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P-S25F：ソプラノモデル／Soprano model

P-32D：アルトモデル／Alto model

P-25F：アルトモデル／Alto model

P-37D：アルトモデル／Alto model

「ピアニカTM」の音域
“PianicaTM” Note Range

Enjoy playing the pianica solo or in an ensemble.

Alto and soprano models are available.
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Parts of the PianicaTM

Proper Playing Posture

• Thinking Safety

Mouthpiece/Pipe

Keyboard

Black Keys White Keys

Cover

Mouthpiece
Water 
Drain 
Button

Case

Standing

On the Table

Extension Pipe

 Removing the pipe : 

Use your finger to lift the joint (arrow)
from the case.

 Storing the pipe : 

Put the joint into the case first, followed

neatly by the rest of the pipe.

 Attaching the mouthpiece and pipe : 
Rotate the pipe or mouthpiece while

inserting it into the hole.

 Removing : Rotate in the opposite
direction and pull.

Foreign objects in the mouthpiece or pipe 
could be inhaled. Make sure you check inside 
the mouthpiece or pipe before playing.

Make sure you wash your hands and gargle 

before playing.

• Do not wash the pianica or the case.

• Do not take apart the pipe. It may result in

air leaking from the pipe.

• Use a soft, dry cloth to wipe away any dirt.

• Never wipe with thinner or benzene.

If moisture has collected in the instrument, 

press the water drain button and 

blow hard to remove moisture.

* After removing the mouthpiece,

hold the pianica upside down

over a handkerchief and
shake lightly to remove

any moisture inside the
breath hole.

• Do not expose to

strong sunlight for

long periods of time.

• Do not place close to

heat sources.

Pressing on the hinge q 
while pulling up makes 
the latch easier to open 
or close if it is stiff.

Never try to take apart the pianica.

Do not swing the pianica. 

You might hit someone 

standing close by.

Place the mouhpiece 

gently in your mouth. 
Don’t bite or chew on 
the mouthpiece.

Hold the pipe with your 

left hand and blow lightly.

Do not chew on the 

mouthpiece.

Never wash

Washable

CAUTION

CAUTION

* Hold the black section when pulling.

* The keyboard is off-white to prevent dirt from

standing out.

独奏からアンサンブルまで楽しめる「ピアニカ」。
アルトモデルとソプラノモデルをご用意しています。
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ピアニカTMのよびかた

けんばん

   黒けん 白けん

カバー
吹き口 水ぬきボタン

吹き口は軽く
くわえます。
かんだりしないでね。

卓奏用パイプ

● 卓奏用パイプのはずし方 ： 
ジョイント（矢印）に指をかけて取りはずします。

● 卓奏用パイプのしまい方 ： 
 ジョイントの方から順にきちんとしまいま
 しょう。

● 吹き口・卓奏用パイプのつけ方 ： 
回しながらしっかりさしこみましょう。

●はずし方 ： つけるときと反対の方向に回し
ながらぬいてください。

ホースや吹き口の中に異物があると、
吸い込んで事故につながる恐れがあり
ます。中を確認してから演奏しましょう。

注意 左手でパイプを軽く
持つとらくに吹けます。
吹き口はかまないでね。

開けたり閉めたりするのが
かたいときは、根元qを押し
ながら行なうと軽くできます。

安全へのこころがけ注意・

よいしせいで演奏しましょう

演奏するまえに、手を洗ってうがいをしましょう。

・ ピアニカやケースを水洗いしないでください。
・ 卓奏用パイプは分解しないでください。
息もれの原因になります。

・ よごれたら水にしめらせかたくしぼった布で
ふき、次にかわいた布でからぶきしてください。

・ シンナーやベンジンでふかないでください。

水てきがたまったら水ぬきボタンをおし、勢い
よく息をおくって水てきをとります。

ピアニカを分解しないでください。

パイプやピアニカをふりまわさない
でください。
まわりの人にあたるときけんです。

立奏

卓奏

ケース

吹き口・パイプ

※黒い部分を持って抜差ししてください。

※ 吹き口をはずしてから、息を入れる方を

下にしてハンカチなどの上で軽く

トントンとたたくことで、水てきをとる
こともできます。

※ 鍵盤は白ではなく、汚れの目立ちにくいアイボリー色を

採用しています。

・ 日ざしの強くあたるところに
長くおかないようにしま
 しょう。
・ ストーブの近くにおかない
 ようにしましょう。

水洗い禁止

水洗いOK

※ 都合により、住所、電話番号、名称、営業時間などが変更に
なる場合がございますので、予めご承知ください。 

●ご相談窓口のご案内
■製品のご相談
機能や取扱については、お買い上げの特約店または下
記ご相談窓口をご利用ください。

お客様コミュニケーションセンター
管弦打楽器ご相談窓口

0570-013-808
全国どこからでも市内通話料金でおかけいただけます。
上記番号でつながらない場合は
053-411-4744へおかけください。

　営業時間 ： 月曜日～金曜日　10:00～17:00
（土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日 ・ センター指定休日を除く）

　URL ： http://jp.yamaha.com/support/
musical-instruments/pianica
※『よくあるお問い合わせ』を掲載しています。

■修理のご相談
ご購入店または下記ご相談窓口をご利用ください。 

ヤマハ管楽器修理ご相談センター
　　　　0570-012-808 

全国どこからでも市内通話料金でおかけいただけます。
上記番号でつながらない場合は
053-460-4830へおかけください。

　営業時間 ： 月曜日～金曜日　10:00～17:00
（土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日 ・ センター指定休日を除く）

〒430-8650　静岡県浜松市中区中沢町10番1号

R1  PO1503  Printed in Indonesia
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