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スズキハーモニカマイクの各機種は、ぞれぞれ対応するスズキバスハー
モニカ、またはスズキコードハーモニカに取り付けて使用します。
（下はマイクとハーモニカの対応表）

スズキバスハーモニカ SDB-39/SDB-39v2

スズキバスハーモニカ SDB-29/SDB-29v2

スズキコードハーモニカ SCH-48/BCH-48

HMB-1

HMB-3

HMC-2

対応ハーモニカ品番マイク品番

●お手持ちのハーモニカの回転金具が「Ａ」の方 >>>

回転金具「Ａ」 回転金具「Ｂ」

①→②→③の順で取り付けてください。

③の作業のみ行ってください。
ハーモニカマイク付属品の回転金具は使用いたしません。

●お手持ちのハーモニカの回転金具が「Ｂ」の方 >>>

お手持ちのハーモニカの回転金具
の種類によって、取り付け手順が
異なります。

この度はスズキハーモニカマイクをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を末永く、そして安全にご使用いただくため、この説明書をよくお
読みください。お読みになった説明書はなくさないよう大切に保管してください。

●分解・改造はしないでください。故障の原因となります。●本製品に異物や液体を入れないでください。故障の原因となります。●異常を感じたら電源スイッチを切り、接続コードをはず
し、お買い上げ販売店またはスズキ各営業所にご連絡ください。●温度が極端に高い場所、水気の近くや湿度の高い場所、ホコリの多い場所、振動の多い場所でのご使用・保管は故障の原
因となりますのでおやめください。●お手入れはやわらかい布でカラ拭きしてください。アルコール・シンナー・ベンジン等は製品を痛めますので絶対に使用しないでください。

電源ＯＮの状態で押す
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図１ 図２

回転金具のネジ穴にマイク取
り付け用ネジで固定すれば完
成です。

お手持ちのハーモニカにつ
いている回転金具をドライ
バーで左右とも取り外しま
す。取り外すときはネジ穴を
痛めないように充分注意し
てください。
（図はSDB-39）

次にマイクに付属されてい
る回転金具を回転金具取り
付け用ネジで左右とも取り
付けます。取り付ける時はネ
ジ穴を痛めないよう充分注
意してください。

全長
重量
出力レベル
電池
連続使用時間

ON

OFF

〒430-0852  浜松市中区領家2-25-12
TEL(053)461-2325  www.suzuki-music.co.jp

00457-05004 V.2.01
7108-MM-196-B

ＨＭＢ-１/ＨＭＢ-３

286/245 x 41x 58mm
200/175 g
4mV (-46dbm) 
リチウム電池CR2032
約70時間

ＨＭＣ-２

594 x 41 x 58mm
350 g
2mV (-52dbm)
リチウム電池CR2032
約50時間

ハーモニカマイク HMB-1/HMB-3/HMC-2 取扱説明書

①

③

アンプ等へ接続して
使用します。アンプへ
の接続・使用方法は
アンプの説明書に
のっとってください。

〈取り付け手順〉

②

■使用上の注意

■各部の名称とはたらき

■ハーモニカへの取り付け方法

■製品仕様■使い方

※図はスズキアンプ
　SPA-40Rへの接続例

バスハーモニカマイク
HMB-1/HMB-3

コードハーモニカマイク
HMC-2

①

②

③

④

ボリューム調整と電源ＯＮ/ＯＦＦを行います。「カチッ」と音がする所
まで反時計回りに回すと電源ＯＦＦ、時計回りに回すと電源ＯＮとな
りボリュームが上がります。電源をＯＮにする為には接続コードが接
続されている必要があります。接続コードを取り外すと電源スイッチ
に関係なく電源はＯＦＦとなります。

電源ＯＮの状態でボリューム/電源スイッ
チを押すとバッテリーインジケーターが
点灯します。バッテリーインジケーターが
点灯しない場合は電池が切れているので
新しい電池に交換してください。

接続コードをつなぎます。

電池が入っています。電池は電池ボックスの中に斜めに差し込んで
から（図１）、横にずらすように入れてください（図２）。取り出す時
はその逆をおこなってください。

① ボリューム/電源スイッチ ③ 出力ジャック

④ 電池ボックス

② バッテリーインジケーター

■付属品 ●マイク取り付け用ネジ×２

●接続コード×１●回転金具×２

●回転金具取り付け用ネジ×８

※フタはネジを外し、　 の方向にずらして開けてください。



melody 1

SUZUKI Amplifier SPA-40R

melody 2

bass (HMB-1 or HMB-3)

chord (HMC-2)

SUZUKI Bass Harmonica SDB-39/SDB-39v2

SUZUKI Bass Harmonica SDB-29/SDB-29v2

SUZUKI Chord Harmonica SCH-48/BCH-48

HMB-1

HMB-3

HMC-2

HarmonicaMicrophone

* If your harmonica has Hinge Fitting “A”, 
  please set up in order of 1 -> 2 -> 3. 

 Hinge Fitting “A”

Hinge Fitting “B”

* If your harmonica has Hinge Fitting “B”,
  please just do 3. 
  You do not need to use the enclosed 
  Hinge Fitting in this case.

Thank you for purchasing the SUZUKI HARMONICA MICROPHONE. Please read these instructions carefully for safety and long-term use.

*Please do not disassemble or modify. *To avoid trouble, don’t allow any objects or water into the microphone. *Do not leave it near extreme heat or direct 
sunlight, and keep the microphone away from moisture, dust and heaters. *To clean your microphone, use a soft cloth. *Do not use solvents such as thinner or 
benzene as these chemicals can permanently damage your instrument. *If you notice any malfunction or damage, switch off the power, take off the connection 
cable and contact the shop you purchased from or your local Suzuki dealer.

Push when the power is on.
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drawing 1 drawing 2

Attach the microphone using the 
enclosed screws with hand 
knobs.

At first, take off the hinge 
fittings of your harmonica with a 
screw driver. Be careful not to 
damage the screw head by 
applying suitable pressure when 
unscrewing. 

Next, fix the new hinge fittings 
enclosed with microphone by a 
screw driver. Take care as above 
and avoid over tightening (this 
could strip the thread).

Dimension

Weight

Output

Battery

Consecutive
playing period

286/245 x 41 x 58mm

200/175g

4mV (-46 dbm) 

Lithium CR2032 

Approx. 70 hours

594 x 41 x 58mm

350 g

2mV (-52 dbm)

Lithium CR2032 

Approx. 50 hours

ON

OFF

HMB-1/HMB-3 HMC-2

HARMONICA MICROPHONE HMB-1/HMB-3/HMC-2 INSTRUCTION

1

3

2

CARE OF YOUR HARMONICA

CONTROLS AND FUNCTIONS

HOW TO SET UP THE MICROPHONE TO HARMONICA

EXAMPLE SPECIFICATIONS

Bass harmonica microphone
HMB-1/HMB-3

ACCESSORIES

Chord harmonica microphone
HMC-2

①

②

③

④

Turn clockwise for power on and volume control. Turn anticlockwise till you 
hear a ‘click’ to power off. Make sure the connection cable is connected!

The indicator LED lights when the power 
switch is on. When the light goes out, it means 
the battery is dead and needs replacing.

On the rear of the microphone there is a small enclosure which holds a small 
battery (Lithium CR2032 or equiv.). The battery is inserted at an angle 
(drawing 1), and then slid inside (drawing 2). To remove, reverse the actions.

* Remove the screw, then move the cover       way and open.

1 Power switch/Volume control knob 4 Battery box

2 Battery indicator

Connect the attached connection cable.
3 Output jack

Screw with knob for attaching fixing microphone x 2

Small screw for attaching metal hinge fitting x 8

Connection cable x 1Metal Hinge Fitting x 2

2-25-12 Ryoke, Naka-Ku, Hamamatsu Japan      http://www.suzuki-music.co.jp


