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ソプラノ27鍵　f2～ｇ4

リン青銅リード・アルミカバー
外部出力（標準ジャック・マイクレベル）
小型ダイナミックマイク
ボリューム
W380×D100×H55mm
590g
ショートマウスピース（MP-141）・
L字ジョイントロングマウスピース（MP-171）・セルベット・
ショルダーストラップ付ナイロンソフトケース（MP-2005）

The HAMMOND SS is warranted to be free of manufacturing defects for one (1) year from 
the original date of purchase. If the HAMMOND SS is found to contain manufacturing 
defects, it will be at Hammond’s discretion, be repaired or replaced at no charge providing 
the HAMMOND SS is shipped pre-paid to the Hammond service Center. A copy of the 
original purchase receipt is required.  

The HAMMOND SS is not warranted for normal wear and tear, physical damage, abuse or 
modifications not performed by Hammond. 

Normal maintenance is not covered by this warranty. This includes normal wear pertaining 
to parts such as reeds (including tuning).

The vinyl tube that is connected to your L Joint Long Mouthpiece may develop a crack over 
a long period of use. This condition is considered normal and is not replaceable free of 
charge under your warranty. 

Return Procedure: If it becomes necessary to return your HAMMOND SS, you must FIRST 
contact one of the following for return authorization. The HAMMOND SS will NOT be 
accepted at the service center without this authorization.  

In the United States Contact: HAMMOND SUZUKI USA, INC. 
In the EU countries Contact: HAMMOND SUZUKI EUROPE B.V.    
In all other Countries Contact: Original retailer where product was purchased for additional 
warranty details.

-This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which 
may vary from to state or from country to country.-

HAMMOND SS Limited Warranty  

異物や液体を入れないでください。
本製品に異物や液体を入れないでください。故障や破損
の原因となります。

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。

使用後は、中の水分を抜いてから保管してください。
水分が残ったままでの保管は製品を傷めます。

衝撃を与えないでください。
本製品をぶつけたり、落としたり、また製品の上に重いも
のを乗せたりしないでください。製品に傷をつけるだけで
なく、故障の原因となります。

水分・湿気の多い場所や、極端に熱くなる場所、またホコ
リっぽい場所での使用・保管は絶対にしないでください。
故障や破損の原因になります。

改造・分解はしないでください。
故障や破損の原因になります。

この度は弊社製品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。本製品を安全に、末長くご使用
いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった取扱説明書は、なくさないよう大切に保
管してください。

取扱説明書

本製品はソプラノ音域27鍵盤ハーモニカに、ピックアップマ
イクを内蔵した楽器で、アンプやエフェクター等の外部機器と
の接続が可能です。またアコースティック楽器として、単体で
の演奏にも充分な音量と表現を実現しました。

本製品について

仕様

メールでのお問い合わせは info@suzuki-music.co.jp 

事務所移転等のため、上記住所・電話番号が変わる場合がございます。
最新の情報に関しましては弊社ホームページでご覧いただけます。

FEATURES

EXCLUSIVE FEATURES

SPECIFICATIONS

● 今までの鍵盤ハーモニカには無い高音域までカバー
● ピックアップマイク搭載
● プレイスタイルに合わせて選べる2種類の唄口を付属
● 長さ調整可能なハンドストラップ

The HAMMOND SS incorporates a high-end lavalier microphone inside and is capable of 
connection to external devices such as an amplifier or external effects unit. Of course you 
can play the HAMMOND SS as an acoustic melodion. Its advanced design allows 
powerful volume and expressive performance. 

S-27H
*
*
*

Key 
Reed / Plate 
1/4 inch output jack 
Microphone
Control 
Dimension
Weight 
Accessory

f2~g4, Soprano 27 keys
Phosphor bronze reeds / Brass reed plate
standard 1/4
internal dynamic lavalier
Volume
13.78"x 3.93"x 2.16", （380 x 100 x 55 mm）
1.3lb, （590g）
special short mouthpiece (MP-141), 
mouthpiece with tube and L-shaped joint(MP-171),
cleaning cloth, soft case(MP-2005)

Owner's manual

5107-MM-199-A   00457-00026 v1.00

使用上の注意

CAUTION To avoid the risk of damage please read and 
obey the following instructions.

We are very pleased to introduce you our HAMMOND 
SS. For your safety and long term use of the HAMMOND 
SS, please read and follow this instruction manual. Thank 
you for your purchase.

High-Quality on-board lavalier microphone
2 kinds of associated mouthpieces, which allows performance versatility.
adjustable hand strap

Release all moisture from this instrument after use and store safely.

Clean this instrument with a dry soft cloth. 
Do not use alcohol, thinner's or petro-chemical-based polishes.

Do not use or store this instrument in a dusty place. 

Do not use or store this instrument in or near any heat sources 
such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus 
(including amplifiers) that produce heat.

Do not use or store this instrument in or near water or high-humidity 
atmosphere.

Physical shocks caused by dropping, bumping or placing heavy objects 
on the instrument can result in scratches and more serious damage.

Do not put any foreign object or liquids inside. 

Do not attempt to open or modify this instrument.

シリーズモデルのご紹介 商品に関して詳しくは『ハモンド』で検索

アルトモデル

バスモデル

HAMMOND 44 （PRO-44H）
HAMMOND 44HYPER （PRO-44HP）

HAMMOND BB （B-24H）

〒430-0852  静岡県浜松市中区領家2-25-12    　 （053）461-2325
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1）各部の名称とはたらき

高音域側のサイドカバーをスピーカーに近
づけたり、音量を上げすぎたり、音を歪ませ
たりするとハウリングを起こしやすくなります
ので注意してください。

楽器の特性上、本製品の内部に水分がたまります。水分がたま
ると音が鳴りにくくなることがありますので、演奏中もこまめに
水分を抜いてください。
だ液抜きレバーを押したまま（①）、マウスピース側から息を強く
吹き込むと（②）、だ液抜きレバーから水分が抜けます。（③）

水分をしっかりと抜いたら、付属のセルベットで汚れを拭き、
ケースに入れて保管してください。

2）外部機器との接続について

3）お手入れについて
【水分の抜き方】

マウスピース差込口

カバー

サイドカバー（低音側）

ショートマウスピース
MP-141 セルベット

L字ジョイント 
ロングマウスピース
MP-171

ソフトケース
MP-2005

付属のいずれかの
マウスピースを
差し込んでください。

白鍵 黒鍵

1) PARTS AND ACCESSORIES

2) CONNECTING TO AMPLIFIER AND EXTERNAL EFFECTS

3) HOW TO CLEAN

音量つまみ拡大図）

だ液抜きレバー

外部出力ジャック

ハンドストラップ（裏面）

サイドカバー（高音側）

アンプSPA-40

「入力1」へ

エフェクター

ダイレクトボックス

PAシステム

市販のギターアンプ等
もご使用いただけます

開く

息 だ液抜きレバーを
押した状態で息を
強く吹き込む

接続例

ハウリング防止のため、距離を
充分にとってください。

Information to choose the amplifier or 
external effects

Amplifier SPA-40

 INPUT 1

External 
effects unit

direct box

PA system

Connection 
example

To prevent feedback, don't perform 
too close to your amplifier 
or speakers

special short 
mouthpiece
MP-141

cleaning cloth
mouthpiece with tube
and "L" shaped joint
MP-171

soft case
MP-2005

volume knob

Spit valve.

Output jack

押したまま

水分が抜ける

①

②

③

Because of the Melodion's structure, moisture from your breath can build up 
inside. The sound quality will deteriorate as the moisture builds up. Please 
release this moisture frequently, even during a performance. 
Moisture release procedure : 
a) Press the spit-valve and hold open
b) Blow strongly from mouthpiece side without pressing any keys.
c) Moisture is released from the spit-valve. Release after moisture is cleared.

Release moisture often, especially before putting the instrument away. 
Clean the instrument with cleaning cloth and store it in the case.

How to release moisture

Attach mouth-
piece here-choice 
of mouthpieces 
shown below.

for playing while 
standing, or 
moving about, 
using the attached 
handle.

Allows performance 
of the HAMMOND SS 
on a tabletop. This 
configuration is 
helpful for beginners.

with shoulder 
strap

for controlling 
volume when the 
amplifier is 
connected. 

for connecting to 
amplifier and 
external effects.  

Please refer to 3) How to clean

Input impedance
Standard input level

: over 10K Ohms 
: -40dBV

a)

open

b)

c)

Or, any guitar amplifier
on the market.

本体をクラリネットのよ
うに構える立奏用で、ア
クションをつけた演奏
が可能。

お手入れ用クロス取り回しの良いL字ジョイ
ントを採用したホース付
きマウスピース。卓奏をは
じめ鍵盤ハーモニカビギ
ナーにも最適。

ショルダーストラップ付。

アンプ接続時に、本
製品の音量を調節す
るのに使います。右
に回すと大きく、左に
回すと小さくなりま
す。

外部機器との接続に
使用します。

本体にたまった水分を抜くのに使います。
使い方については「３）お手入れについて」
をご覧ください。

CLOSEUP

HAMMOND SS 本体
Cover

Side cover (bass side)
White key Black key

Handle: attached to the back

Side cover (treble side)

HAMMOND SS 

付属品
Accessories

a) keep the treble side away from speaker
b) use a moderate volume
c) do not overdrive preamp to attempt distortion

Notice: To prevent feedback,ご注意

アンプ、エフェクターその他の外部機器の
入力仕様は、以下を推奨します。

◎入力インピーダンス
◎基準入力レベル

：10kΩ以上
：-40dBV


