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CAUTION
Please keep to the caution to protect from damage of your harmonica.

Before playing
Wash your hands and rinse your mouth 
before playing.

About the reed fatigue
Our harmonica reeds are amongst the 
strongest and most durable in the industry 
today. Suzuki offers one of the longest 
harmonica warranties in the world because 
of our superior reed plate technology.  
However, reeds can not be used 
permanently. With any vibrating piece of 
metal, fatigue can become a factor. The life 
of the reeds depends on how often you use 
your instrument and your playing style. 
When your harmonica is tuned down 
drastically, it is a sign of metal fatigue. 
Reeds can become out of tune or break. It 
is recommendable to replace reeds.
Suzuki is not responsible for any damage 
that occurs due to reed fatigue.

Don't let any small object get 
accidentally inside your harmonica.
This could cause damage.

Don't wipe your harmonica with 
any solvent （thinners, benzine 
etc.）.
This could cause damage.

Don't swing your harmonica 
around.
You may hurt yourself or your friends.

Don't grip the cover too tightly.
You may bend the covers and damage 
the harmonica.

Keep your harmonica away from 
heat.
Don't leave your harmonica near a source 
of heat such as an oven, or under intense 
sunlight. This could cause damage to the 
harmonica.

After playing
Tap out the harmonica in the palm of 
your hand, and then wipe it with a soft, 
lint-free, cloth.

SPECIFICATIONS
Mini harmonica, 5 holes 10 reeds

There are two models of C major and A minor key.

● Metal major (C key)

D F A B D
C E G C E

● Metal minor (Am key)

B D F G♯ B
A C E A C

Draw
Blow

Draw
Blow



特徴 音配列

● メタルマイナー(Am調)

吸  

吹
B D F G♯ B
A C E A C

● メタルメジャー(C調)

吸  

吹
D F A B D
C E G C E

注意 安全にそして末永くご利用いただくために、以下の指示を必ずお守りください。

演奏の前に
手を洗い、口をきれいにすすぎましょう。

上を向いて演奏しないで
上を向いて演奏しないでください。
万一リードが折れたとき、口の中に入る恐れがあります。

異物を入れないで
吹口やすき間に異物を入れないでください。
故障・破損の原因になります。

シンナーやベンジンで拭かないで
シンナーやベンジンなどでハーモニカを拭かないでください。
変形・破損の原因になります。

ハーモニカを振り回さないで
ハーモニカを振り回さないでください。
顔などに当たるとケガをする恐れがあります。

カバーを強く押さないで
カバーを強く押したり、かんだりしないでください。
変形・破損の原因になります。
また、変形してできたすき間に唇や舌などが入ると思わぬ
ケガをする恐れがあります。

熱くなるところはさけて
車の中やストーブのすぐ近く、日ざしの強いところに
おかないでください。変形・破損の原因になります。

演奏のあとは
穴を下に向けて軽く振り、たまった水を抜きましょう。
やわらかい布できれいに拭きましょう。

本製品は5穴の小さなハーモニカですが、同じ穴でも

吹き/吸いで異なる音が鳴るため、10音を出すことが

できます。

メタルメジャーはC調子、メタルマイナーはAm調子です。


