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トーンチャイムカタログ

グループで創る、ひとつの音楽。　スズキ  トーンチャイム

RANGE  TABLE
トーンチャイム音域表

OPTION
オプション

札　幌／011-551-8911　仙　台／022-244-3121　東　京／03-5204-3130　浜　松／053-463-6602
名古屋／052-703-7715　大　阪／06-6190-7911　高　松／087-837-6070　広　島／082-509-2225
福　岡／092-573-7251　熊　本／096-213-7733

●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷の関係で多少、実物と異なる場合があります。
●詳しくは、各地の取扱店、または営業所にお問い合わせください。
●製品価格には送料・設置費用は含まれておりません。
●このカタログの内容は2020年3月1日現在のものです。

本社
〒430-0852 浜松市中区領家2-25-12
Tel.053-461-2325
Fax.053-463-5858
www.suzuki-music.co.jp

0203-3B-APR-PD-017-K

MT-3
ミュージックテーブル

税込価格 ¥27,500（本体￥25,000）

品 番 価 格 対応機種

HBC-250N

HBC-120A

HBC-120B

HBC-7

HBC-160

HBC-100

税込価格 ¥27,500（本体¥25,000）

税込価格 ¥25,300（本体¥23,000）

税込価格 ¥27,500（本体¥25,000）

税込価格 ¥29,700（本体¥27,000）

税込価格 ¥11,000（本体¥10,000）

税込価格 ¥8,800（本体¥8,000）

HB-250N

HB-120A

HB-120B

HB-7C

HB-160

HB-100
※付属のケースが壊れた際には、
　ケースのみお買い求めいただけます。

三段階の高さ調節が可能です。またスタンドがジャマにならない
設計です。便利な譜面立てもテーブル一体型で付いています。

【トーンチャイム本体五線譜表記】

【トーンチャイム実音】

【ピアノ8 8鍵盤】

（）内はトーンチャイムの本体音名表記

実音より1オクターブ低い表記になっています。

■音名表記について
トーンチャイムの本体音名表記はハンドベルの演
奏において一般的に使用される「MC=C4」の表
記にしています。

■五線譜表記について
トーンチャイムの本体五線譜表記は実音よりも1
オクターブ低い表記となっております。これは実音
通りの五線譜表記では読みづらくなるため、もっと
も読みやすい位置に合わせたもので五線譜表記
においてよく用いられる方法です。

HB-250LC

HB-250N

［寸法］テーブル 33.7×86cm
　　　スタンド 66cm・80cm・90cm
　　　三段階高さ調節
［重量］6.5kg　［付属品］ソフトケース

トーンチャイムをご使用の際には、
テーブルに布等を敷くことをお勧めいたします。
※写真のトーンチャイム･布は付属しておりません。

リミテッドカラーモデル登場数量限定



A4～F6（幹音のみ）・A4#/B4♭・Ｆ5#/G5♭・A5#/B5♭

HB-160 税込価格 ¥62,700
（本体 ￥57,000）

G3～B3・C7#/D7♭～G7

HB-120B 税込価格 ¥83,600
（本体 ￥76,000）

HB-250、HB-120Aにプラスしてさらに音域を上下に
広げる12音セット。HB-250+HB-120A+HB-120Bで
4オクターブをカバー。
ケース付き

C6～C7（幹音のみ）・F6#/G6♭・A6#/B6♭

HB-100 税込価格 ¥38,500
（本体 ￥35,000）

トーンチャイムを試してみたい、音あそびに使いたいと
お考えの方に適した10音セット。
ケース、六角棒スパナ×1本付き

C3～F3#/G3♭

HB-7C 税込価格 ¥105,600
（本体 ￥96,000）

C4～F4#/G4♭・G6#/A6♭～C7

HB-120A 税込価格 ¥77,000
（本体 ￥70,000）

HB-250にプラスして音域を上下に広げる12音セット。
HB-250+HB-120Aで3オクターブをカバー。
ケース付き

HB-250LC 税込価格 ¥137,500
（本体 ￥125,000）

基本セットのリミテッドカラーモデル。幹音はゴールド、派生音は
ダークグレーに、どちらもマットな輝きを持つ上品な仕上げ。
ステージと奏者を一層華やかに彩ります。また、音名表記には
「ユニバーサルデザインフォント」を使い、もっと身近で、やさしい
楽器を目指しました。

追加音
セット

追加音
セット

追加音
セット

音あそび向け
セット

音あそび向け
セット

基本
セット

www.suzuki-music.co.jp

検索スズキ トーンチャイム

共振フォークを利用した普及型ハンドベル。
独自のハンマー機構と高級アルミの使用により、すばらしい
音色を実現しました。基本セットを中心に全4オクターブ半を
揃えると、低音域も充実し幅広い楽曲を演奏することが
できます。グループの中でそれぞれが個性や感性を育み、
新しい感動を覚えます。シンプルかつ繊細なトーンチャイムは、
演奏愛好家をはじめ、学校教育や養護施設、様々なサークル
など幅広く活用されております。

みなさんの演奏動画が見られます。
投稿もお待ちしています。
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HB-250、HB-120A、HB-120Bにプラスして低音側
に音域を広げる7音セット。HB-250+HB-120A+
HB-120B+HB-7Cで4オクターブ半に。
ケース、六角棒スパナ×3本付き

幹音を主にした1オクターブ程度の簡単な演奏をお
考えの方に適したお求めやすい16音セット。
ケース、六角棒スパナ×1本付き

G4～G6

HB-250N 税込価格 ¥104,500
（本体 ￥95,000）

トーンチャイム全音域4オクターブ半のうち、中心とな
る25音セット。まずはこのセットを揃えましょう。
ケース、六角棒スパナ×3本、ヘッドフェルト×5本付き

基本
セット

89

37

8
［寸法］38×13.5×67.5cm
［重量］11.4kg

［寸法］89×8×37cm
［重量］8.2kg

［寸法］34×8×28cm
［重量］2.5kg

［寸法］58×8×37cm
［重量］5.3kg［寸法］98.5×12.5×51cm

［重量］16.5kg

［寸法］70×12×35cm
［重量］7.9kg

［寸法］54×11×39cm
［重量］6.6kg

35

7012

寸法（cm）

39

5411

寸法（cm）

リミテッドカラーモデル

数量限定

可搬性に優れたキャスター
付ケースになりました。

納品にお時間をいただく場合がございます。

P U B L I C A T I O N S
出版物

新訂トーンチャイム入門

菅野眞子／著
トーンチャイムの演奏の仕方からベル割り、
スコアの作り方まで詳しく解説した入門書です。

税込価格 ¥1,320
（本体￥1,200）

トーンチャイムミュージックブック

全日本器楽指導協会／編著
楽器の構造・発音方法から実際曲を演奏するま
で、分かりやすく説明します。
チム・チム・チェリー／夏は来ぬ／大きな古時計
他全26曲

税込価格 ¥1,760
（本体￥1,600）

トーンチャイム小曲集（初級編）

サーベル社／監修
これからトーンチャイムを始めようと思っている方
へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するための
曲集です。
オーラ・リー／天国と地獄／威風堂々
他全17曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

CDトーンチャイム クリスマスソング

ポピュラーなクリスマスキャロルをトーンチャイムで
演奏したアルバムです。
夕べの鐘／うまやの中に／トレパーク　
他全24曲

税込価格 ¥1,870
（本体￥1,700）

CDトーンチャイム曲集 グリーンアルバム

美しいクラシック曲といつまでも色あせないポピュ
ラーの名曲を集めました。
ピアノソナタOP.53 4楽章／主よ人の望みの喜
びよ／星に願いを　他全18曲

税込価格 ¥2,095
（本体￥1,905）

CDトーンチャイム曲集 VOL.1クリスマスアルバム

クリスマスソングを集めたトーンチャイム曲集。
羊飼いの歌／メリークリスマス／赤鼻のトナカイ
他全27曲

税込価格 ¥1,709
（本体￥1,554）

Tone Chime Fantasy

熊原幹恵／編著
本曲集は4オクターブ半を使用したアレンジにな
っています。上級者向けの曲集です。
さくら独唱／赤いスイートピー　他全10曲

税込価格 ¥1,980
（本体￥1,800）

トーンチャイムのためのクラシック名曲集

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってクラシックの名曲を演奏し
たい方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏する
ためにアレンジされた曲集です。
のばら／パッヘルベルのカノン／G線上のアリア
他全27曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイムのためのJ-POP2

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってJ-POPの名曲を演奏した
い方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するた
めにアレンジされた曲集の第2弾です。
桜／涙そうそう／夜空ノムコウ　他全24曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

音楽療法の現場で

サーベル社／監修
ミュージックベル、トーンチャイムを音楽療法の
現場で使用することを想定した内容になってい
ます。
雪／かごめかごめ／オーラリー　他全35曲

税込価格 ¥1,980
（本体￥1,800）

増補改訂版

トーンチャイムのためのスタジオジブリ作品集

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってスタジオジブリの映画音楽
を演奏したい方へ。1人、2人、3人・・・と少人数
でも演奏できるように編曲しました。
さんぽ／君をのせて／もののけ姫　他全20曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

トーンチャイム教本

サーベル社／監修
トーンチャイムの構造、演奏の仕方など、やさしく
解説した教本です。
春の小川／聖者の行進／世界に一つだけの花
他全17曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

※出版物に関する最新の情報（価格・掲載曲一覧など）につきましてはスズキwebサイトでご確認いただけます。

ひとりひとりが、それぞれの音を受け持ち、

グループでひとつの音楽を創りあげる。

みんなで楽しむ音楽だから、こんなカタチになりました。

トーンチャイム小曲集（導入編）

サーベル社／監修
これからトーンチャイムを始めようと思っている方
へ。2オクターブで演奏するための曲集です。
キラキラ星／ジングルベル／夕やけこやけ
他全25曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイムのためのJ-POP

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってJ-POPの名曲を演奏した
い方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するた
めにアレンジされた曲集です。
TSUNAMI／明日があるさ／おさかな天国　
他全24曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイム・ハンドベルのためのブライダル曲集

サーベル社／監修
トーンチャイムやハンドベルにピッタリのブライダ
ルで演奏される曲を集めました。
乾杯／結婚行進曲／Love Love Love
他全29曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

寸法（cm） 寸法（cm） 寸法（cm）

寸法（cm）

［ケース］
ダークブラウン（本革調）

A4～F6（幹音のみ）・A4#/B4♭・Ｆ5#/G5♭・A5#/B5♭

HB-160 税込価格 ¥62,700
（本体 ￥57,000）

G3～B3・C7#/D7♭～G7

HB-120B 税込価格 ¥83,600
（本体 ￥76,000）

HB-250、HB-120Aにプラスしてさらに音域を上下に
広げる12音セット。HB-250+HB-120A+HB-120Bで
4オクターブをカバー。
ケース付き

C6～C7（幹音のみ）・F6#/G6♭・A6#/B6♭

HB-100 税込価格 ¥38,500
（本体 ￥35,000）

トーンチャイムを試してみたい、音あそびに使いたいと
お考えの方に適した10音セット。
ケース、六角棒スパナ×1本付き

C3～F3#/G3♭

HB-7C 税込価格 ¥105,600
（本体 ￥96,000）

C4～F4#/G4♭・G6#/A6♭～C7

HB-120A 税込価格 ¥77,000
（本体 ￥70,000）

HB-250にプラスして音域を上下に広げる12音セット。
HB-250+HB-120Aで3オクターブをカバー。
ケース付き

HB-250LC 税込価格 ¥137,500
（本体 ￥125,000）

基本セットのリミテッドカラーモデル。幹音はゴールド、派生音は
ダークグレーに、どちらもマットな輝きを持つ上品な仕上げ。
ステージと奏者を一層華やかに彩ります。また、音名表記には
「ユニバーサルデザインフォント」を使い、もっと身近で、やさしい
楽器を目指しました。

追加音
セット

追加音
セット

追加音
セット

音あそび向け
セット

音あそび向け
セット

基本
セット

www.suzuki-music.co.jp

検索スズキ トーンチャイム

共振フォークを利用した普及型ハンドベル。
独自のハンマー機構と高級アルミの使用により、すばらしい
音色を実現しました。基本セットを中心に全4オクターブ半を
揃えると、低音域も充実し幅広い楽曲を演奏することが
できます。グループの中でそれぞれが個性や感性を育み、
新しい感動を覚えます。シンプルかつ繊細なトーンチャイムは、
演奏愛好家をはじめ、学校教育や養護施設、様々なサークル
など幅広く活用されております。

みなさんの演奏動画が見られます。
投稿もお待ちしています。
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HB-250、HB-120A、HB-120Bにプラスして低音側
に音域を広げる7音セット。HB-250+HB-120A+
HB-120B+HB-7Cで4オクターブ半に。
ケース、六角棒スパナ×3本付き

幹音を主にした1オクターブ程度の簡単な演奏をお
考えの方に適したお求めやすい16音セット。
ケース、六角棒スパナ×1本付き

G4～G6

HB-250N 税込価格 ¥104,500
（本体 ￥95,000）

トーンチャイム全音域4オクターブ半のうち、中心とな
る25音セット。まずはこのセットを揃えましょう。
ケース、六角棒スパナ×3本、ヘッドフェルト×5本付き

基本
セット
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［寸法］38×13.5×67.5cm
［重量］11.4kg

［寸法］89×8×37cm
［重量］8.2kg

［寸法］34×8×28cm
［重量］2.5kg

［寸法］58×8×37cm
［重量］5.3kg［寸法］98.5×12.5×51cm

［重量］16.5kg

［寸法］70×12×35cm
［重量］7.9kg

［寸法］54×11×39cm
［重量］6.6kg
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7012

寸法（cm）
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寸法（cm）

リミテッドカラーモデル

数量限定

可搬性に優れたキャスター
付ケースになりました。

納品にお時間をいただく場合がございます。

P U B L I C A T I O N S
出版物

新訂トーンチャイム入門

菅野眞子／著
トーンチャイムの演奏の仕方からベル割り、
スコアの作り方まで詳しく解説した入門書です。

税込価格 ¥1,320
（本体￥1,200）

トーンチャイムミュージックブック

全日本器楽指導協会／編著
楽器の構造・発音方法から実際曲を演奏するま
で、分かりやすく説明します。
チム・チム・チェリー／夏は来ぬ／大きな古時計
他全26曲

税込価格 ¥1,760
（本体￥1,600）

トーンチャイム小曲集（初級編）

サーベル社／監修
これからトーンチャイムを始めようと思っている方
へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するための
曲集です。
オーラ・リー／天国と地獄／威風堂々
他全17曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

CDトーンチャイム クリスマスソング

ポピュラーなクリスマスキャロルをトーンチャイムで
演奏したアルバムです。
夕べの鐘／うまやの中に／トレパーク　
他全24曲

税込価格 ¥1,870
（本体￥1,700）

CDトーンチャイム曲集 グリーンアルバム

美しいクラシック曲といつまでも色あせないポピュ
ラーの名曲を集めました。
ピアノソナタOP.53 4楽章／主よ人の望みの喜
びよ／星に願いを　他全18曲

税込価格 ¥2,095
（本体￥1,905）

CDトーンチャイム曲集 VOL.1クリスマスアルバム

クリスマスソングを集めたトーンチャイム曲集。
羊飼いの歌／メリークリスマス／赤鼻のトナカイ
他全27曲

税込価格 ¥1,709
（本体￥1,554）

Tone Chime Fantasy

熊原幹恵／編著
本曲集は4オクターブ半を使用したアレンジにな
っています。上級者向けの曲集です。
さくら独唱／赤いスイートピー　他全10曲

税込価格 ¥1,980
（本体￥1,800）

トーンチャイムのためのクラシック名曲集

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってクラシックの名曲を演奏し
たい方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏する
ためにアレンジされた曲集です。
のばら／パッヘルベルのカノン／G線上のアリア
他全27曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイムのためのJ-POP2

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってJ-POPの名曲を演奏した
い方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するた
めにアレンジされた曲集の第2弾です。
桜／涙そうそう／夜空ノムコウ　他全24曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

音楽療法の現場で

サーベル社／監修
ミュージックベル、トーンチャイムを音楽療法の
現場で使用することを想定した内容になってい
ます。
雪／かごめかごめ／オーラリー　他全35曲

税込価格 ¥1,980
（本体￥1,800）

増補改訂版

トーンチャイムのためのスタジオジブリ作品集

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってスタジオジブリの映画音楽
を演奏したい方へ。1人、2人、3人・・・と少人数
でも演奏できるように編曲しました。
さんぽ／君をのせて／もののけ姫　他全20曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

トーンチャイム教本

サーベル社／監修
トーンチャイムの構造、演奏の仕方など、やさしく
解説した教本です。
春の小川／聖者の行進／世界に一つだけの花
他全17曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

※出版物に関する最新の情報（価格・掲載曲一覧など）につきましてはスズキwebサイトでご確認いただけます。

ひとりひとりが、それぞれの音を受け持ち、

グループでひとつの音楽を創りあげる。

みんなで楽しむ音楽だから、こんなカタチになりました。

トーンチャイム小曲集（導入編）

サーベル社／監修
これからトーンチャイムを始めようと思っている方
へ。2オクターブで演奏するための曲集です。
キラキラ星／ジングルベル／夕やけこやけ
他全25曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイムのためのJ-POP

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってJ-POPの名曲を演奏した
い方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するた
めにアレンジされた曲集です。
TSUNAMI／明日があるさ／おさかな天国　
他全24曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイム・ハンドベルのためのブライダル曲集

サーベル社／監修
トーンチャイムやハンドベルにピッタリのブライダ
ルで演奏される曲を集めました。
乾杯／結婚行進曲／Love Love Love
他全29曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

寸法（cm） 寸法（cm） 寸法（cm）

寸法（cm）

［ケース］
ダークブラウン（本革調）



A4～F6（幹音のみ）・A4#/B4♭・Ｆ5#/G5♭・A5#/B5♭

HB-160 税込価格 ¥62,700
（本体 ￥57,000）

G3～B3・C7#/D7♭～G7

HB-120B 税込価格 ¥83,600
（本体 ￥76,000）

HB-250、HB-120Aにプラスしてさらに音域を上下に
広げる12音セット。HB-250+HB-120A+HB-120Bで
4オクターブをカバー。
ケース付き

C6～C7（幹音のみ）・F6#/G6♭・A6#/B6♭

HB-100 税込価格 ¥38,500
（本体 ￥35,000）

トーンチャイムを試してみたい、音あそびに使いたいと
お考えの方に適した10音セット。
ケース、六角棒スパナ×1本付き

C3～F3#/G3♭

HB-7C 税込価格 ¥105,600
（本体 ￥96,000）

C4～F4#/G4♭・G6#/A6♭～C7

HB-120A 税込価格 ¥77,000
（本体 ￥70,000）

HB-250にプラスして音域を上下に広げる12音セット。
HB-250+HB-120Aで3オクターブをカバー。
ケース付き

HB-250LC 税込価格 ¥137,500
（本体 ￥125,000）

基本セットのリミテッドカラーモデル。幹音はゴールド、派生音は
ダークグレーに、どちらもマットな輝きを持つ上品な仕上げ。
ステージと奏者を一層華やかに彩ります。また、音名表記には
「ユニバーサルデザインフォント」を使い、もっと身近で、やさしい
楽器を目指しました。

追加音
セット

追加音
セット

追加音
セット

音あそび向け
セット

音あそび向け
セット

基本
セット

www.suzuki-music.co.jp

検索スズキ トーンチャイム

共振フォークを利用した普及型ハンドベル。
独自のハンマー機構と高級アルミの使用により、すばらしい
音色を実現しました。基本セットを中心に全4オクターブ半を
揃えると、低音域も充実し幅広い楽曲を演奏することが
できます。グループの中でそれぞれが個性や感性を育み、
新しい感動を覚えます。シンプルかつ繊細なトーンチャイムは、
演奏愛好家をはじめ、学校教育や養護施設、様々なサークル
など幅広く活用されております。

みなさんの演奏動画が見られます。
投稿もお待ちしています。
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HB-250、HB-120A、HB-120Bにプラスして低音側
に音域を広げる7音セット。HB-250+HB-120A+
HB-120B+HB-7Cで4オクターブ半に。
ケース、六角棒スパナ×3本付き

幹音を主にした1オクターブ程度の簡単な演奏をお
考えの方に適したお求めやすい16音セット。
ケース、六角棒スパナ×1本付き

G4～G6

HB-250N 税込価格 ¥104,500
（本体 ￥95,000）

トーンチャイム全音域4オクターブ半のうち、中心とな
る25音セット。まずはこのセットを揃えましょう。
ケース、六角棒スパナ×3本、ヘッドフェルト×5本付き

基本
セット

89

37

8
［寸法］38×13.5×67.5cm
［重量］11.4kg

［寸法］89×8×37cm
［重量］8.2kg

［寸法］34×8×28cm
［重量］2.5kg

［寸法］58×8×37cm
［重量］5.3kg［寸法］98.5×12.5×51cm

［重量］16.5kg

［寸法］70×12×35cm
［重量］7.9kg

［寸法］54×11×39cm
［重量］6.6kg

35

7012

寸法（cm）

39

5411

寸法（cm）

リミテッドカラーモデル

数量限定

可搬性に優れたキャスター
付ケースになりました。

納品にお時間をいただく場合がございます。

P U B L I C A T I O N S
出版物

新訂トーンチャイム入門

菅野眞子／著
トーンチャイムの演奏の仕方からベル割り、
スコアの作り方まで詳しく解説した入門書です。

税込価格 ¥1,320
（本体￥1,200）

トーンチャイムミュージックブック

全日本器楽指導協会／編著
楽器の構造・発音方法から実際曲を演奏するま
で、分かりやすく説明します。
チム・チム・チェリー／夏は来ぬ／大きな古時計
他全26曲

税込価格 ¥1,760
（本体￥1,600）

トーンチャイム小曲集（初級編）

サーベル社／監修
これからトーンチャイムを始めようと思っている方
へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するための
曲集です。
オーラ・リー／天国と地獄／威風堂々
他全17曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

CDトーンチャイム クリスマスソング

ポピュラーなクリスマスキャロルをトーンチャイムで
演奏したアルバムです。
夕べの鐘／うまやの中に／トレパーク　
他全24曲

税込価格 ¥1,870
（本体￥1,700）

CDトーンチャイム曲集 グリーンアルバム

美しいクラシック曲といつまでも色あせないポピュ
ラーの名曲を集めました。
ピアノソナタOP.53 4楽章／主よ人の望みの喜
びよ／星に願いを　他全18曲

税込価格 ¥2,095
（本体￥1,905）

CDトーンチャイム曲集 VOL.1クリスマスアルバム

クリスマスソングを集めたトーンチャイム曲集。
羊飼いの歌／メリークリスマス／赤鼻のトナカイ
他全27曲

税込価格 ¥1,709
（本体￥1,554）

Tone Chime Fantasy

熊原幹恵／編著
本曲集は4オクターブ半を使用したアレンジにな
っています。上級者向けの曲集です。
さくら独唱／赤いスイートピー　他全10曲

税込価格 ¥1,980
（本体￥1,800）

トーンチャイムのためのクラシック名曲集

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってクラシックの名曲を演奏し
たい方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏する
ためにアレンジされた曲集です。
のばら／パッヘルベルのカノン／G線上のアリア
他全27曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイムのためのJ-POP2

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってJ-POPの名曲を演奏した
い方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するた
めにアレンジされた曲集の第2弾です。
桜／涙そうそう／夜空ノムコウ　他全24曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

音楽療法の現場で

サーベル社／監修
ミュージックベル、トーンチャイムを音楽療法の
現場で使用することを想定した内容になってい
ます。
雪／かごめかごめ／オーラリー　他全35曲

税込価格 ¥1,980
（本体￥1,800）

増補改訂版

トーンチャイムのためのスタジオジブリ作品集

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってスタジオジブリの映画音楽
を演奏したい方へ。1人、2人、3人・・・と少人数
でも演奏できるように編曲しました。
さんぽ／君をのせて／もののけ姫　他全20曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

トーンチャイム教本

サーベル社／監修
トーンチャイムの構造、演奏の仕方など、やさしく
解説した教本です。
春の小川／聖者の行進／世界に一つだけの花
他全17曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

※出版物に関する最新の情報（価格・掲載曲一覧など）につきましてはスズキwebサイトでご確認いただけます。

ひとりひとりが、それぞれの音を受け持ち、

グループでひとつの音楽を創りあげる。

みんなで楽しむ音楽だから、こんなカタチになりました。

トーンチャイム小曲集（導入編）

サーベル社／監修
これからトーンチャイムを始めようと思っている方
へ。2オクターブで演奏するための曲集です。
キラキラ星／ジングルベル／夕やけこやけ
他全25曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイムのためのJ-POP

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってJ-POPの名曲を演奏した
い方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するた
めにアレンジされた曲集です。
TSUNAMI／明日があるさ／おさかな天国　
他全24曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイム・ハンドベルのためのブライダル曲集

サーベル社／監修
トーンチャイムやハンドベルにピッタリのブライダ
ルで演奏される曲を集めました。
乾杯／結婚行進曲／Love Love Love
他全29曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

寸法（cm） 寸法（cm） 寸法（cm）

寸法（cm）

［ケース］
ダークブラウン（本革調）

A4～F6（幹音のみ）・A4#/B4♭・Ｆ5#/G5♭・A5#/B5♭

HB-160 税込価格 ¥62,700
（本体 ￥57,000）

G3～B3・C7#/D7♭～G7

HB-120B 税込価格 ¥83,600
（本体 ￥76,000）

HB-250、HB-120Aにプラスしてさらに音域を上下に
広げる12音セット。HB-250+HB-120A+HB-120Bで
4オクターブをカバー。
ケース付き

C6～C7（幹音のみ）・F6#/G6♭・A6#/B6♭

HB-100 税込価格 ¥38,500
（本体 ￥35,000）

トーンチャイムを試してみたい、音あそびに使いたいと
お考えの方に適した10音セット。
ケース、六角棒スパナ×1本付き

C3～F3#/G3♭

HB-7C 税込価格 ¥105,600
（本体 ￥96,000）

C4～F4#/G4♭・G6#/A6♭～C7

HB-120A 税込価格 ¥77,000
（本体 ￥70,000）

HB-250にプラスして音域を上下に広げる12音セット。
HB-250+HB-120Aで3オクターブをカバー。
ケース付き

HB-250LC 税込価格 ¥137,500
（本体 ￥125,000）

基本セットのリミテッドカラーモデル。幹音はゴールド、派生音は
ダークグレーに、どちらもマットな輝きを持つ上品な仕上げ。
ステージと奏者を一層華やかに彩ります。また、音名表記には
「ユニバーサルデザインフォント」を使い、もっと身近で、やさしい
楽器を目指しました。

追加音
セット

追加音
セット

追加音
セット

音あそび向け
セット

音あそび向け
セット

基本
セット

www.suzuki-music.co.jp

検索スズキ トーンチャイム

共振フォークを利用した普及型ハンドベル。
独自のハンマー機構と高級アルミの使用により、すばらしい
音色を実現しました。基本セットを中心に全4オクターブ半を
揃えると、低音域も充実し幅広い楽曲を演奏することが
できます。グループの中でそれぞれが個性や感性を育み、
新しい感動を覚えます。シンプルかつ繊細なトーンチャイムは、
演奏愛好家をはじめ、学校教育や養護施設、様々なサークル
など幅広く活用されております。

みなさんの演奏動画が見られます。
投稿もお待ちしています。
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HB-250、HB-120A、HB-120Bにプラスして低音側
に音域を広げる7音セット。HB-250+HB-120A+
HB-120B+HB-7Cで4オクターブ半に。
ケース、六角棒スパナ×3本付き

幹音を主にした1オクターブ程度の簡単な演奏をお
考えの方に適したお求めやすい16音セット。
ケース、六角棒スパナ×1本付き

G4～G6

HB-250N 税込価格 ¥104,500
（本体 ￥95,000）

トーンチャイム全音域4オクターブ半のうち、中心とな
る25音セット。まずはこのセットを揃えましょう。
ケース、六角棒スパナ×3本、ヘッドフェルト×5本付き

基本
セット

89

37

8
［寸法］38×13.5×67.5cm
［重量］11.4kg

［寸法］89×8×37cm
［重量］8.2kg

［寸法］34×8×28cm
［重量］2.5kg

［寸法］58×8×37cm
［重量］5.3kg［寸法］98.5×12.5×51cm

［重量］16.5kg

［寸法］70×12×35cm
［重量］7.9kg

［寸法］54×11×39cm
［重量］6.6kg

35

7012

寸法（cm）

39

5411

寸法（cm）

リミテッドカラーモデル

数量限定

可搬性に優れたキャスター
付ケースになりました。

納品にお時間をいただく場合がございます。

P U B L I C A T I O N S
出版物

新訂トーンチャイム入門

菅野眞子／著
トーンチャイムの演奏の仕方からベル割り、
スコアの作り方まで詳しく解説した入門書です。

税込価格 ¥1,320
（本体￥1,200）

トーンチャイムミュージックブック

全日本器楽指導協会／編著
楽器の構造・発音方法から実際曲を演奏するま
で、分かりやすく説明します。
チム・チム・チェリー／夏は来ぬ／大きな古時計
他全26曲

税込価格 ¥1,760
（本体￥1,600）

トーンチャイム小曲集（初級編）

サーベル社／監修
これからトーンチャイムを始めようと思っている方
へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するための
曲集です。
オーラ・リー／天国と地獄／威風堂々
他全17曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

CDトーンチャイム クリスマスソング

ポピュラーなクリスマスキャロルをトーンチャイムで
演奏したアルバムです。
夕べの鐘／うまやの中に／トレパーク　
他全24曲

税込価格 ¥1,870
（本体￥1,700）

CDトーンチャイム曲集 グリーンアルバム

美しいクラシック曲といつまでも色あせないポピュ
ラーの名曲を集めました。
ピアノソナタOP.53 4楽章／主よ人の望みの喜
びよ／星に願いを　他全18曲

税込価格 ¥2,095
（本体￥1,905）

CDトーンチャイム曲集 VOL.1クリスマスアルバム

クリスマスソングを集めたトーンチャイム曲集。
羊飼いの歌／メリークリスマス／赤鼻のトナカイ
他全27曲

税込価格 ¥1,709
（本体￥1,554）

Tone Chime Fantasy

熊原幹恵／編著
本曲集は4オクターブ半を使用したアレンジにな
っています。上級者向けの曲集です。
さくら独唱／赤いスイートピー　他全10曲

税込価格 ¥1,980
（本体￥1,800）

トーンチャイムのためのクラシック名曲集

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってクラシックの名曲を演奏し
たい方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏する
ためにアレンジされた曲集です。
のばら／パッヘルベルのカノン／G線上のアリア
他全27曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイムのためのJ-POP2

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってJ-POPの名曲を演奏した
い方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するた
めにアレンジされた曲集の第2弾です。
桜／涙そうそう／夜空ノムコウ　他全24曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

音楽療法の現場で

サーベル社／監修
ミュージックベル、トーンチャイムを音楽療法の
現場で使用することを想定した内容になってい
ます。
雪／かごめかごめ／オーラリー　他全35曲

税込価格 ¥1,980
（本体￥1,800）

増補改訂版

トーンチャイムのためのスタジオジブリ作品集

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってスタジオジブリの映画音楽
を演奏したい方へ。1人、2人、3人・・・と少人数
でも演奏できるように編曲しました。
さんぽ／君をのせて／もののけ姫　他全20曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

トーンチャイム教本

サーベル社／監修
トーンチャイムの構造、演奏の仕方など、やさしく
解説した教本です。
春の小川／聖者の行進／世界に一つだけの花
他全17曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

※出版物に関する最新の情報（価格・掲載曲一覧など）につきましてはスズキwebサイトでご確認いただけます。

ひとりひとりが、それぞれの音を受け持ち、

グループでひとつの音楽を創りあげる。

みんなで楽しむ音楽だから、こんなカタチになりました。

トーンチャイム小曲集（導入編）

サーベル社／監修
これからトーンチャイムを始めようと思っている方
へ。2オクターブで演奏するための曲集です。
キラキラ星／ジングルベル／夕やけこやけ
他全25曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイムのためのJ-POP

サーベル社／監修
トーンチャイムを使ってJ-POPの名曲を演奏した
い方へ。2オクターブ・3オクターブで演奏するた
めにアレンジされた曲集です。
TSUNAMI／明日があるさ／おさかな天国　
他全24曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

改訂新版

トーンチャイム・ハンドベルのためのブライダル曲集

サーベル社／監修
トーンチャイムやハンドベルにピッタリのブライダ
ルで演奏される曲を集めました。
乾杯／結婚行進曲／Love Love Love
他全29曲

税込価格 ¥1,650
（本体￥1,500）

増補改訂版

寸法（cm） 寸法（cm） 寸法（cm）

寸法（cm）

［ケース］
ダークブラウン（本革調）



教材機能別分類表「ミュージックベルセット」該当品

2020年3月1日現在

トーンチャイムカタログ

グループで創る、ひとつの音楽。　スズキ  トーンチャイム

RANGE  TABLE
トーンチャイム音域表

OPTION
オプション

札　幌／011-551-8911　仙　台／022-244-3121　東　京／03-5204-3130　浜　松／053-463-6602
名古屋／052-703-7715　大　阪／06-6190-7911　高　松／087-837-6070　広　島／082-509-2225
福　岡／092-573-7251　熊　本／096-213-7733

●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷の関係で多少、実物と異なる場合があります。
●詳しくは、各地の取扱店、または営業所にお問い合わせください。
●製品価格には送料・設置費用は含まれておりません。
●このカタログの内容は2020年3月1日現在のものです。

本社
〒430-0852 浜松市中区領家2-25-12
Tel.053-461-2325
Fax.053-463-5858
www.suzuki-music.co.jp

0203-3B-APR-PD-017-K

MT-3
ミュージックテーブル

税込価格 ¥27,500（本体￥25,000）

品 番 価 格 対応機種

HBC-250N

HBC-120A

HBC-120B

HBC-7

HBC-160

HBC-100

税込価格 ¥27,500（本体¥25,000）

税込価格 ¥25,300（本体¥23,000）

税込価格 ¥27,500（本体¥25,000）

税込価格 ¥29,700（本体¥27,000）

税込価格 ¥11,000（本体¥10,000）

税込価格 ¥8,800（本体¥8,000）

HB-250N

HB-120A

HB-120B

HB-7C

HB-160

HB-100
※付属のケースが壊れた際には、
　ケースのみお買い求めいただけます。

三段階の高さ調節が可能です。またスタンドがジャマにならない
設計です。便利な譜面立てもテーブル一体型で付いています。

【トーンチャイム本体五線譜表記】

【トーンチャイム実音】

【ピアノ8 8鍵盤】

（）内はトーンチャイムの本体音名表記

実音より1オクターブ低い表記になっています。

■音名表記について
トーンチャイムの本体音名表記はハンドベルの演
奏において一般的に使用される「MC=C4」の表
記にしています。

■五線譜表記について
トーンチャイムの本体五線譜表記は実音よりも1
オクターブ低い表記となっております。これは実音
通りの五線譜表記では読みづらくなるため、もっと
も読みやすい位置に合わせたもので五線譜表記
においてよく用いられる方法です。

HB-250LC

HB-250N

［寸法］テーブル 33.7×86cm
　　　スタンド 66cm・80cm・90cm
　　　三段階高さ調節
［重量］6.5kg　［付属品］ソフトケース

トーンチャイムをご使用の際には、
テーブルに布等を敷くことをお勧めいたします。
※写真のトーンチャイム･布は付属しておりません。

リミテッドカラーモデル登場数量限定


