葉

世界中どこでも変わらない発音



訴求ポイント

まったく異論ございません。
でも、電子楽器といえばローランドって、言いたい！

もうよくわかんないけど、まぁ、ピア
ノと言えば○○○でしょ!?

実家にあったピアノもそのブランド
だったしね。



Business Domain

電子楽器、電子機器および
そのソフトウェアの製造販売
ならびに輸出入



Synthesizer

1976年

SH-1000

Synthesizer

SYSTEM-700

System Synthesizer

1973年

1987年

D-50

Digital Synthesizer

Workstation

ステージピアノイメージ？入れる

History



Guitar

1977年

1975年

JC-120

Jazz Chorus

PH-1 / OD-1 / SP-1

Compact Effector

b

History



DJ

1980年

TR-808

History



Drums

1985年

αDrums

1997年～

History



Digital Piano

1974年

EP-30

History



Digital Piano

HP シリーズ

LX シリーズ
すべてにこだわり抜いたホームピアノのフラッグ・シップモデル

グランド・ピアノさながらの音、タッチ、ペダルをコンパクトな
キャビネットに凝縮したエントリー・モデル



Digital Piano

GP シリーズ

Kiyola
カリモク家具とのコラボレーションモデル。
天然木を活かしたこだわりの家具調デザイン。

アコースティック・グランドピアノのフォルムにデジタルならでは
の使いやすさを備えたモデル。

HPi-50
譜面台に液晶画面を搭載し、楽譜を表示する
「デジスコア」モデル。



訴求ポイント

• 弱音から強音まで、音量とともに自然に音質が変化し、表現豊かな演奏を実現する音

そもそも、
良いピアノの音って？
良い鍵盤タッチって？

何？

• 弱打のときはすっと軽く沈み、強打したときは手応えをしっかり感じる鍵盤タッチ

• 狙った音質を、想いのままにコントロールして鳴らせる、鍵盤と音のバランス



訴求ポイント

動画
https://youtu.be/--yVVAtjcUo



想定ターゲットの特徴 まとめ

 多くのお客様にとって、電子ピアノは 『アコースティック・ピアノ』の代用品

 メーカー・機種ごとの違いが解りにくく、結局アコースティックピアノ・ブランドなら安心、と
思いながら、店頭で実物を確かめようと思う

 自身で、しっかり演奏できれば、機種ごとの違いを認識しやすいが、演奏されない方
（もしくは初心者の方）が購入を検討しているケースが多いため、違いがわからない

 アコースティックピアノの代用品を選びにきたが、そもそもアコースティック・ピアノの「いい
音」「いい鍵盤タッチ」 についての基準値がない



訴求ポイント まとめ

 日本の電子楽器専門メーカーのブランド

 楽器として、高い表現力を備えた電子ピアノ



• トーン＆マナーに制限はありません。

• ただし、他社との比較表現はお控えください。

• 当社は、楽器本体商品をお客様へ直接販売して
おりません。小売店様を経由して販売しております。




