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スズキ鍵盤ハーモニカ
修理対応のご案内

鍵盤ハーモニカをご愛用いただき、誠にありがとうございます。

お使いいただいている鍵盤ハーモニカの修理が必要な際には

本紙をご使用になって、修理をご依頼ください。

責任を持って対応させていただきます。

スズキがこだわる品質、

それは製品のみならずアフターサービスにおいても同様です。

部品の供給や修理対応もスピーディで確実。

ご購入後のお客様に不安を与えないのもスズキ品質の1つです。

元気になった鍵盤ハーモニカで演奏を楽しんでください。

お客様へ

4

もしくは・・・
鍵盤ハーモニカをご購入された販売店様にお持ち込みください。
「修理申込書」と「修理品」をご一緒にお渡しください。

「修理品」に必ず「修理申込書」を添えてスズキ楽器にご送付ください。

本紙中ページの「修理価格表」でご検討の上、
修理をご希望の場合は「修理申込書」をご記入ください。

弊社より郵送する｢修理明細書」のご確認と、
「コンビニ専用払込取扱票」にてお支払い※をお願いいたします。

「修理完了品」の受領と修理のご確認をお願いいたします。

○スズキ楽器にて「修理品」・「修理申込書」を受領、修理内容の確認。
○「修理明細書」・「請求書兼払込取扱票」をお客様へ郵送いたします。
○修理作業を開始いたします。

○弊社にてお客様からのご入金の確認。
○修理完了。
○修理完了品をお客様へご返送いたします。

※払込手数料は弊社負担

◆ セブンイレブン　◆ ファミリーマート　◆ ローソン　など

株式会社 鈴木楽器製作所　サービスセンター　〒430-0852　静岡県浜松市中区領家3-20-13　TEL（053）463-9211

※その他のお支払い可能なコンビニエンスストアは払込取扱票の裏面でご確認ください。

※修理期間は通常、弊社営業日で10～14日間ほどいただいておりますが、機種や故障の状態、
　また混雑状況によって、通常日数よりお時間がかかる場合がございます。
　何卒ご了承ください。

「コンビニ専用払込取扱票」をご持参の上、レジにてお支払いください。

その際「払込受領証」を必ずお手元に保管してください。お支払い済みの確認書類になります。

全国の主要コンビニエンスストアにてお支払いいただけます。

※その際のお支払いや修理の流れ等については販売店様におたずねください。
※お申込み後のキャンセルはお受けできません。

※楽器が壊れないよう厳重に梱包してください。
※送料はお客様のご負担となります。

※ご入金のタイミングや、修理品の混雑状況によっては、確認や修理に日数がかかる場合がございます。

修理完了品お受け取り後、ご不明な点やお気づきの点がございましたらご連絡ください。

※修理完了品出荷日の連絡をご希望の方にのみ発送時にご連絡させていただきます。
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修理の流れ
お申し込み後のキャンセルはお受けできません。また送料はお客様のご負担となりますことをご了承ください。



￥700（税抜）1回あたり

修理品をまとめてご送付いただければ、1 本あたりの送料を軽減できます。返送料金

鍵盤ハーモニカの修理をお申し込みいただきますと、お客様からお送りいただく際の送料の他に、
「修理代」＋「返送料金」、または「修理代」＋「商品・部品代」＋「返送料金」がかかります。

・本体カバー、リードプレートセット、唄口、ケース等の基本修理を超える部品交換が必要な場合は別途見積をさせていただきます。
※1　部品代とは、交換に必要なリード、ネジ類、シートパッキン（使用している機種のみ）のことで、修理代に含まれます。

※プレートセットを交換する際には、上記のシートパッキン（部品）も同時に購入・交換して下さい。
※プレートセットはご自身でパーツの交換や調律などもされるメンテナンスに熟知された方向け
　の商品です。

修理内容

本紙に記載の価格は全て税抜表示です。別途消費税がかかります。

対象機種：ハモンドエレアコモデルシリーズ、W-37、PRO-37シリーズ、M-37Cplus

修理代（税抜）

② 上記内容を超えた修理（ピッチ変更を含む）

① 調律・整音　リード折れ 3弁までの交換・部品代※1

￥4,000

￥3,000

修理内容

対象機種：バス・ソプラノモデル（B-24C、S-32C、MX-27S など）

修理代（税抜）

④ 上記内容を超えた修理（ピッチ変更を含む）

③ 調律・整音　リード折れ 3弁までの交換・部品代※1

￥3,000

￥2,000

修理内容

対象機種：教育用モデル（M-37C、M-32C、MXA-32、FA-32、MFA-32、MX-27 など）

修理代（税抜）

⑥ 上記内容を超えた修理（ピッチ変更を含む）

⑤ 調律・整音　リード折れ 3弁までの交換・部品代※1

￥2,200

￥1,200

修理代

￥500

￥600

￥600

￥1,800

￥3,000

特製ショート唄口　MP-141

Ｌ字ジョイントロングマウスピース　MP-171

トロンボーン型マウスピース　MP-191

Ｓ型唄口　MP-151

商品名 鍵盤ハーモニカの種類料金（税抜）

フレキシブルマウスピース　MP-161

㋑

㋐

㋒

㋓

㋔

￥2,500１からはじめる大人のケンハモ ㋕

￥2,500知ってるメロディでチャレンジ！
大人のケンハモレッスン ㋖

￥2,500素敵な大人のケンハモアンサンブル ㋗

￥450卓奏唄口　MP-113 ㋘

￥300立奏唄口　MP-121 ㋙

￥450卓奏唄口Ｌ　MP-500Ｌ ㋚

￥300トランペット唄口　MP-131 ㋛

￥80かいめいシール　DRM-1 ㋜

￥200かいめいシール２　DRM-2 ㋝

￥200

￥150

PRO-44HP、PRO-44H、
PRO-37、M-37C/plus、W-37

PRO-24B、B-24C

部品名 料金（税抜）

㋞

㋟

シートパッキン

シートパッキン

プレートセット

メロディオン修理工具セット　MRT-01

￥10,000

￥8,000

￥5,000

鍵盤ハーモニカの種類 料金（税抜）

㋣

㋢

㋤

PRO-37 ／W-37

PRO-44H

PRO-24B

￥3,000

㋥

PRO-27S

￥4,000

￥4,000㋦

M-37Cplus ／M-37C

商品・部品名
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￥10,000

㋡

㋠PRO-44HP

Ver.1 2022.02.01鍵盤ハーモニカ修理価格表

ご記入になった本紙と修理品を
同梱の上、右記住所へご送付ください。

修理品はご購入された販売店様へお持ち込みいただくことも可能です。修理申込書（本書）と修理品をご一緒にお渡しください。
その場合のお支払いや修理の流れ等は販売店様におたずねください。

株式会社 鈴木楽器製作所 サービスセンター　
〒430-0852 静岡県浜松市中区領家3-20-13 TEL（053）463-9211

※下表の①～⑥は右表の修理内容および修理代を、㋐～㋦は商品・部品名および料金を表します。

④￥2,000+返送料￥700＝￥2,700+（消費税）

⑤￥1,200+㋘￥450+返送料￥700＝￥2,350+（消費税）

②￥4,000+返送料￥700＝￥4,700+（消費税）

①￥3,000+返送料￥700＝￥3,700+（消費税）

修理例と料金例

PRO-37V3　リード折れ2弁　調律･整音

PRO-44Hv2　ピッチ変更

S-32C　ネジ取れ2本　調律・整音

MXA-32　リード折れ1弁　調律・整音　MP-113購入

料金例種類

一般用
鍵盤ハーモニカ

教育用
鍵盤ハーモニカ

修理例

2

Ver.1 2022.02.01※社内記入欄です。このスペースには何も記入しないでください。

太枠内の項目を記入し、キリトリ線で切り取って
修理品と一緒にご送付ください。 記入日

お名前 お電話（市外局番から記入） （　　　　　　）　　　　　　　－

（　　　　　　）　　　　　　　－ （　　　　　　）　　　　　　　－

〒　　　　－
ご住所

お電話

メール

お支払い

商品名 税抜価格 数量 数量商品名 税抜価格

郵便局でのお振込にてお支払いをご希望される方はこちらを○で囲んでください。

修理品に同梱にて手配・発送させていただきます。下記注文書にご記入ください。 例）卓奏唄口MP-113、かいめいシール DRM-1、１からはじめる大人のケンハモ など

FAX

※連絡をご希望でない方は空欄のままで結構です。

郵便振込を希望します

□資料の送付を希望しない

修理機種 修理依頼内容（どのような時にどのような症状が発生するのか詳しくご記入ください。）

※携帯でメール受信される場合はPCメール受信拒否設定を解除してください。
　弊社からのメールは　service@suzuki-music.co.jp　です。
※お間違いないようにハッキリと明記してください。

申込書にご記入いただきましたお名前など（個人情報）は、株式会社 鈴木楽器製作所からのご案内、及び広告資料等の送付に使わせていただく場合がございます。
これ以外の目的（第三者への提供）には、一切使用することはございません。資料の送付をご希望されない場合は、チェックボックスにチェックしてください。

修理完了品出荷日の連絡をご希望の方はこちらにご記入ください。発送時に、電話・FAX・メールのいずれかでご連絡
させていただきます。日中ご連絡が取れる番号をお書き間違いのないようご記入ください。

年　　月　　日修理申込書

商品のご注文 修理品とご一緒に付属品や書籍のご注文はいかがでしょうか？

受付日/ 修理No./ 請求書発行日/

お申し込み後のキャンセルはお受けできません。また送料はお客様のご負担となりますことをご了承ください。

キ
リ
ト
リ
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ご購入後のお客様に不安を与えないのもスズキ品質の1つです。

元気になった鍵盤ハーモニカで演奏を楽しんでください。

お客様へ

4

もしくは・・・
鍵盤ハーモニカをご購入された販売店様にお持ち込みください。
「修理申込書」と「修理品」をご一緒にお渡しください。

「修理品」に必ず「修理申込書」を添えてスズキ楽器にご送付ください。

本紙中ページの「修理価格表」でご検討の上、
修理をご希望の場合は「修理申込書」をご記入ください。

弊社より郵送する｢修理明細書」のご確認と、
「コンビニ専用払込取扱票」にてお支払い※をお願いいたします。

「修理完了品」の受領と修理のご確認をお願いいたします。

○スズキ楽器にて「修理品」・「修理申込書」を受領、修理内容の確認。
○「修理明細書」・「請求書兼払込取扱票」をお客様へ郵送いたします。
○修理作業を開始いたします。

○弊社にてお客様からのご入金の確認。
○修理完了。
○修理完了品をお客様へご返送いたします。

※払込手数料は弊社負担

◆ セブンイレブン　◆ ファミリーマート　◆ ローソン　など

株式会社 鈴木楽器製作所　サービスセンター　〒430-0852　静岡県浜松市中区領家3-20-13　TEL（053）463-9211

※その他のお支払い可能なコンビニエンスストアは払込取扱票の裏面でご確認ください。

※修理期間は通常、弊社営業日で10～14日間ほどいただいておりますが、機種や故障の状態、
　また混雑状況によって、通常日数よりお時間がかかる場合がございます。
　何卒ご了承ください。

「コンビニ専用払込取扱票」をご持参の上、レジにてお支払いください。

その際「払込受領証」を必ずお手元に保管してください。お支払い済みの確認書類になります。

全国の主要コンビニエンスストアにてお支払いいただけます。

※その際のお支払いや修理の流れ等については販売店様におたずねください。
※お申込み後のキャンセルはお受けできません。

※楽器が壊れないよう厳重に梱包してください。
※送料はお客様のご負担となります。

※ご入金のタイミングや、修理品の混雑状況によっては、確認や修理に日数がかかる場合がございます。

修理完了品お受け取り後、ご不明な点やお気づきの点がございましたらご連絡ください。

※修理完了品出荷日の連絡をご希望の方にのみ発送時にご連絡させていただきます。

2201-1B-APR-ME-055-A

修理の流れ
お申し込み後のキャンセルはお受けできません。また送料はお客様のご負担となりますことをご了承ください。
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