
ハンドストラップ

マウスピース差し込み口

ストラップピン

【背面】 【付属品】

だ液抜き
キャップ

だ液抜きの仕方
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：特製ショート唄口/MP-141
：S型唄口/MP-151
：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-2006

開
閉

本体右側にある金属製のネジ式キャップを開け、
取り外します。マウスピース差込口から強く息を吹き
込んで内部の水分を抜きます。この時鍵盤を押さな
いようご注意ください。その後、キャップをしっかりと
閉めてください。

使用後は内部の水分を抜いてください。水分が
残ったままでの保管は製品を傷めます。

※キャップのヒモは
切らないでください。

水分

Hand strap

Attach a mouthpiece here

Strap buttons

[Back side] [Accessories]

Screw cap

How to release the moisture
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: Special short mouthpiece/MP-141
: S shaped mouthpiece/MP-151
: Mouthpiece with tube and 
  L shaped joint/MP-171
: Soft bag/MP-2006

OPEN
CLOSE

Fi rs t , open the screw cap. Then, b low st rongly  
from mouthpiece side without pressing any keys. 
Mois ture  is  re leased f rom the ho le . A f ter  tha t , 
close the screw cap.

Re lease bu i l t -up mois ture f rom the inst rument  
after use. 

Don’t cut this string.

moisture

JA
P
A
N

JA
P
A
N

●温度や湿度が高い場所、またエアコンなどによって急激に温度・湿度が変化する場所での使用や保管はしないでください。木材の膨張や変形・割れ、またカビなど
の原因となります。本製品の使用・保管は、直射日光の当たらない風通しの良い場所でおこなってください。●もし製品が濡れてしまった場合は、すぐに乾いたやわらか
い布で水分をしっかりと拭き取り、陰干ししてよく乾かしてください。●本製品を改造・分解しないでください。製品が破損する原因となります。●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や硬いものを乗せたりしないでください。故障や破損の原因となります。●本製品に異物や液体を入れないでください。故障や破損
の原因となります。●お手入れはやわらかい布でから拭きしてください。アルコール、シンナー、ベンジン等の使用は製品を傷めますので絶対にしないでください。

木製鍵盤ハーモニカ 
仕　様

使用上の注意

各部の名称

Wooden Alto Melodion 
W-37 I n s t r uc t i ons

この度は弊社製品をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。

本製品は木材（天然木）を使用しています。木材は温度や湿度の変化に弱く、割れやすい性質があります。

本紙に記載の注意事項を必ずお読みいただき正しくご使用・保管してください。

また、天然木を使用しているため、木目や色、節目等が個々に異なり、時間が経つにつれ色も変化し風合いが出ます。

これらの特徴をあらかじめご了承ください。

Thank you very much for purchasing our product. This instrument is made of wood (natural wood). The wood has the property of 

weakness against the change in temperature and humidity, and splits easily. Please be sure to read the following precautions 

thoroughly so that the product can be used and stored correctly. Also, since the natural wood is used, the wood grain, color, knot and 

so on are different individually, and the color will be changed and look even better as they get older. Please understand these features.

SPECIFICATIONS

Keys/Range

Size/Weight

Accessories

Notes

：
：
：

：

Alto 37 keys / f～f3

W20” x D5” x H2.5” (W502mm x D128mm x H65mm) / 2.4lb (1100g)

Soft bag/MP-2006,Three mouthpieces (Special short mouthpiece/MP-141, 

S shaped mouthpiece/MP-151, Mouthpiece with tube and L shaped joint/MP-171)

With Strap buttons

2-25-12 Ryoke, Naka-Ku,  Hamamatsu  Japan

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

00457-00033
7104-1C2D-APR-MM-243-A

ギターストラップ取り付け用ピンです。ストラップご使用の際には、ストラップ
が外れて楽器が落下したりしないよう、しっかりと取り付けてください。また
ストラップの説明書の指示に従って正しくご使用ください。

●Do not use or store this instrument in or near high temperatures or humidity atmospheres, or the locat ions with sudden temperature changes and high 
humidity by using air conditioner and so on. This could cause expanding and cracking of the wood, or growth of mold on the wood. Please store this instrument 
in an area out of direct sunlight and airy. ●When the instrument becomes wet, please wipe off the water thoroughly with a soft cloth immediately and dry it in 
the shade. ●Do not modify or disassemble the instrument. This could cause damage. ●Do not hit or drop this instrument, or place a heavy or a hard object 
on it. It could cause damage. ●Do not put any foreign object or liquids inside. It could cause damage. ●Please clean this instrument with a dry soft cloth. Do 
not use thinner’s or petro-chemical-based polishes. 

CAUTION

PARTS AND ACCESSORIES

These are the buttons for attaching the guitar strap. When using the 
strap, please make sure to attach it firmly to prevent the instrument 
comes loose and fa l ls . A lso, p lease fo l low the ins t ruct ion o f  the 
strap and use it correctly.

鍵盤数・音域
材 質
寸 法 / 重 量
付 属 品

備 考

アルト37鍵盤 f～f3

マホガニー（カバー）、ローズウッド・ブナ（鍵盤表面）、リン青銅（リード）、ABS（樹脂部）
W502×D128×H65mm / 1100g
ソフトケース（MP-2006）
マウスピース3種（特製ショート/MP-141・S型/MP-151・L字ジョイントロング/MP-171）
ストラップピン付き

：
：
：
：

：
W-37 取 扱 説 明 書


