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2019 年 4 月 5 日 

一般財団法人ヤマハ音楽振興会 

 
 

ヤマハ大人の音楽レッスンが、大ヒット作『ボヘミアン・ラプソディ』とタイアップ! 
 

「あなたもクイーン『伝説のチャンピオン』にチャレンジ!」 
映画の劇中歌を演奏するレッスンの入会キャンペーンを開始 

 
入会者の中から抽選で『ボヘミアン・ラプソディ』プレミアム・グッズをプレゼント! 

ブルーレイ&DVD 発売記念 タイアップ入会キャンペーン 4 月 5 日スタート 
 

 

一般財団法人ヤマハ音楽振興会（本部:東京都目黒区、理事⾧:中田卓也）は、ヤマハ大人の音楽レ
ッスン（全37コース）内の「音楽を楽しむ3ヶ月レッスン」コースにおいて、2019年4月5日（金）より、人気ロッ
クバンド・クイーンの名曲を学ぶレッスン「あなたもクイーン『伝説のチャンピオン』にチャレンジ!」の入会キャンペーン
を開始します。 

同企画は、本年度アカデミー賞4部門を受賞した大ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』のブルーレイ＆DVD発
売（2019年4月17日発売）を記念して実施する、期間限定のキャンペーンとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イギリスの伝説的ロックバンド「クイーン」のリードボーカルである故フレディ・マーキュリーの半生を描いた映画『ボ
ヘミアン・ラプソディ』。全世界で8億ドル以上の興行収入を記録する大ヒットを巻き起こしたほか、本年度アカデ
ミー賞で最多となる4部門を受賞したことでも大きな話題となりました。2019年4月17日（水）には待望のブ
ルーレイ＆DVDも発売予定で、こちらも早くからファンたちの注目が集まっています。 

今回、ヤマハ大人の音楽レッスンでは、同作品のブルーレイ＆DVD化を記念して、ヤマハ大人の音楽レッスン
（全37コース）内の「音楽を楽しむ3ヶ月レッスン」コースにおいて、「あなたもクイーン『伝説のチャンピオン』にチ
ャレンジ!」と題した特別レッスンを開始。レッスンでは、映画の劇中歌にも使用されている、クイーンの代表曲
「伝説のチャンピオン」の演奏を学ぶことができます。対象楽器コースは、エレキギター、ドラム、ボーカル、ピアノの
4種類。いずれも3ヶ月集中型のレッスンで、全国約200会場で展開予定です。 

ヤマハ大人の音楽レッスン「音楽を楽しむ 3 ヶ月レッスン」入会キャンペーンのお知らせ 

報道関係各位 

■大ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』で流れる、伝説的ロックバンド・クイーンの名曲にチャレンジ! 

NEWS RELEASE ※取扱注意 4 月 5 日 11:00 情報解禁 
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さらに、2019年4月5日（金）～6月30日（日）の期間限定で、映画『ボヘミアン・ラプソディ』のプレミア
ム・グッズが当たるプレゼントキャンペーンも開催。期間中に「あなたもクイーン『伝説のチャンピオン』にチャレン
ジ!」の3ヶ月レッスンにご入会いただき応募いただいた方の中から、抽選で合計30名様に、「Tシャツ」（1名
様）、「タンクトップ」（2名様）、「リュック」（2名様）をはじめとした、映画『ボヘミアン・ラプソディ』のオリジナル
グッズをプレゼントします。応募方法の詳細は、キャンペーン特設サイトをご参照ください。 
 
【ヤマハ大人の音楽レッスン／あなたもクイーン「伝説のチャンピオン」にチャレンジ! 入会キャンペーンサイト】 
https://school.jp.yamaha.com/music_lesson/lp/queen/ 

 
【入会キャンペーン概要】 
▼キャンペーンタイトル: 
『ボヘミアン・ラプソディ』ブルーレイ&DVD 発売記念 あなたもクイーン タイアップ入会キャンペーン 
【期間限定】 あなたもクイーン『伝説のチャンピオン』にチャレンジ! 

▼対象コース: 
ヤマハ大人の音楽レッスン「音楽を楽しむ 3 ヶ月レッスン」コース内の期間限定レッスン 
「あなたもクイーン『伝説のチャンピオン」にチャレンジ!」 

・対象者:楽器の初心者から経験者まで、どなたでも楽しんでいただけます。 

・対象楽器:エレキギター、ドラム、ボーカル、ピアノ 

・月額料金: 

グループレッスン…1 回 60 分 月 3 回 7,500 円／月（税抜） 

個人レッスン…1 回 30 分 月 3 回 9,500 円／月（税抜） 

※入会金・施設費は全額免除（3 ヶ月限定）となります。 

※教材費は別途必要となります。 

・レッスン期間:3 ヶ月間 

※3 ヶ月修了後も本科コースへの進級により継続してレッスンを受講していただけます。 

▼募集期間: 
2019 年 4 月 5 日（金）11:00～6 月 30 日（日）23:59（6 月までにご入会の方） 

▼賞品:ボヘミアン・ラプソディ プレミアム・グッズ 
・『ボヘミアン・ラプソディ』 T シャツ（1 名様）    ・『ボヘミアン・ラプソディ』 タンクトップ（2 名様） 
・『ボヘミアン・ラプソディ』 リュック（2 名様）     ・『ボヘミアン・ラプソディ』 ボトルオープナー（5 名様） 
・『ボヘミアン・ラプソディ』 PICK SET（20 名様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■抽選で映画のプレミアム・グッズが当たる入会キャンペーンも展開 
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▼応募条件: 
期間中に対象コースへ入会の上、キャンペーンにご応募くださった方 

▼応募方法: 
入会キャンペーンサイト（https://school.jp.yamaha.com/music_lesson/lp/queen/）をご参照ください。 
 

 
 

「ヤマハ大人の音楽レッスン」は、中高生からシニアまで、幅広い年齢層の方にご利用いただける音楽教室です。
音楽を楽しみながら楽器演奏技術の習得を目指す初心者の方はもちろん、一層の上達をめざす中上級レベル
の方まで、多様なニーズに応える教科とコースを展開。現在、全国 1,200 会場で、およそ 11 万人の方々がヤマ
ハ大人の音楽レッスンで音楽を楽しんでいます。 
 
＜ヤマハ大人の音楽レッスンの特⾧＞ 
●Point1:初めての方でも安心。入会者の約７割が初心者です。 
入会者の約７割が「全くはじめて」の方。基礎からはじめられる、やさしく丁寧なレッスンです。 
●Point2:和気あいあいの楽しいグループレッスンです。 
職場や学校では出会えない仲間との出会いは一生の財産。練習でうまくいかないときがあっても、仲間といれば
楽しい時間に変わります。 
●Point3:専用伴奏音源をバックにした、ライブ感覚のレッスンです。 
高音質でリアルな伴奏音源をバックに、プレイヤー感覚あふれるレッスンを受けることができます。 
●Point4:充実のオリジナル教材。レパートリー曲も豊富です。 
オリジナルテキストが充実。ジャンルも幅広いため、ご自身の好きな曲、演奏したい曲がきっと見つかります。 
●Point5:丁寧、分かりやすい経験豊かな信頼の講師陣です。 
ヤマハのライセンスを持つ講師陣が、楽しく分かりやすくレッスンします。音楽を愛する人たちの明るいムードが、その
ままレッスンの雰囲気に! 
 
【ヤマハ大人の音楽レッスン サイト URL】 
http://school.jp.yamaha.com/music_lesson/ 

【「音楽を楽しむ 3 ヶ月レッスン」 サイト URL】 
https://school.jp.yamaha.com/music_lesson/course_index/tanoshimu_3kagetsu/ 
 

 
 
・名 称 : 一般財団法人ヤマハ音楽振興会 
・本 部 : 〒153-8666 東京都目黒区下目黒 3-24-22 
・設 立 : 1966 年（昭和 41 年）8 月 
・従業員数 : 240 名（2019 年 1 月現在） 
・代表者 : 理事⾧ 中田卓也 
・サイト URL : http://www.yamaha-mf.or.jp/ 

 

 

トレンダーズ株式会社 担当:山口 
TEL:03-5774-8896 FAX:03-5774-8872 MAIL:press@trenders.co.jp 

 
本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 

ヤマハ音楽振興会 広報グループ TEL:03-5773-0808  FAX:03-5773-0857

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 

■ヤマハ音楽振興会 概要 

ヤマハ大人の音楽レッスン・ヤマハ音楽振興会へのお問い合わせ先 

■ヤマハ大人の音楽レッスン 概要 
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 【参考資料】   
 

 
イギリスの伝説的ロックバンド QUEEN（クイーン）のボーカル、故フレディ・マーキュリーの半生を描き、観客動

員数 900 万人を超え、国内累計興行収入 126 億円（2019 年 3 月現在）を突破! 2018 年公開作品
興収ランキング No.1 を記録し 2019 年春現在もまだ絶賛公開中の『ボヘミアン・ラプソディ』。劇場では観られな
かったライヴ・エイド完全版（本編未収録の 2 曲を追加した 21 分 ver）の他、豪華特典を収録したブルー
レイ＆DVD がついに 4 月 17 日（水）に日本発売決定! あなたの家がライヴ会場になる! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
■ボヘミアン・ラプソディ 2 枚組ブルーレイ＆DVD ￥4,700＋税  
品番:FXXF-87402/2 枚組/本編 135 分/カラー/HD ワイド スクリーン 1920×1080p 
音声:①英語 1.DTS-HD マスター･オーディオ 7.1ch (ロスレス) 2.ドルビーデジタル 2.0ch 

②日本語 DTS デジタル･サラウンド 5.1ch 
字幕:日本語字幕、英語字幕  
■ボヘミアン・ラプソディ＜4K ULTRA HD ＋ 2D ブルーレイ／2 枚組＞ ￥6,990＋税  
品番:FXHA-87402/2 枚組/本編 135 分/カラー/HD ワイド スクリーン 1920×1080p 
音声:①英語 1.ドルビーアトモス 2. DTS-HD マスター･オーディオ 2.0ch (ロスレス) 
      ②日本語 DTS デジタル･サラウンド 5.1ch 
字幕:日本語字幕、英語字幕 

 
▼STORY: 
伝説のバンド＜クイーン＞。常識を打ち破り世界を変えたフレディ・マーキュリーの生き様を、魂に響く 28 の名曲と共に贈る感
動の物語を描いた『ボヘミアン・ラプソディ』。1970 年のロンドンでルックスや複雑な出自に劣等感を抱くフレディ・マーキュリー
(ラミ・マレック)は、ボーカルが脱退したというブライアン・メイ(グウィリム・リー)とロジャー・テイラー(ベン・ハーディ)のバンドに自分
を売り込む。類いまれな歌声に心を奪われた二人は彼をバンドに迎え、さらにジョン・ディーコン(ジョー・マッゼロ)も加わって「ク
イーン」として活動し一躍スターダムにのし上がった彼らの、華々しい軌跡の裏の知られざる真実を映す。 
映画公式サイト http://www.foxmovies-jp.com/bohemianrhapsody/ 

 
 

キャノンボール（〒105-0003 港区西新橋 1-5-10 TJ 内幸町ビル 6F） TEL:03-6268-8739 
『ボヘミアン・ラプソディ』ブルーレイ＆DVD の宣伝に関してのお問い合わせ先 

■『ボヘミアン・ラプソディ』ブルーレイ＆DVD 概要 

★第 91 回アカデミー賞において主演男優賞＜ラミ・マレック＞を含む
最多 4 部門を受賞! 
世界的大スター、フレディ・マーキュリーという非常に難しい役柄に挑み、世界中か
ら賞賛を浴びたラミ。ビジュアルだけでなく、内面を秀逸に表現し、フレディに再び
命を吹き込んだ。  
★英語字幕付き「ライヴ・エイド完全版」! 
劇場版ではカットされた 2 曲「ウィ・ウィル・ロック・ユー」「愛という名の欲望」を追加
した全６曲の”ライヴ・エイド完全版”を特別収録! さらに英語字幕付きなので、
自宅で一緒に歌ってクイーンを堪能しよう! 

 
★ボヘミアン・ラプソディの全てがわかるメイキング映像! 
ウェンブリー・スタジアムの再現メイキングほか、キャストやブライアン・メイ＆ロジャー・
テイラーのインタビューなども収録! 知られざる映画の撮影風景を目撃せよ! 

 
★さらに初回生産分日本オリジナル特典を封入! 
特製「クイーン」ポストカードセット付き! さらに、メンバーを写真と共に紹介した、
デジタルブックレットも期間限定配信プレゼント! そしてブルーレイは日本のみのピ
クチャーレーベル仕様!! 
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