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忍 SHINOBIX
フルセット SNB-20
価格：¥8,800（税抜 ¥8,000）

■音域：10 穴 20 音
■調子：C 調

ユーザーズセット SNB-20CVS
価格：¥4,950（税抜 ¥4,500）

※ ハーモニカ本体が付属していない交換用セット。使用可能モデルはスズキウェブサイトをご
覧ください。< カバーセット > SNB-20CV ￥1,650（税抜￥1,500）もございます。

量産品として世界初のサイレンサー付き 10 ホールハーモニカセット。サイレンサー内部はらせ
ん構造になっており、通常モデルの約 1/5 にまで音量を軽減。MANJI など、スズキ 10 穴ハー
モニカの本体に換装可能 ( 一部除く )。

MANJI M-20
G 〜 HiG メジャー
価格：¥4,400（税抜 ¥4,000）

G 〜 HiG その他の音階
価格：¥4,950（税抜 ¥4,500）

Low キー メジャー
価格：¥5,720（税抜 ¥5,200）

■音域：10 穴 20 音　■調子：メジャー 18 調子、その他音階 28 調子
※ MANJI の G・A・B ♭・C・D・E・F 調はマイナー／ナチュラルマイナー／カントリー／セブ
ンスの各チューニングもご用意しています。

木製ボディのサウンドを再現する新素材ボディと色あせることのないクラシックスタイルが生み
出す最高の鳴りと耐久性。究極のスタンダードモデル MANJI。“Low キー” ＆ “新音階” を加え、
より幅広いスタイルをカバー。さらに死角のないモデルへと進化し続けています。

OLIVE C-20
価格：¥4,620（税抜 ¥4,200）

■音域：10 穴 20 音
■調子：メジャー 14 調子

MANJI M-20 のスペックを踏襲した姉妹モデル。背面のカバー開口部から太くまっすぐに発音
する丸く温かい音色。よりメロディックなプレイを意識したサウンドフィーリングです。

FABULOUS F-20E（平均律）F-20J（純正律）
価格：¥15,400（税抜 ¥14,000）

■音域：10 穴 20 音
■調子：G・A・B ♭・C・D 調子

ブラス ( 真鍮 ) 製本体がリードの振動を
余すことなく伝えるため、クリアで重
量感のある音と音量を生み出します。F-20J はスズキ 10 ホールズで唯一、純正律で調律したモ
デル。ハーモニカの特長のひとつである和音演奏は純正律に調律することで、より濁りの無い美
しい響きとなります。

HAMMOND HA-20
価格：¥5,280（税抜 ¥4,800）

■音域：10 穴 20 音
■調子：メジャー 14 調子

世界のブランド「ハモンド」の名を
冠したモデルです。

ULTRA BEND SUB30
価格：¥9,350（税抜 ¥8,500）

■音域：10 穴 20 音
■調子：A・C・D 調子

通常 10H ではベンド奏法以外にオーバーブロウ / ドロウを用いなければ、クロマチックスケー
ルでの奏法は不可能でした。しかし SUB30 は通常のベンド奏法でそれを可能にしました。今ま
では音が出せなくてあきらめていたフレーズも思いのままです。

HARP MASTER MR-200
価格：¥3,300（税抜 ¥3,000）

■音域：10 穴 20 音
■調子：メジャー 14 調子

樹脂ボディならではの吹きやすさとクラシック
スタンダードな音のひびきが特徴です。

PURE HARP MR-550H
価格：¥10,450（税抜 ¥9,500）

■音域：10 穴 20 音
■調子：メジャー 14 調子

PURE HARP は木のサウンドにこだわり、カバーまでも木製で作り上げる事に成功しました。
このカバーは今までにない温かいウッドトーンの響きをもっており世界で唯一スズキだけが持つ
サウンドとなりました。

■ 10 穴ハーモニカ

■クロマチックハーモニカ　音階配列表

■ 10 穴ハーモニカ（C 調）　音階配列表

■ 10 穴ハーモニカ
品名 品番 規格・仕様 税込価格（税抜価格）

MANJI（G〜HiGメジャー） M-20 100×27×18mm 65g カバー/ステンレススチール　ボディ/天然木繊維入樹脂 ABSケース 4,400 （4,000）
MANJI（G〜HiGその他の音階） M-20 100×27×18mm 65g カバー/ステンレススチール　ボディ/天然木繊維入樹脂 ABSケース 4,950 （4,500）
MANJI（Lowキーメジャー） M-20 100×27×22mm 65g カバー/ステンレススチール　ボディ/天然木繊維入樹脂 ABSケース 5,720 （5,200）
忍SHINOBIX（フルセット） SNB-20 サイレンサー・ハーモニカC調  EVAケース 8,800 （8,000）
忍SHINOBIX（ユーザーズセット） SNB-20CVS サイレンサー・上下ハーモニカカバー・カバー留めネジ×2セット EVAケース 4,950 （4,500）
OLIVE C-20 100×27×20mm 70g カバー/ステンレススチール　ボディ/天然木繊維入樹脂 布ケース 4,620 （4,200）
PURE HARP MR-550H 100×27×21mm 65g カバー・ボディ/ハワイアンコア ABSケース 10,450 （9,500）
FABULOUS F-20E 100×27×20mm 157g カバー・ボディ/真鍮+銀鍍金 ABSケース 15,400（14,000）
FABULOUS F-20J 100×27×20mm 157g カバー・ボディ/真鍮+銀鍍金 ABSケース 15,400（14,000）
ULTRA BEND SUB30 104×30×22mm 70g カバー/真鍮+クロム鍍金　ボディ/ABS ABSケース 9,350 （8,500）
HAMMOND HA-20 100×27×20mm 90g カバー/真鍮+ブラックコート　ボディ/アルミ+ブラックコート ABSケース 5,280 （4,800）
HARP MASTER MR-200 103×30×22mm  63g カバー/ステンレススチール　ボディ/ABS ABSケース 3,300 （3,000）

※
※
※
※

※
※

※
※
※
※
※
※

吹
吸

吹
吸

吹
吸

12穴
14穴

16穴

ハーモニカに役立つ情報を随時更新中
●カタログや実際に音の試聴ができる製品情報や

ハーモニカ選びのポイント、演奏テクニック
●製品をご愛用いただいているプレーヤーの方々

からのコメントや動画
●お手入れの仕方やよくあるトラブルなど、ハー

モニカに関する様々な Q&A　などなど

スズキハーモニカ 検 索

ハーモニカ
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