
●電気音響機器修理料金 

●技術料・・診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる 
 

 
費用です。当社営業時間外の場合は、技術料を 3,000円加算させて頂きます。 

  
●部品代・・修理に使用した部品及び補助材料代です。 

    
●出張料・・お客様のご依頼により、製品のある場所への技術者を派遣する場合の費用です。 

 

        
1・出張費用 ヤマハエレクトーン、キーボードアンプ、ＭＬ機器、電気・電子ピアノ、 

  

  
ピアノプレーヤー、オーディオ製品（持ち込み対象製品は除く） 

  

        

  
＜出張修理料金＝技術料＋部品代＋出張料＞ 

   

出張地域 
長井・米

沢 
川西、南陽、高畠、白鷹、飯豊、山形、上山 朝日町、小国、中津川、玉川、小玉川 

出張料 1,500円 2,000円 2,500円 

        

  
修理代見積のための出張 

    

  
＜出張見積料金＝見積査定料＋出張料＞ 

   

        
2・持ち込み修理 ヤマハシングルキーボード、ＯＡ製品、ＬＭ製品、 

   

  
ヘッドホン等小物電機音響製品及びオーディオ製品（保証書記載による対象品） 

        

  
＜持込修理料金＝技術料＋部品代＞ 

   

        
お客様のご要望による作業には、以下の料金を加算させていただきます。 

   

     
（表示金額は税抜です） 

  製品単体 システム 

取り扱い、操作説明、見積査定 4,000円 5,000円 

機器セッティング 
3,000円 お見積り 

※セッティングのみ又は持込修理品お届けセッティングを行う場合 

持込修理対象品の出張修理 
出張料＋2,000円   

※要望があり出張修理をした場合 

引き取り料/お届け料 

測定等の事情によ

り、2,000円/片道を

追加申し受けます。 

  

診断技術料 
2,000円   

※持込修理品で修理料金見積提示後修理された場合 

電子楽器Ａの調律 7,000円   

電子楽器Ｂの調律（独立音源方式） 28,000円   

内部の異物取り出し 2,000円   

安全点検 4,000円 お見積り 

総合修理点検・簡易工事 お見積り お見積り 



         

技術料 

●エレクトーン●デスクオルガン●トーンジェネレーター●電気電子ピアノ●キーボードアンプ 
 

●エフェクター●クラビノーバ●ミュージックテーブル●ＭＬ●ヘッドホン●ＭＤＲ●Ｆ型ｵﾙｶﾞﾝ 
 

●リズムマシーン 
       

         
作業ラン

ク 
修理・調整・交換 技術料 単位/円 

1 点検、簡単手直し・・・簡単な分解、組み立てで出来る修理 
5,000～6,500 

  例・ヒューズ/ランプ/バージョンアップ（ソフト）、ＦＤＤクリーニング 

2 点検、簡単な修理・・・調整を伴わない内部部品交換 

6,500～16,000   例・デジタルシート/アナログシート・ユニット/電源コード/ 

  ＦＤＤユニット/ＲＯＭiｃ/リード電池/単純なＭＫ鍵盤及びスイッチ 

  スピーカ/ジャック類/循環指定シート 

3 点検、通常修理・・・回路診断と分解組立に時間を要する修理 

7,000～19,000   例・アナログシート/ユニット/コントロールパネル/パネルシート/ 

  ＥＸＰ（ダンパー・ソフトペダル含む）/ネットワーク/ペダル鍵盤/ 

    ＭＫ鍵盤及びスイッチ 

4 点検、複雑な修理・・・測定器、特殊工具等を使用し、診断・調整を 

8,000～22,000   必要とする修理 

  例・電源回路/パワーアンプ/トレモロユニット/デジタルシート内修理 

  大幅なシートパターン交換/ペダル鍵盤などの機構 

5 点検、長時間を要する修理、高度専門技術を伴う修理 

お見積り   例・ＲＦ障害処理/外装修正/外装交換/鼠害/塩害/公害/ 

  風水害/地震による故障修理/オーバーホール/落雷・高圧電注入 

  特殊環境で使用される商品/歪率・Ｆ特性測定 

   
※標準小売価格２万円未満の製品 

    
１万円未満 技術料 2,000円   １万円～２万円未満 技術料 3,000円 

   
※循環指定シートについては、当社が定める下表の金額を部品代として特別に設定してあります。 

  この場合、交換部品は回収させて頂きます。 
    

交換部品 部品代 
     

循環指定シート 11,000円 
     



         

技術料 

●ポータトーン●電子ドラム●ポータサウンド●ヘッドホン●ハンディーサウンド●ＹＭＴモデル 

         
作業ラン

ク 
修理・調整・交換 技術料 単位/円 

1 点検、簡単手直し・・・簡単な分解、組み立てで出来る修理 

4,000～5,500 
  例・ヒューズ/ランプ/バージョンアップ（ソフト）、ＦＤＤクリーニング 

  /ＥＸＰ/フットコントローラ 

2 点検、簡単な修理・・・調整を伴わない内部部品交換 

5,500～8,000   例・デジタルシート/アナログシート・ユニット/電源コード/ 

  ＦＤＤユニット/ＲＯＭiｃ/リード電池/単純なＭＫ鍵盤及びスイッチ 

  スピーカ/ジャック類/循環指定シート 

3 点検、通常修理・・・回路診断と分解組立に時間を要する修理 

6,500～9,500   例・アナログシート/ユニット/コントロールパネル/パネルシート/ 

  ＥＸＰ（ダンパー・ソフトペダル含む）/ネットワーク/ペダル鍵盤/ 

    ＭＫ鍵盤及びスイッチ 

4 点検、複雑な修理・・・測定器、特殊工具等を使用し、診断・調整を 

7,500～12,500   必要とする修理 

  例・電源回路/パワーアンプ/デジタルシート内修理 

  大幅なシートパターン交換/ペダル鍵盤などの機構 

5 点検、長時間を要する修理、高度専門技術を伴う修理 

お見積り   例・ＲＦ障害処理/外装修正/外装交換/鼠害/塩害/公害/ 

  水害/地震による故障修理/オーバーホール/落雷・高圧電注入 

  特殊環境で使用される商品/歪率・Ｆ特性測定 

   
※標準小売価格２万円未満の製品 

    
１万円未満 技術料 2,000円   １万円～２万円未満 技術料 3,000円 

   
※循環指定シートについては、当社が定める下表の金額を部品代として特別に設定してあります。 

  この場合、交換部品は回収させて頂きます。 
    

交換部品 部品代 
     

循環指定シート 11,000円 
     

 



技術料 

●シンセサイザー●ＭＩＤＩコントローラ●リズムマシーン●シーケンサー●トーンジェネレータ 
 

作業ラン

ク 
修理・調整・交換 技術料 単位/円 

1 点検、簡単手直し・・・簡単な分解、組み立てで出来る修理 

4,500～6,000 
  例・ヒューズ/ランプ/バージョンアップ（ソフト）、ＦＤＤクリーニング 

  /ＬＭ製品ＥＸＰ/フットコントローラ 

2 点検、簡単な修理・・・調整を伴わない内部部品交換 

6,800～15,000   例・デジタルシート/アナログシート・ユニット/電源コード/ 

  ＦＤＤユニット/ＲＯＭiｃ（ホルダー）/単純なＭＫ鍵盤及びスイッチ 

  スピーカ/ジャック類/循環指定シート 

3 点検、通常修理・・・回路診断と分解組立に時間を要する修理 

7,300～19,000   例・アナログシート/ユニット/コントロールパネル/パネルシート/ 

  ＥＸＰ（ダンパー・ソフトペダル含む）/ネットワーク/ペダル鍵盤/ 

    ＭＫ鍵盤及びスイッチ/ＲＯＭｉｃ 

4 点検、複雑な修理・・・測定器、特殊工具等を使用し、診断・調整を 

8,300～22,000   必要とする修理 

  例・電源回路/パワーアンプ/トレモロユニット/デジタルシート内修理 

  大幅なシートパターン変更/ペダル鍵盤などの機構 

5 点検、長時間を要する修理、高度専門技術を伴う修理 

お見積り   例・ＲＦ障害処理/外装修正/外装交換/鼠害/塩害/公害/ 

  風水害/地震による故障修理/オーバーホール/落雷・高圧電注入/ 

  特殊環境で使用される製品/歪率・Ｆ特性測定 

※標準小売価格２万円未満の製品 
    

１万円未満 技術料 2,000円   １万円～２万円未満 技術料 3,000円 

   
※循環指定シートについては、当社が定め

る  
※バックアップ電池交換 

  

 下表の金額を部品代として特別に設定して 
     

 あります。この場合、交換部品は回収させて 10万円未満の製品 技術料 4,000円 

 頂きます。 
   

10万円以上の製品 技術料 8,000円 

交換部品 部品代 
     

循環指定シート 11,000円 
     



         

技術料 

●ＰＡシステム●プロセッサー●キーボードアンプ●カセットデッキ●ギターアンプ●アンプ 
 

●エフェクター●スピーカー●ミキサー 
     

         
作業ラン

ク 
修理・調整・交換 技術料 単位/円 

1 点検、簡単手直し・・・簡単な分解、組み立てで出来る修正 

5,000～7,000 
  例・ヒューズ/ランプ/ツマミ/キャスター/バージョンアップ（ソフト） 

  /バックアップバッテリー（ホルダー式）/フットコントローラ 

2 点検、簡単な修理・・・調整を伴わない内部部品交換 

6,000～13,000 

  例・デジタルシート/アナログシート/ユニット/電源コード/ 

  ＦＤＤ/ＲＯＭiｃ（ホルダー）/スピーカ/ネットワーク/ 

  コネクター/メーター/ＬＣＤ/リード付電池/リード付ランプ/ 

  ベルト/プーリ/スイッチ/ＶＲ/リレー/端子/モータ 

3 点検、通常修理・・・回路診断と分解組立に時間を要する修理 

7,500～21,000 

  例・基盤内単体部品交換/パワーアンプ回路/ユニット/ 

  ヘッドアンプ回路/（カセット/シート）/メカ部品/ 

  ＩＣ（16ピン未満）/Ａ/Ｄ回路 

    ミキサーモジュール内部/ＲＯＭｉｃ/コントロールパネル 

4 点検、複雑な修理・・・測定器、特殊工具等を使用し、診断・調整を 

8,500～24,000 

  必要とする修理 

  例・多層基盤/ＤＳＰ回路/ＩＣ（16ピン以上）/電源回路/ 

  多連スイッチ/高周波回路/大幅なシートパターン変更/ 

  サーボメカ調整/ヘッド交換調整（カセット、ＭＤ）/ 

5 点検、長時間を要する修理、高度専門技術を伴う修理 

お見積り   例・ＲＦ障害処理/外装修正/外装交換/鼠害/塩害/公害/ 

  風水害/地震による故障修理/オーバーホール/落雷・高圧電注入 

  特殊環境で使用される製品/歪率・Ｆ特性測定 

   
※標準小売価格２万円未満の製品 

    
１万円未満 技術料 2,000円   １万円～２万円未満 技術料 3,000円 

 



         

技術料 

●オーディオ関連製品（ヤマハ製品） 
     

         
作業ラン

ク 
修理・調整・交換 技術料 単位/円 

1 点検、簡単手直し・・・簡単な分解、組み立てで出来る修理 

3,500～6,000   例・カートリッジ/接続コード/ベルト（P）/ヒューズ/ 

  針交換/針圧調整/サイクルチェンジ/ヘッド清掃/ 

  バージョンアップ（ソフト） 

2 点検、簡単な修理・・・調整を伴わない内部部品交換 

4,500～7,000   例・プーリ/ランプ/スピーカー（ユニット・AＴＴ）/ 

  外部入出力端子（ＳＰ、ジャック）・・交換/ 

  スイッチ類クリーニング 

3 点検、通常修理・・・回路診断と分解組立に時間を要する修理 

6,500～10,000   例・ユニット（カセット/シート/プレーヤ・アーム）/ＲＬＣ/ 

  Ｔｒ/Ｄi/IC（16ピン未満）/モータ/スイッチ/ＶＲ/リレー/ 

  端子/コネクタ/メータ/ＬＣＤ 

4 点検、複雑な修理・・・測定器、特殊工具等を使用し、診断・調整を 

7,500～13,000 

  必要とする修理/分解組立に時間を要する修理 

  例・基盤/メカ部品/Ａｓｓｙ交換調整/メカ調整/ 

  ＩＣ（16ピン以上）/ヘッド交換調整（カセット/ＣＤ/ＬＤ/ＭＤ） 

  多連スイッチ/電源回路/高周波回路/大幅なシート 

  パターン/多連ＶＲデッキＣモータ 

5 特殊技術、長時間を要する修理、高度専門技術を伴う修理 

お見積り   例・ＲＦ障害処理/外装修正/外装交換/鼠害/塩害/公害/ 

  風水害/地震による故障修理/落雷・高圧電注入/ 

  オーバーホール/特殊環境で使用される製品/歪率・Ｆ特性測定 

   
※標準小売価格２万円未満の製品 

    
１万円未満 技術料 2,000円   １万円～２万円未満 技術料 3,000円 

 

 


