
本格的なピアノ演奏に適した専用スタンド、
さらに表現力豊かに弾ける3本ペダルユニットもご用意。

•サイズ: 1,322 × 232 × 99 mm
•質量: 10.5kg（電池含まず）
•電源: 家庭用AC100V電源 / 単3形乾電池×6本

メーカー希望小売価格　
￥50,000+税　
JANコード：4971850362456

奥行232mmのスリムボディに充実のピアノ性能。

CASIO DIGITAL PIANO

CDP-S150

Style Sound
奥行わずか232mmの

スリムボディ
スケーリング

ハンマーアクション鍵盤Ⅱ

Touch
自然な音色変化で
ピアノらしい表現力

※写真は別売スタンドCS-46P及び、
　別売3本ペダルユニットSP-34使用時

■鍵盤の中央から右側と左側で同じ音域に設定でき、親子や先生と生徒など、
　2人でのピアノ練習時に便利な「デュエット機能」

■ピアノ練習に役立つ「メトロノーム機能」、「MIDI録音／再生機能」

使用シーンが広がる
2電源方式

家庭用AC100V電源に加え、
乾電池でも使用可能。

CDP-S150BK

カシオならではの高密度実装技術を駆使
し、ボディサイズのスリム化を実現。置く
場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける
軽量コンパクトピアノです。

グランドピアノのようなハンマーの自重
によるアクション機構を小型のボディに
搭載。スリムなサイズと弾き応えのある
鍵盤タッチの両立を実現しています。

●最大同時発音数64音 ●ハーフペダル(ダンパー) 対応：オプション3本ペダルユニットSP-34
使用時 ●デジタルエフェクト：リバーブ、コーラス ●アプリ接続（Chordana Play for Piano） 
●音律（スケールチューニング）：平均律+16 種類 ●USB TO HOST ●オーディオ入力 ●スピー
カー：［12cm×6cm（楕円形）］×2 ●出力：8W＋8W

グランドピアノをはじめとした高品位な
10音色を内蔵。弾き方の強弱による
音色の違いも繊細に表現します。



安全上のご注意
正しく安全にお使いいただく
ため、ご使用の前に必ず取扱
説明書をお読みください。

警告

注意

●指定以外の電源・電圧、接続コードは使用しないでください。火災、感電の原因になります。
●内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
●ぐらついた不安定な場所や、傾いたり凹凸のある場所に置かないでください。倒れてけがをする恐れがあります。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温多湿の場所、直射日光のあたる場所に置かないでください。
　火災、感電、故障などの原因になることがあります。特に雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、水が入ったり、濡れたりしないようにご注意ください。

●大切にしたい音のエチケット…楽しい音楽も時と場合によっては気になるものです。特に静かな夜間には小さな音でも響きやすいものです。周囲に迷惑のかからない音量でお楽しみください。窓を閉めたりヘッドホンを使用するのもひとつの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

H6300983
BS1901-020001A

JANコード： 
4971850349556

CS-46P
メーカー希望
小売価格 
￥10,000+税

JANコード： 
4971850349563

SP-34
メーカー希望
小売価格 
￥6,500+税

JANコード： 
4971850349587

SC-800P
メーカー希望
小売価格 
￥13,500+税

ショルダーや手提げ、リュック使いも可能な
3WAYタイプの専用ケース

オプション

スタンド ソフトケース3本ペダルユニット

CDP-S150BK

＊仕様は予告無く変更する場合がございます。

USB TO HOST

スマートデバイス

スマートデバイスの接続方法

デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく! for Piano

USBケーブル

オーディオケーブル

●ピアノリモートコントローラー

●AUDIOプレイヤー

■ピアノリモートコントローラー
ピアノ本体の音色切り替えなどの各種
設定がスマートフォン/タブレットの
アプリ画面上で行えます。

■PDF楽譜ビューワー

■AUDIOプレイヤー
スマートフォン/タブレット内のオーディオデータの、テンポ変更やキーシフト、
任意の区間のリピート、メロディキャンセルなどの操作が行えます。

PDFファイル化された楽譜を表示する
ことができます。USBケーブル接続
することにより、付属のペダルを使って
のページめくりが可能です。

※メロディキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。

※掲載ドライバ／アプリケーションソフトの最新の対応状況は、ホームページ（https://casio.jp/support/os/）にてご確認ください。

鍵盤
CDP-S150　SPECIFICATIONS

鍵盤数
鍵盤名
タッチレスポンス

88

音色 最大同時発音数 64

デジタル
エフェクト

リバーブ 4種、オフ

曲 デモ曲 2曲

メトロノーム機能 拍子：0～9　テンポ可変：♩20～255
　ペダル ペダル1本（SP-3）付属、端子×1（ダンパー）、

3本ペダルユニット・SP-34（別売）対応

その他の機能

その他の機能

アプリ接続 ●（Chordana Play for Piano）

入出力端子 ヘッドホン 1（ステレオミニジャック）/アウトプット端子兼用

スピーカー 〔12cm x 6cm（楕円形）〕×2

3本ペダルユニット ●（SP-34用）
オーディオ入力 ●（ステレオミニジャック）

●

トランスポーズ ‒12半音～0～＋12半音
チューニングコントロール A4 = 415.5 Hz ~ 440.0 Hz ~ 465.9 Hz

ハーフペダル（ダンパー）対応 （別売3本ペダルユニット・SP-34使用時）

コーラス 4種、オフ

MIDI録音/再生機能 1トラック、1曲、リアルタイム録音/再生
データ容量 約2,500音符

デュエット機能 ●

音色数 10
レイヤー ●

スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ
感度設定3種類、オフ

ダンパーペダル 1

USB TO HOST（＊2）

電源／
消費電力

幅×奥行×高さ

2電源方式（＊3）／8W

サイズ 1,322×232×99 mm（本体のみ）
別売スタンド使用時 1,322×373×736mm（＊4）（CS-46P使用時）

別売スタンド使用時 17.8kg（CS-46P使用時、電池含まず）
質量 10.5kg（本体のみ、電池含まず）

付属品 ペダル（SP-3）、譜面立て、ACアダプター

外部電源 DC12V

出力 8W ＋ 8W

MIDI（＊1） ●

音律（スケールチューニング） 平均律+16種類
その他

（＊1）MIDI 端子は付いていません。USB 端子を使用して、パソコンとのMIDI 通信が可能です。（USBケーブルは付属していません。
パソコンとの接続には、市販の適合USBケーブルをご使用ください。） （＊2）USBケーブルは付属していません。本機とパソコンとの
接続には市販の適合USBケーブルが必要です。USBの対応OS： Windows®7（32-bit,64-bit）, Windows® 8.1（32-bit, 64-bit）, 
Windows®10（32-bit, 64-bit）, macOS (OS X / Mac OS X) 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 （＊3）家庭用
AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本（別売）使用（電池寿命：約13時間）（＊4）突起部、譜面立ては含まず。

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

■お求めは信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

受付時間　月曜日～土曜日　
AM9：00～PM5：30（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

全国一律料金でご利用いただけます。　
https://casio.jp/support/contact/before/

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。

   同
種
商
品
群
中
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率で
50％

以上の輸送（陸上 ： 500km以上）に鉄
道
を
利
用
し
て
い
ま
す
。 このカタログの内容は

2019年1月現在のものです

PHS・IP電話・公衆電話からは、03-5334-4909

https://web.casio.jp/emi/pdf/CDP-S150BK_catalogue.pdf
CDP-S150製品情報 CASIO電子楽器 公式              ページ

https://www.facebook.com/CasioElectronicMusicalInstrumentsJapan

※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルやアダプターが必要になります。
　詳しくは、右記のQRコードまたは「 https://web.casio.com/app/ja/piano/」をご覧ください。

詳しくはこちら ▶

Free download

https://web.casio.com/app/ja/piano/

●価格はすべてメーカー希望小売価格です。●価格はすべて2019年1月現在のものです。
●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●Microsoft 
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または
商標です。●Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。●Mac、
macOS、OS Xは、米国および他の国 で々登録されたApple Inc.の商標です。App storeは、
Apple Inc.のサービスマークです。●記載された社名及び製品名は、それぞれ各社の登録
商標または商標です。●あなたがパソコンなどで入手した曲や内蔵曲は、個人で楽しむ他は
著作権法上、権利者に無断で使用できません。●このカタログについてのお問い合わせは
お近くの販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならない場合は、当社におた
ずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を
必ずお受けとりください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく
変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●CDP
のスタンド使用写真はすべてイメージです。●このカタログに表示された電子ピアノ本体価
格には運搬・納入据え付け料は含まれません。●この印刷物で使用している写真、文言等
のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。

グランドピアノ［Standard（スタンダード）、Mellow（メロウ）、
 Bright（ブライト）］、エレクトリックピアノ1、
エレクトリックピアノ2、エレクトリックピアノ3、

ハープシコード、ストリングス、パイプオルガン、ジャズオルガン

 オートパワーオフ
（ACアダプター使用時：約4時間後、オフ）
（ アルカリ乾電池使用時： 約6分、オフ）




