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ご案内
バイオリンは格安の物が登場して手軽に手にできるようになつてきました。  でも手作りで作つた楽器と量産品の楽
器では音や弾き心地に大きな違いがあります。 それも自分で作つて完成させた楽器から始めて音が出た時はとても感
動します。
バイオリンを作る事は難しいですが、本工が女台めてで刃物を使つた事が無くても、削りすぎやケガに気をつけて作業す
れば少しづつでも完成へと近づいて行きます。

当教室は「楽器がほしい」というよりは「作りたい」という人が対象ですので、楽器を作つていく工程を楽しんで<だ
さい。

自分自身や大切な人のために手作りの楽器に挑戦してみませんか?

受講料、作業時間など

・ 1コマ3時間 / 4∞ 0円

(予約制)  午前スタート9130～12:30 / 午後スタート14:OO～ 17:OO

・ 午前と午後を合わせての場合、12:30～ 14:OOの間も工房を使用していただいてかまいません

・ 白木 (ニス塗り前)で完成までは70～ 100コ マ (210～300時 FE35)ぐ らいかかると思います。

・別途、材料代が必要になります。

工房にて合計3万円前後でそろえられます (パーツ・弦などは別です)。  材料・道具の持ち込みもOKです。

・最大3人まで同時に作業できます。

・入会金・施設使用料等はありません。

指導・道具のこと

・作業の工程ごとに手本を見せたり図を描いたりしながら説明していき、進み具合や癖などを考慮して指導したり

手伝つたりしていきます。

0全て自身の手で作業をしたいという方には指導やチェックのみをいたします。

・ほとんどの道具類はお貸しします。 自分用の道具の購入や製作のお手伝いもいたします。

・製作中の楽器を持ち帰つての作業はかまいませんが、道具などの持ち出しはできません。

その他
e昼食は工房で弁当などを食べていただいてもかまいませんし、近くにスーパー、コンピニ、弁当屋、飲食店が

いくつかあります。

・怪我には十分に注意して指導しますが、自分自身でも気を付けて作業してください。

0就職、留学の紹介などはいたしません。
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各自用意して欲しい物

・動きやすい服装、lll

・エプロン (椅子に座って足を台にのせた時に膝が隠れる程度の長さがあるといいです)

・筆記用具

・デジカメなどもあるといいです

工房で使用する道具 (すべてお貸しできます)

刃物

平ノミ (6,12,15mm～ 24mmぐらい)、 粗どり用の丸ノミ

丸ノミ (極浅丸12,18,21mm、 浅丸9,12,18,21mm、 丸6,9,12mmなど)

両刃すイフ (大、小)、 小刀 (太、細)、 スクレーパー

洋ガンす (不ロガンナでも可)、 豆ガンす (6,9,12mmぐ らい)

ヤスリ

半丸型 (中・細日、150,200mmなど)

丸型 (細 日、100,150mmなど)、 平型

など)、 針ヤスリ、弦の満用ヤスリ

楕円型 (中・細日、150,200mrnな ど)

(150mmなど)、 鬼目やすり (半丸型200mm

楽器用道具

ベンディングアイロン、横板曲げ用の金属板、パフリングカッター、パフリングナイフ、

等高線コンパス、キャリパー

箱締めクランプ、fttL用糸鋸、ペグリーマー (小、中)、 ペグシェーバー、魂柱立て、魂柱

用ミラー

各種楽器型、内型、内型用直角定規、各種当て木、裏板・表板用固定台

指板削り台 (横倶j用 )、 指板削り台 (上下用)、 駒削り台、各種ゲージ

ニ ス 刷毛、筆、オイル、ポリッシュ、市、ガラス瓶

一般的道具

筆記用具 (シ ャーペンは太さ〇.5又は〇.3、 できれば2Bより濃いもの)、 定規 (30cm、 1

5cm)、 直角定規、自在定規、ノギス、コンパス (〇.5ミ リ単位でも使えるもの)

ケガキ、ケビキ、小のこぎり、小金づち、はさみ、ニッパー、ペンチ、砥石、水、紙やす

り (#240～ #1000)

設備・

電動工具
木工机、クランプ類、はたがね、電動ドリル、ボール盤、バンドソー

その他 三カワ、冷蔵庫、飲み物、救急セット、予備のエプロン

バイオリンの材料と価格の目安

白木材料

型用素材 (塩ビ板、MDF)、 プロック材 (スプルース)、 ライニング

材 (スプルース)、 パフリング、バスバー、すット、サドル

← 提供
(工房での作業の場合)

裏板・ 横板・ネックのセット 1万5000円～

表板 4000円 ～

指板 5000円～

ニス材料 樹脂、アルコール (無水エタノール)、 オイルなど
工房のニス使用なら

8000円

パーツ
魂柱

駒、ペグ、テールピース、エンドピン、あご当て、アジャスター 計 1万円～

その他 ラベル、弦、ケース、弓など
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おおまかな製作工程と目安の時間 (*かなり1国人差があります)

A-1 型の製作 1 塩ビ板でボディ型・ ネック型を製作 3～6時間

A-2 型の製作2 MDFボードでボディ内型を製作 6～ 98寺間

B-1 ブロック ブロック (× 6個)を製材、内型に接着 3～6時 FB5

B-2 横板 1 横板の製材 6～ 9時間

B-3 横板2 ブロック加工、C部曲げ、接着 6～ 9時 FB5

B-4 横板 3 ブロック加工、上下部曲げ、接着 6～12時間

B-5 ライニング1 ライニング製材 3～6時間

B-6 ライニング2 裏板倶」の曲げ、接着 3～ 68寺間

B-7 裏板 1 裏板の接ぎ接着、平面だし 3～98寺間

B-8 裏板 2 デザイン、切り出し、粗どり 3～9時間

B-9 裏板3 アウトライン、ノヾフリング 6～ 12日寺間

B-10 裏板4 ふ<らみ 6～ 12時間

B-11 裏板5 厚み、接着、内型取り外し 9～15時間

B-12 ライニング3 表板側の曲げ、接着 3～6時間

B-13 表板 1 表板の接ぎ接着、平面だし 3～ 9時間

B-14 表板2 デザイン、切り出し、粗どり 3～9時 FB8

B-15 表板 3 アウトライン、パフリング 6～ 9時間

B-16 表板4 ′5、 くらみ 6～ 12時間

B-17 表板 5 f子し、厚み 12～30時間

B-18 表板 6 バスバー製材、接着 9～18時間

B-19 表板7 バスバー仕上げ、表板接着 3～6時間

B-20 ボディ仕上げ 1 ふち・表面の仕上げ、サドル接着 9～15時間

C-1 ネック 1 製材 (直角・ 平面・厚み) 2～3時間

C-2 ネック2 横デザイン、切り出し、横アウトライン 6～9時間

C-3 ネック3 前後デザイン、切り出し、渦巻き1段目 6～ 9時間

C-4 ネック4 渦巻き仕上げ、面取り 6～ 12時間

C-5 ネック5 糸倉、前後の溝 6～ 9時間

C-6 指板・ ナット 製材、仮付け 3～ 6時間

D-1 ネック仕込み 1 ネック加工、ホゾ穴加工、接着 6～ 120寺間

D-2 ネック仕込み2 ボタン周りと握り部分の仕上げ 6～9時間

D-3 白本全体の仕上げ スクレーパー、紙やすりがけ 6～9時間

E-1 ニスの準備 杢出 しなど下処理 1～2時間

E-2 黄色～オレンジ 5～10回 ぐらい

E-3 赤～茶色、リタッチ 10～20回ぐらい

E-4 ニス仕上げ 透明ニスと紙やすり (#1000～#1500)の くり返 し ，
・

F-1 指板・ナット接着 指板の本接着と仕上げ、すットの接着と仕上げ 3～6時間

F-2 ペグ・エンドピン 6～9B寺間

F-3 魂柱 3～6時間

F-4 駒 6～ 12時間

F-5 全体の仕上げ
つ

・
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■  古り!1皓一バイオリンエ房バイオリン製作教室  ■

申込書/承諾書
年  月  日

氏 名

住 所

電話番号

古り|1皓一バイオ リンエ房の製作教室への入会を申し込みます

以下の規定に同意いた します

■ 作業中のけが・体調不良については自己の責任 とします

■ 工房内での所持品の破損・紛失は持ち主の責任 とします

■ 受講には前もつて予約が必要です

■ 年末年始 0お盆などの工房の体み、イベン ト、講師の不在などで受講予約のできない

日もあります

■ 将来受講料が変更する事もあります

■ 1年間連絡が無い場合、お預か りしている道具・材料等を処分する場合もあります

本人署名

(未成年の場合必要)保護者署名

保護者又は緊急の場合の連絡先
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