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ウクレレって不思議ですね。 なぜならその音色は誰が弾いても人の気持ちを温かく

してくれるから。 そんなウクレレと初めて出会ったのは小学 4 年生の頃でした。 友

だちの家に遊びに行った時、 壁に赤いウクレレが掛かっていて、 それが妙に気に入っ

てしまい、 早速借りて帰ったことを覚えています。

それ以来ソプラノやコンサート、 テナーなどのいろいろな大きさやデザインの違うウ

クレレを弾いてきました。 そして弾いて思ったことは。 どのタイプもそれぞれの個性

を響かせていることでした。 ウクレレしか持っていない、 ウクレレだけの音色がある

限り僕はずっとウクレレを弾いていくことでしょう。

僕にとってウクレレとは、 小さい楽器ですが、 希望を与えてくれる大きな存在です。

これからもどんなウクレレと出会えるのか、 とても楽しみです。

ウクレレは摩訶不思議な楽器です。

いつの間にか友だちも増えているし、

音楽がますます好きになる。

不思議な魔法の楽器なんです。

皆さんこんにちは、 つるの剛士です。 何年か前に実家の押し入れから出てきた古い

ウクレレ。 4 本の弦に小さなボディ。 弾いてみると、 コロンコロンとカワイイ音。

そのウクレレを触っていたら、いつのまにやらウクレレの魅力にとりつかれていました。

ウクレレといえばハワイ生まれの楽器。 なので 「ハワイアン」 というイメージがありま

すが、 ハワイアンだけでなくどんなジャンルの音楽も演奏することができる、 とても

奥が深い楽器です。 手が小さい女の子だってギターと違って弾きやすいですよ。

小さくて手軽、 どこでも音楽できるカワイイ楽器☆みんなでレッツラ！ウクレレ！？

公式サイト→http://www1.ttcn.ne.jp/k-koba/

公式サイト→http://katz-seiji.com/

公式サイト→http://www.tsurunoweb.com/
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ウクレレ選びのキホン

Famous（フェイマス）

日本のスタンダードウクレレ

F Series（エフシリーズ）

Famous のハイクラスモデル

KIWAYA （キワヤ）

弾きやすさにこだわったニューモデル

LUNA（ルナ）
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オリジナルコンサートサイズ
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カラー、種類が充実
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ストラップ / 弦など関連商品が多数
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各パーツの名称とチェックポイント１

ウクレレ選びのキホン

※12Ｆあたりの弦の高さを軸に、3 ミリを超えるものは「弦高が高い」と言われています。高い場合は強くストロークでき、音量も増しますが、弦を押さえる際に力が必要となり、

指が痛くなる場合があります。逆に低すぎると、弦を押さえる力が減りますが、音量も減り、ビレ音が出やすくなります。

ウクレレは個体差のある楽器なので、キワヤ商会では必ず検品の際に１本ずつチェックを行い、ナット、サドル等の調整をします。
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①ペグ
弦を巻き取る器具のことで、「糸巻き」とも言います。 チューニングの際は、このペグを回すことで音程

を合わせることができ、緩めると音程が低くなり、巻くと音程が高くなります。

ペグの作りが悪いと、チューニングが合わなかったり、すぐに狂ってしまったりするので、購入時には

気をつけましょう！

②ナット
弦を支えるパーツで、弦の太さ（ゲージ）や弦高（※）によって調整が必要な個所となり、弾きやすさ

に影響します。

③ネック
弦を押さえ、音程を変え、音をボディに伝える部分となりますので重さやグリップの形状を実際に触り、

握りやすいかどうかをチェックしてください。ボディに対して極端に反っている、曲がっているものは

NG です！

④指板（しばん）
フレットが打ち込まれている部分のことで、フィンガーボードとも言います。

⑤フレット
音程を決めるために、指板上に打ち込まれている金属の棒のことを指します。指板からフレットが浮い

ていないかどうか、指板に対して真っすぐフレットが打たれているか、フレッドが指板側面から飛び出

していないか、を要チェック！フレットの処理が雑なものは弾きづらさを感じてしまいます。

指を滑らせてみて、違和感を感じないものを選びましょう。

⑥ポジションマーク
フレット数（ポジション）を伝える目印。サイドポジション（指板の左側側面）に付いていると

運指がスムーズです。

⑦弦
右利きの方の場合、左手にネック、右手にボディという持ち方をした際に、顔側から４弦、３弦、２弦、

１弦と呼びます。

⑧ボディ
ひょうたん型、パイナップル型、カッタウェイなどの形の違いや、使用している材、構造によって音色

が大きく変わります。

⑨サウンドホール
この部分から音が響きます。

⑩サドル（白いパーツなど）＆ブリッジ
弦の響きをボディに伝えるパーツで、ナットと同様に弦の太さや弦高によって調整が必要になります。

１弦

２弦
３弦

４弦

通常ペグ（フリクションタイプ） ギアペグ プラネタリーギアペグ

ペグの種類２
ウクレレはこまめなチューニングが必要な楽器なので、ペグの操作性（スムーズに回るかどうか）と、音程の安定

性はとても重要です。大きく３つのタイプがありますので、実際に違いを体感してみてください。

おもちゃのようなウクレレは音程が取れず、チューニングもできないので楽

器としてはＮＧ。各パーツの名称と、ウクレレ選びの前提となるポイントを

チェックしましょう。

小さく手軽な楽器だからこそ「弾きやすさ」はとても重要。

購入の前にウクレレ選びのキホンを押さえておきましょう。

旧来からのウクレレのスタイリ

ングを重視する方向き。

巻き軸にボタンが直接ついてい

て、1：1 の可動構造になってい

ます。慣れるまではチューニン

グが少し難しく感じるかもしれ

ません。また、気候や環境によ

り、ボタンのネジが自然に緩ん

でしまうことがあります。

近年、一般的となったギアペグ

タイプ。ギアが噛むことにより、

ボタンの稼働が 1：14 の割合で

微妙な調整もスムーズにでき、

ウクレレ初心者の方でもストレ

スなくチューニングできます。

使い始めは弦が伸びることがあ

るので、こまめにチューニング

を行ってください。

UPT（ウクレレ・プラネタリー・

チューナー）は、フリクション

ペグのルックスながら、１：４

のギア比を持つプラネタリーギ

アを搭載。

なめらかな操作感と、安定した

チューニングを体感していただ

くことができます。
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今世界中で大人気のウクレレ。

誰もが癒しの音色に魅了されてしまいます。でもひと昔前は絶滅危惧種でした。

ウクレレの音色には、自然界にある揺らぎ（水や風など）のアルファー波が含

まれているそうで、リラックス効果、ヒーリング効果があることはもちろん、

日頃利き手ではない左手指の使用により、脳の活性化にもなります。

情操教育、生涯学習、老若男女どなたにも長く楽しめ、様々な効用があるのが

最大の魅力です。

お好きな時間に、お好きな曲を、自分なりのペースで日々練習するうち、達成

感も味わえる、手軽で簡単なのに奥深い楽器です。

大好きな音楽を「聴く」だけではなく、「奏でる」ことで得られる

楽しみや喜びを、日々の生活に取り入れていただけると幸いです。

 SINCE 1919 　KIWAYA

上記の功績を認められ、弊社会長岡本良二は NAMM 協会 （全

米楽器商業協会）より「楽器・音楽業界に貢献した世界の

100 人」に選出され、「日本でウクレレを守り、育てた人物：

Father of japanese Ukulele」として 2006 年 10 月に顕彰

を受けました。

戦後のハワイアンブームから一転、ロックの時代

に入り、ウクレレはブーム終焉の憂き目にあい、

30 を超えるメーカーが撤退を余儀なくされる中、

製造を止めてしまっては、ウクレレが世に残るこ

とはない、これからも多くの人に弾いてもらいた

い。という想いを込めて、1955 年「Famous ウク

レレ（フェイマス＝有名）」が出来ました。

長い時を経て、世界中に楽しむ方々も増え、多くの方々の

ご推奨を賜り、現在も日本の定番ウクレレとしてロング

セールを続けております。

ウクレレのある
心豊かな暮らしを提案します。



サイズ選び３
大切なのはホールド感です。体にマッチすれば安定感が増し、快適に演奏することができます。体格・腕の長さ・

指や手の大きさ、長さ・ギター経験の有無などがホールド感や弾きやすさに影響します。ボディのサイズやネック

の長さ、スケール幅（フレット間隔は狭くないか、広くないか）などをぜひ体感し、ご自身の腕の中にすっぽり納

まり、弾きやすさを感じる（弦を押さえやすい、ストロークしやすい、腕を動かしやすい）サイズをお選びください。

ソプラノスケール
Baby ボディ

ソプラノスケール
ロングネックサイズ

通常のソプラノより２フレット長いネッ
クジョイントで、 手や指が小さな女
性などのソロ演奏などにお勧め。

ソプラノロングネックサイズ
（ソプラノボディ × コンサートネック）

ギター経験者や手や指が大きな方の 1 本目にもお
勧め。 ホールド感や音色の可愛らしさはそのままに、
弦長やフレット感覚はコンサートサイズと同じになる
ため、 演奏性がアップ！

コンサートサイズ
ボディの大きさによってホールド感が
大きく変わりますが、 音に深みが出
ます。 男性や、 大きめのサイズの
方が弾きやすいと感じる方は、 1 本
目からコンサートサイズでも OK。

テナーサイズ
海外では、 男性は断然テナーサイズ
をお持ちの方が多いです。
体格に見合ったホールド感や弾き方、
安定したプレイアビリティを重視して
いるからと言えるでしょう。

コンサートロングネックサイズ
（コンサートボディ ×テナーネック）

テナースケールの弦長なので、 ピッチはほかのサイズに比
べて、 より精度が増します。 ハイコード演奏やソロ演奏がし
やすく、 ホールド感はコンサートサイズと同等です。 テナー
サイズでは大きいと感じる方性にはお勧めのタイプです。

ソプラノサイズ
ウクレレの中で、 基準となるサ
イズ感。 小ぶりなボディで軽く、
コロコロとしたウクレレらしい音色
を奏でることができます。

合板と単板（１枚板）４
ウクレレのボディ（ひょうたん部分）は、トップ（サウンドホールがある側）・サイド・バック（演奏者に接する面）

に分かれ、それぞれの木材を組み合わせて作られています。

単板と合板の大きな違いは、1 枚板であるか複数の板を重ねているかという点です。この板の構造によってウクレ

レのグレードが変わってきます。

単板（１枚板）
１枚の板を重ね合せることなく使用したものを指します。弦の振動が伝わりやすく、合板と比べるとボディ

の響き（音色やボリューム）とサスティーン（音の伸び）に違いがあります。弾けば弾くほど振動性が高まり、

季節による乾燥や湿度に順応していくことで、音が育っていく感覚を味わうことができます。

その反面、割れなどが起こりやすいので保管などには注意が必要です。良いものを長く使っていきたいとお

考えの方は、１本目から単板でももちろんＯＫです。

弊社のブランドでは、F、KIWAYA、LUNA、k などが単板となっております。

※オール単板（トップ、サイド、バックすべて単板）やトップのみ単板など、単板の中でも種類があります。

合板

複数枚の薄い板を組み合わせており、単板と比べると木材の強度が高まっているため、耐久性に優れてい

ます。また、単板に比べるとお手頃価格が多いのも特徴です。一方、互い違いに貼り合わせていることもあり、

ものによっては弦の振動が伝わりにくく、鳴りが損なわれてしまうものもあります。お求めやすい価格帯

の合板ですが、そういった点は注意してお選びください。

※Famous はすべて合板ですが、強度と薄さにこだわった 3 層構造（トリプルレイヤード）を採用しています。

その薄さは、なんと 1.6mm ！単板に負けない鳴りと強度を兼ね備えています。

材の違い５
コアやマホガニーが主流だったウクレレも、現在では様々な材を使用したモデルが登場しています。また、トップと

サイドに違う材を使用することで、細かな音色のブレンドをしているモデルもあります。

材の特徴や杢目の違いも踏まえつつ、実際にウクレレに触れて、心地よいと感じるものをお選びください。

（構造として、単板か合板かによっても音色は異なります。）

中南米、アフリカ、東南アジア産。赤褐

色で木肌は緻密、しばしばカーリーコア

のような美しい杢目が現われます。甘く

柔らかな音色でサスティーン（音の伸び）

もよく、倍音効果も。高音域や音抜けの

良さでも安定感のある材です。

淡黄色、薄茶色で、材質は柔らかく、ほ

とんどの部分に色むらなどがあり、使え

るのは全体の 1 ～ 2％。カーリーが出る

ようなマンゴーは大変貴重です。コアや

マホガニーより柔らかい音色で、丸い甘

い音色で落ち着いた印象があります。

北米産カエデ科広葉樹＝ソフトメイプ

ル、落葉広葉樹＝ハードメイプルがあり、

木質が似ている材をメイプルと総称。淡

褐色、淡赤褐色で杢目も表情豊か。材質

は緻密で狂いが少なく、非常に硬くて音

の反響も大きいです。歯切れの良い音色

が特徴で、エレキギターでは良く使用さ

れます。

ハワイでは数百年も前から「神が宿る樹」

とされている貴重な材。材面は薄褐色か

ら赤褐色で、金色の光沢があり、不規則

な縞やフィドルバック杢（カーリー）が

現れることも。硬くて響きが良く、カラッ

とした歯切れの良さと、コロコロとした

温もりの音色が特徴。ウクレレならでは

の明るい豊かな音色で華やかなコード弾

きに適しています。

マツ科の針葉樹。白から淡い黄褐色のシ

トカスプルースは、柔らかいわりに強度

があり、硬質なはっきりした音色。淡黄

色、黄色のヨーロピアンスプルースは、

最も硬く、粒立ちの良い音色。楽器では

表板に使用され、サイド、バックにロー

ズウッド材やハカランダ、メイプル、コ

アなど硬い材と組み合わせることが多く

バランスの良いサウンドが得られます。

チェリー材（アメリカンブラックチェ

リー）は、北米原産で家具や床材に使わ

れています。

特徴は、なめらかで色白の木肌ですが、

経年劣化で濃い飴色に色づく、その移り

変わりも好まれている材です。

サウンドは明るく、カラっとした豊かな

音量です。使用するうちに音も育ち、色

の変化と共にお楽しみ頂けます。

マホガニー Mahogany マンゴー Mango メイプル Maple

ハワイアンコア Hawaiian Koa スプルース Spruce チェリー Cherry

２本目のウクレレはどう選ぶ？★
コード弾きでウクレレの軽やかな音色とリズムを習得したら、次のステップは「ソロ演奏」。メロディーとコードを組み合わせ

ることで、音に厚みのあるウクレレ演奏が可能になります。コードの中には、ソロの「音階」が含まれていることが多く、短音

と伴奏の２役を一人でこなすソロ演奏は、「音色の深さ」が音楽の表現を広げる鍵になります。

低い音色を再現するためには、弦長の短いウクレレ（ソプラノサイズ）では張りが弱いため、ピッチの正確さなどを求めて、２

本目にはコンサートサイズをお持ちになる方も多くいらっしゃいます。

その他、「Ｌｏｗ－Ｇ弦」を使用する方もいます。通常のＧ/Ｃ/Ｅ/ＡのＧ線（４番線）を１オクターブ低い（ＬＯＷ）ソの音にす

ることで音域が広がり、重厚感が増し、演奏に幅が出ます。（ウクレレによっては本体に加工が必要な場合があります。）

演奏レベルやスタイルに応じてウクレレを使い分けることで、演奏の幅も広がります。4 5



３

１

２

弾きやすさ

Famous は 1955 年の製造開始以来「合板」を採用しています。
約 63年の歴史の中で、合板の特徴である「強度」と、単板に負け
ない「薄さ」を追求した 3層構造（トリプルレイヤード）で、楽器
にふさわしいトーンウッドとして進化。薄さはわずか１.６ミリしか
ありません。Famous ウクレレは日本が世界に誇る技術「トリプル
レイヤード」に裏打ちされています。また、それぞれのモデルに応
じて「芯材」も異なり、材の個性や音色を追求しています。

✓
✓
✓

３層構造なので、扱いによる割れや経年変化も安心！

材の有効活用と「膠（にかわ）」の使用など、
環境に配慮したエコなウクレレ

コストパフォーマンスに優れている

音色にもこだわり、また、指に優しいものとして細め
のナイロン弦を採用。（Famous マロン弦）ウクレレ
にとっても負担のかからないものを推奨しています。

温もりのある音色を重視した弦

バックの丸みも日本の技術の証のひとつ。
音の反響を考慮してバックをラウンド加
工しています。

音の反響を考慮したラウンド加工

ホールドした時の安定感 最適な弦高

ナットの刻み 調整されたサドル

国産のウクレレのシェア No.１を誇る「Famous」（フェイマス）は、１９５５年に製造を開始。極薄ながらも３層
構造による強度とトーンウッドの特性を持ち合わせた Famous の合板（トリプルレイヤード）は環境面でもエコロ
ジーの時代に即しています。Famous はまさに、日本ウクレレのスタンダートです。

世界に誇るフェイマスの ECO 合板「トリプルレイヤード」

音色のこだわり

日本の技術の粋を集めたフェイマスの魅力
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※弦高の基準
初心者の方がどこの楽器店で購入されても弾きやすく、同じ状態のウクレレを目指し、１２F（フ
レット）で約３ミリ、４Fで約１.５ミリ、１Fで約０.７ミリを弦高の目安にしています。

✓音だしチェック

まずは目視で汚れや打痕などを確認。
その後実際に弾いてみて、ビレ音や弦の傷、フレットのバリ、ネックの違和感、弦高（※）、
ペグの使用感などをチェックし、該当の箇所を修正・調整します。
そのチェック項目は 30 にも及びます。

✓フレットの調整✓ナットの溝切り

✓サドルチェック ✓ペグの調整

個体差のある楽器だからこそ、誰が手にとっても「弾きやす
い」と感じていただけるよう、1本ずつ検品を行っています。変わらぬ品質、安心の裏付け

✓
全体を目視 ✓弦高チェック✓

ＫＩＷＡＹＡの国産自社ブランド

１９５５年に製造を開始した Famous ウクレレは、国産のウクレレとして半世紀以上のロン
グセラーを誇る老舗ブランドです。ハワイアンブームが去り、ウクレレという楽器が全く
売れなくなってしまった時代もありましたが、「有名なウクレレにしたい」という岡本良二
会長の願いから、長きに渡り製造を続けて参りました。
６０年を超える歳月の中で Famous ウクレレは弾きやすさ、音色のこだわり、強度等の改良
を重ね、初心者の方から長くご愛用いただきたい方まで、老若男女多くの方にお使いいた
だいております。また、国外へもアジアやアメリカを中心に、「KIWAYA-Eco Series」とし
て輸出されているブランドです。

Made in JAPAN にこだわり、徹底した品質管理・検品のもと、安心してお使いいただけるウクレレを。

日本のスタンダードウクレレ Famous（フェイマス）

「Famous」の上位機種として２０１３年に誕生したブランドです。初心者向けに設計され
た Famous とは異なり、より多くのユーザーの要求を満たせるよう追求し、進化しています。
単板の魅力を余すことなく引き出すために、音振動を的確にボディへと伝えるスマイルブ
リッジと響きをしっかり留めるボディデザイン。その音量感と柔らかく包み込むような奥
ゆかしい音色が絶妙なバランスで美しいサウンドを作り上げます。
ネックとボディの厚みが自然と体に馴染み、構えた瞬間に弾きやすさを感じられる設計な
ど、多くのこだわりが詰め込まれています。あらゆる音楽シーン /ジャンルでの演奏表現
にもぴったりで、限定のカスタムウクレレ、ハイグレードな材を使ったモデル等種類もた
くさんございます。

Famous の上位機種　F serie（エフ）

Made in JAPAN のウクレレとして海外向けに「KIWAYA - Strummer Series」として製作され
たブランドでしたが、２０１５年より国内でも販売をスタートいたしました。 ストラミン
グに趣きを置いたこのモデルはサイドに寄せたポジションマーク、ジャンボフレット線、
程良い厚みを持たせたＵシェイプのネックグリップが特徴。
ネックの厚みを感じたまま優しく弦を押さえても鳴りをしっかりと保つことが出来るので、
特に素早いコードチェンジやハイポジションを多用した演奏スタイルに向いています。 コ
ンパクトなホールド感からは想像できないほど重厚感のあるボディの鳴りと弦の響き、厳
選されたトーンウッドの使用、その高いプレイアビリティに国内外で高い評価をいただい
ております。

パワフルな音量と高いプレイアビリティを実現 KIWAYA（キワヤ）

１９５０年代のハワイアンブームの中で一番人気のあった日本製ウクレレ「Luna」を、　
１９９３年に弊社が引き継ぎ、復刻。現在は伝統的なルックスとサウンドをイメージした
「モダンヴィンテージ」なウクレレへと進化を遂げました。
マホガニー材の単板を主に使用したその音色は、音切れの良さと質感のある深い音色に仕
上がっています。軽さを感じるスリムなボディ、厚みを抑えたネック、丸みのあるヘッド
クラウンなど、デザインにもこだわりました。中でも、ホンジュラスマホガニー（マホガ
ニーの中でもグレードの高い材）を使ったモデルが高い評価を頂いております。また、国
外にも「KIWAYA - Artist Series」として輸出されており、世界中のユーザーから親しま
れているブランドです。

ヴィンテージのような風格と軽さ LUNA（ルナ）

・・・P7-P11

・・・P12-P13

・・・P14-P15

・・・P16



Famous 標準弦

指当たりがなめらか
で、テンションはや
わらかく、
歯切れのよいスッキ
リとしたサウンドが
特徴のナイロン弦。

Famous Aranjuez Marron 弦
（フェイマスアランフェス ・ マロン弦）

価格￥800+税

フレット数、ロゼッタ
サンバースト塗装など
こだわりの一本に
おすすめ

専用ケース付

弾いて納得の
仕様と音色
ハワイアンコアの
定番モデル

サスティーンと
音抜けの良さが
好評のマホガニー
定番モデル

FS-12G
ボディ ： マホガニー材
指板 ： ローズウッド材 （12ｆ/17f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税32,000円

通常のソプラノ
サイズの半分の厚
み。軽くてホール
ドしやすい 1本。

FS-11G
ボディ ： アメリカンチェリー材
指板 ： ウォールナット材 （12ｆ/15f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税26,000円

ソプラノサイズ

NEW

FS-1G
ギアペグタイプ
ボディ ： マホガニー材
指板 ： ウォールナット材 （12ｆ/15f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税23,000円

FS-0
ボディ ： マホガニー材
指板 ： ウォールナット材 （12ｆ/15f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税24,000円

FS-4PG
ボディ ：ハワイアンコア材
指板 ： ローズウッド材 （12ｆ/15f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税33,000円

FS-5G
ギアペグタイプ
ボディ ：ハワイアンコア材
指板 ： ローズウッド材 （12ｆ/15f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税35,000円

FS-7G
ボディ ： マホガニー材
指板 ： ローズウッド材 （12ｆ/17f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税32,000円

FS-1
フリクションペグタイプ
ボディ ： マホガニー材
指板 ： ウォールナット材 （12ｆ/15f）
ペグ ： A

価格 +税21,000円

FS-5
フリクションペグタイプ
ボディ ：ハワイアンコア材
指板 ： ローズウッド材 （12ｆ/15f）
ペグ ： B

価格 +税33,000円

FS-2PG
ボディ ： マホガニー材
指板 ： フォールナット材 （12ｆ/15f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税23,000円

NEW

チェリー材を使った
ニューモデル！
明るく、カラっとし
た音色が特徴

人気機種 FS-7G の
グロス塗装タイプ。
17f あるので、ソロ
演奏にもおすすめ。

ソプラノサイズ（ハイブリッドモデル）　

人気
No,1

人気
No,2

復刻！

FS-200
ボディ ：ハワイアンコア材 （TOP 単板）
サイド ・バック ：ハワイアンコア材合板
指板 ：ローズウッド材 （14ｆ/17f）
ペグ ： F-2 （Famous オリジナル）

価格 +税55,000円

FS-210
ボディ ： ホンジュラスマホガニー材 （TOP 単板）
サイド ・バック ： マホガニー材合板
指板 ：ローズウッド材 （14ｆ/17f）
ペグ ： F-2 （Famous オリジナル）

価格 +税50,000円

FS-220
ボディ ： スプルース材 （TOP 単板）
サイド ・バック ：ハワイアンコア材合板
指板 ：ローズウッド材 （14ｆ/17f）
ペグ ： F-2 （Famous オリジナル）

価格 +税50,000円

※ハイブリッドシリーズに限り
ソフトケース付属
弦は KBM を使用

ハイブリッドシリーズは
1900 年代、旧デザインの
ヘッドロゴに貼り貝を使
用し、高級感アップ！

NEW NEW NEW

98

近年は、チューニングのしやすさで「ギアペグ」が人気。
前ページの「通常ペグとギアペグの違い」もご参考に、実際に手に取って比べて、
あなたにピッタリのウクレレをお選びください。

Famous 新シリーズのハイブリッドモデル。トップ板単板×サイド・バック合板を使用しているため、お手頃価格で単板のふくよかな
サウンドと、合板ならではの音量の豊かさをお楽しみいただけます。



これがあれば安心！
Famous 初心者セット
弾きやすさと音色を兼ね備えた Famous ウクレ
レに、演奏を始めるために必要な３点（チュー
ナー・教則本・ソフトケース）がついた
シンプルかつ実用的なセットです。

初心者 BG セット
Famous FS-5G
ボディ ：ハワイアンコア材
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税37,000円

初心者 AG セット
Famous FS-1G
ボディ ： マホガニー材
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税25,000円

初心者 A セット
Famous FS-1
ボディ ： マホガニー材
ペグ ： A

価格 +税23,000円

初心者 B セット
Famous FS-5
ボディ ：ハワイアンコア材
ペグ ： B

価格 +税35,000円

ソプラノサイズ

コンサートサイズ

初心者 AGC セット
Famous FC-1G
ボディ ： マホガニー材
ぺグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税42,000円

初心者 BGC セット
Famous FC-5G
ボディ ：ハワイアンコア材
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税52,000円

チューナー
はじめてのウクレレUT-301 （クリップ型）
CD 付教則本 ソフトケース（2ショルダー）

No.5-S（ソプラノサイズ）
No.7-SC（コンサートサイズ）

ハワイアンコアらし
い温もりと明るさで、
音量豊かな一本

手頃な価格の
ロングネック

ソプラノ・ロングネックシリーズ

ソプラノボディにコンサートスケールのネック。指の長い方やギターなどの弦楽器経験者にオススメです。
弦長が長くなり、ピッチの正確性や音量が豊に。コード弾きだけでなくソロ演奏にも適していますので様々
な音楽シーンで楽しめます。

FLS-60
ボディ ： マホガニー材
指板 ： ウォールナット材 （14ｆ/17f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税29,000円

FLS-2G
ボディ ：ハワイアンコア材
指板 ： ローズウッド材 （14ｆ/20f）
ペグ ： F-2 （Famous オリジナル）

価格 +税45,000円

※コアの杢目は、ワンランク上
のものを使用しています。

コンサートサイズ

ソロ演奏に挑戦する方にオススメ！ 2本目のウクレレにコンサートサイズを選ぶ方が多いのは、深みのある
音やピッチの安定性など、ソプラノサイズとは違うプレイアビリティにあります。

FC-1G
ボディ ： マホガニー材
指板 ： ウォールナット材 （14ｆ/17f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税39,000円

FC-5G
ボディ ：ハワイアンコア材
指板 ： ウォールナット材 （14ｆ/17f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税49,000円

音量のあるコン
サート

ハワイアンコアら
しい軽やかな音色

チューナーの使い方を覚えよう！

①モードを Ukulele C に合わせる
＊CHROMATIC（クロマチック）

他の楽器も音名で調律できます。
ド (C) レ (D) ミ (E) ファ (F) ソ (G) ラ (A) シ（B）

＊Ukulele D（アメリカンチューニング）

※日本では使われません。
4 弦（A）、3 弦（D）、2 弦（F#）、1 件（B）

Ukulele C モードは、4 弦 (G) 3 弦 (C) 2 弦
(E) 1 弦 (A) でセットされています。順番に
弦をはじき、その弦の音階に合わせてペグを
回します。画面のラインが中央にきたら（緑
に点灯）チューニング OK です。（Low-G に
も対応）

②弦の音階に合わせてペグを回す

ウクレレ専用モード

※電池を入れる箇所についている部品は絶対
取らないでください。

UT-301
価格￥2,500 + 税

FC-11G
ボディ ： アメリカンチェリー材
指板 ： ウォールナット材 （14ｆ/17f）
ペグ ： F-1 （Famous オリジナル）

価格 +税44,000円

NEW

チェリー材を使った
ニューモデル！
明るく、カラっとし
た音色が特徴

10 11

65 年を超える歴史を持つ Famous ウクレレ
は、目に見えない品質改良を毎年重ねていま
すが、一つだけ変わらないものがあります。
ウクレレ購入の際にケースも購入される方が
多いため、お気づきにならないかもしれませ
んが、「外箱」は発売当時のままです。
何度かデザイン変更を検討しましたが、長年
の Famous ファンの皆様から「変わらない外
箱は信頼と歴史の象徴」と熱いエールをいた
だき、当時のままのデザインを大切に採用し
ています。

発売当初から変わらない
信頼のシンボル「外箱」

SINCE 1955



一途・一心・一つ事
サイドに寄せたポジションマークとオリジナルジャンボフレット線を採用。厳

選されたトーンウッドの使用、コンパクトなホールド感からが想像できない程

のパワフル音量と、厚みのあるしっかりとした弦の鳴り、高いプレイアビリティ

にこだわったつくりが国内外で高い評価をいただいております。

KPS-1K
ソプラノサイズ （14ｆ/17ｆ）
ボディ ： ハワイアンコア材単板

価格 +税90,000円

KPS-1M
ソプラノサイズ （14ｆ/17ｆ）
ボディ ： アフリカンマホガニー材単板

価格 +税65,000円

KPS-5K
ソプラノサイズ （14ｆ/17ｆ）
ボディ ： マスターグレード･ハワイアン･コア材単板
指板 ： エボニー材
ロゼッタ / パーフリング ： アバロン
バインディング ： カーリーメイプル
ペグ ： GOTOH UPT UBB-GG
ハードケース付 （黒）

価格 +税205,000円

KPC-1K
コンサートサイズ （14ｆ/18ｆ）

価格 +税95,000円

KPC-1M
コンサートサイズ （14ｆ/18ｆ）

価格 +税70,000円

KPC-5K
コンサートサイズ （14ｆ/18f）

価格 +税210,000円

KPT-1K
テナーサイズ （14ｆ/19ｆ）

価格 +税110,000円

KPT-1M
テナーサイズ （14ｆ/19ｆ）

価格 +税85,000円

KPT-5K
テナーサイズ （14ｆ/19f）

価格 +税220,000円

KPS-5M
ソプラノサイズ （14ｆ/17ｆ）
ボディ ： マホガニー材単板
指板 ： エボニー材
ロゼッタ / パーフリング ： アバロン
バインディング ： カーリーメイプル
ペグ ： GOTOH UPT UBB-GG
ハードケース付 （黒）

価格 +税160,000円

KPC-5M
コンサートサイズ （14ｆ/18f）

価格 +税165,000円

KPT-5M
テナーサイズ （14ｆ/19f）

価格 +税175,000円

NEW

ハワイアンコア

歯切れの良い明るい音色

マホガニー

低音が強めで豊かな響き

NEW
限定品

マスターグレードのハワイアン

コアの「共木」でボディを製作。

ルックスも煌びやかな音色も

最高峰の 1本。

5K モデルのマホガニーボディ。

艶やかでサスティーン豊かな音色。

KKS-1
ソプラノサイズ （14ｆ/17ｆ）
ボディ ： カウリパイン材単板

価格 +税68,000円

KKS-2
ソプラノサイズ （14ｆ）
ボディ ： カウリパイン材単板

価格 +税78,000円

カウリパイン

マホガニー材やハワイアンコア材が主流のウクレレですが、その資源には限りがあります。そこで、KIWAYA では

新しい材「カウリパイン（アガチス）」を使ったウクレレを製作。ギターや大正琴に使われており、

材自体がとても軽く、あっさりとした抜けの良いサウンドがウクレレにぴったりです。

ワンポイントのポジションマークやサウ

ンドホールの蒔絵ロゼッタが特徴

※掲載写真はハワイアンコアモデルです。

カウリパイン材とは

東南アジア原産の木材でナンヨウアガ
ヂス科の針葉樹。大木に成長すること
から「森の王様」とも呼ばれています。
また、やや通直な杢目で、肌目は緻密。
独特の光沢があり、針葉樹でありなが
ら、広葉樹のような特徴を持つと言わ
れています。

KIWAYA シリーズ共通仕様

ネック ： アフリカンマホガニー材
指板 ： ローズウッド材
ブリッジ ： ローズウッド材
ナット / サドル ： 牛骨
ペグ ： GOTOH　UK700BK
エンドピン付

KIWAYA シリーズ共通弦

KIWAYA KBM 弦 （ソプラノ～テナーまで可）

Worth と共同開発したオリジナルのフロロカーボン弦。
マイルドかつ、 パワフルな音色が特徴。

価格 +税1,200円

※テナー機種は指板、 ブリッジ共にエボニー材となります。

KIWAYA　KKS シリーズ共通仕様

ネック ： カウリパイン材 ( アガチス ) 
指板 / ブリッジ ： タガヤサン材 ( ウェンジ材 )
ナット / サドル ： 牛骨
ペグ ： Gotoh UK700BK
塗装 ： ラッカー ( マット仕上げ )
ソフトケース付属

KIWAYA KKS シリーズ共通弦

KFC 弦 （ソプラノ～テナーまで可）

KIWAYA オリジナルフロロカーボン弦
柔らかな手触りで、 優しい印象の音色。

価格 +税800円
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Famous のハイクラスモデル
2 本目のウクレレにおすすめ！

エフ

“F Series”
“単板の魅力を余すことなく引き出し、 あらゆる音楽シーン、

ジャンルで演奏表現にこだわりたい” そんなウクレレを愛する皆様に贈るハイクラスモデル。

Famous から発展した “F シリーズ” は Made in JAPAN の 新しい代表ブランドです。

材のグレード、 装飾により進化

共通仕様
ボディ ： ハワイアンコア材単板
ネック ： アフリカンマホガニー材

指板･ブリッジ : ローズウッド材

ナット / サドル ： 牛骨

ペグ ： F-2 （Famous オリジナル）

ソプラノモデルの決定版

FSK-1
ソプラノサイズ （14ｆ/17f）

価格 +税85,000円

ホールドしやすい小ぶりのボディ

FCK-2
コンサートサイズ （14ｆ/18f）

価格 +税103,000円

3 ピース共通仕様
ソプラノサイズ （14ｆ/17f）

ネック ： マホガニー材

指板･ブリッジ : ローズウッド材

ナット / サドル ： 牛骨

バインディング ： 黒セル

ペグ ： GOTOH UPT-UBB-B

明るく甘みのある音色

FSK-3MG
ハワイアンコア＆カーリーマンゴー単板

価格 +税130,000円

明るくカラっとした音色

FSK-3MP
ハワイアンコア＆カーリーメイプル単板

価格 +税130,000円

・ボディ ： オール単板。 厳選されたトーンウッド

・ブリッジ ： 音振動をボディに的確に伝える新デザイン 「スマイルリップ形状」

・ヘッド ： 「ソフトクラウン」 デザイン

・ロゴ ： 高級感あふれる 「フィッシュフック」 デザイン

・塗装 ： グロス仕上げ

“F Series” の特徴

限定品

人気機
種

限定品

ボディ全体が 3A グレード以上のカーリーコ

ア材を使用。 アバロンによるロゼッタとバイン

ディング。 すべてにおいて最上級のデラック

ス ・ カスタムモデル。
（稀少な材を使用しているため、限定生産となります。）

表板に 3A グレード以上のハワイアンコア材

を使用。

さらにロゼッタとバインディングを施したハイグ

レードモデル。

共通仕様
ボディ ： ハワイアンコア材単板（3A以上）
ネック ： アフリカンマホガニー材

指板･ブリッジ : ローズウッド材

ナット / サドル ： 牛骨

ロゼッタ ： アバロン 1.5mm

バインディング ： 表のみ

べっ甲 + 白セル 1+ 黒セル 1

ペグ ： GOTOH UK700BK （オリジナル）

FSK-HG
ソプラノサイズ （14ｆ/17f）

価格 +税132,000円

FCK-HG
コンサートサイズ （14ｆ/18f）

価格 +税152,000円

共通仕様
ボディ ： ハワイアンコア材（3A以上）単板
ネック ： ホンジュラスマホガニー材

指板･ブリッジ : エボニー材

ナット / サドル ： 牛骨

ロゼッタ ： アバロン 1.5mm ・ 黒セル ×2

バインディング ：

表 / カーリーメイプル + 黒セル 1

　　　+ アバロン + 黒セル 1

ペグ ： GOTOH UPT-UBB-B

HKF-SDX
ソプラノサイズ （14ｆ/17f）

価格 OPEN

HKF-CDX
コンサートサイズ （14ｆ/18f）

価格 OPEN

HKF-TDX
テナーサイズ （14ｆ/19f）

価格 OPEN

F シリーズ 標準弦

少し太めの弦と、適度なテンショ
ンがあり、 落ち着いた伸びのあ
る音色が特徴のナイロン弦。

Famous Arajuez Black 弦
（フェイマスアランフェス ・ ブラック弦）

価格 ￥800 + 税

共通仕様
ボディ ： アフリカンマホガニー材単板
ネック ： アフリカンマホガニー材

指板･ブリッジ : ローズウッド材

ナット / サドル ： 牛骨

ペグ ： F-2 （Famous オリジナル）

FSM-1
ソプラノサイズ （14ｆ/17f）

価格 +税63,000円

FCM-2
コンサートサイズ （14ｆ/18f）

価格 +税75,000円

温かな質感のある音色

限定品
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日本の技術力が世界で高い評価！ハワイアンミュージックが爆発的ブーム
を迎えた 1950 年代に、 日本中を圧巻したブランド 「LUNA」。
手に取ったその日から、ヴィンテージのような風格と軽さを実感でき、 爪弾く
と質感と艶のある深い音色に癒されることでしょう。

コンサートサイズ

テナーサイズ

ボディ ： オール単板
ネック ： アフリカンマホガニー材
指板 ： ローズウッド材
塗装 ： マット仕上げ
ナット / サドル ： 牛骨
弦 ： Famous Aranjuez Marron 弦

LS-4G
ボディ ： アフリカンマホガニー材単板
フレット ： 14f/14f
ペグ ： F-2 （Famous オリジナル）

価格 +税45,000円

LS-2mv
ボディ ： ホンジュラスマホガニー材単板
フレット ： 14f/19f
ペグ ： GOTOH UPT-UBB-B

価格 +税77,000円

LC-2mv
ボディ ： ホンジュラスマホガニー材単板
フレット ： 14f/19f
ペグ ： GOTOH UPT-UBB-B

価格 +税100,000円

LT-2
ボディ ： アフリカンマホガニー材単板
フレット ： 14f/19f
ペグ ： GOTOH UK700BK

価格 +税92,000円

LT-2S
ボディ ： アフリカンマホガニー材単板
フレット ： 14f/19f
ペグ ： GOTOH SEP-780

価格 +税112,000円

LC-3mv
ボディ ： ホンジュラスマホガニー材単板
フレット ： 14f/19f
ペグ ： GOTOH UPT-UBB-B

価格 +税137,000円

ソプラノサイズ

LC-1G
ボディ ： アフリカンマホガニー材単板
フレット ： 14f/14f
ペグ ： F-2 （Famous オリジナル）

価格 +税60,000円

LS-3mv
ボディ ： ホンジュラスマホガニー材単板
フレット ： 14f/19f
ペグ ： GOTOH UPT-UBB-B

価格 +税107,000円

ホンジ
ュラス

マホガ
ニー材 ホンジ

ュラス

マホガ
ニー材

ホンジ
ュラス

マホガ
ニー材 ホンジ

ュラス

マホガ
ニー材
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低価格でありながら、ホールド感やピッチの安定性など、国産基準の
弾きやすさを追求。力強く、鳴りの大きなサウンドが特徴の1本です。
初めての方向けの初心者セットもオススメです。

KSU-1
ソプラノサイズ （12f/12f）

価格 +税10,000円

KSU-1L
ソプラノロングネックサイズ （14f/18f）

価格 +税13,000円

KCU-1
コンサートサイズ （14ｆ/18ｆ）

価格 +税16,000円

KSU-1 初心者セット
価格 +税12,000円

KCU-1 初心者セット
価格 +税18,000円

KSU-1L 初心者セット
価格 +税15,000円

KSU シリーズ 共通仕様

ボディ：マホガニー材合板
指板/ブリッジ：ブラックウォールナット材
ナット/サドル：牛骨
ソフトケース付（ワンショルダー/ブラック）
Made in CHINA

初心者セットには、下記が付属します。

チューナー
UT-301（クリップ型）

CD付教則本
はじめてのウクレレ

KCU-2CE
コンサートサイズ （14ｆ/18ｆ）

価格 +税32,000円

トップがコア材単板となっ
ており、生音でもしっかり
としたボリュームと響きが
あります。
カッタウェイ仕様のため、
ハイポジションでの演奏性
も高く、ピックアップも内
蔵されておりますので、ラ
イブや発表会等のウクレレ
としても十分にお使いいた
だける1本です。

ピックアップ付モデル

KTU-2CE
テナーサイズ （14ｆ/18ｆ）

価格 +税35,000円

2CE シリーズ 共通仕様

ボディ：アカシアコア材（トップ単板）
ネック：マホガニー材
指板/ブリッジ：ブラックウォールナット材
ナット/サドル：牛骨
ピックアップ付属
（アクティブのピエゾタイプ）
ソフトケース付（ブラック）
ピックガード付（両面テープ付）
※貼ったり剥がしたりはできません。
Made in CHINA

NEW

※写真はコンサートサイズです

ピックガード
取付時



翡翠瑠璃 桜

PUK-C HK PT
ハワイアンコアモデル

価格 +税120,000円

※ ※

※

（ペグ ： GOTOH UPT-UB7-CW）

PUK-C M PT
マホガニーモデル

価格 +税103,000円

PUK-C FM  PT(R) PUK-C FM  PT(S) PUK-C FM  PT(H)

PUK-C FM PT と同仕様のカラーリングモデル。
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PUK-C SP PT

トップ ： スプルース材単板

サイド ・ バック ：

ホンジュラスローズウッド材単板

スプルースモデル

価格 +税120,000円

4 色のロゼッタ

※がついている 3 機種のロゼッ

タは、 白をベースにターコイズ

（青）、 ダークコーラル （赤）、

マラカイト （緑） の人工石を使

用したデザイン。

PUK-C SP PT のロゼッタは白蝶

貝 （マザー ・ オブ ・ パール）

でデザインされた口輪飾り。

こちらは変更が可能です。

（カスタム料金 +2,000 円 + 税）

ピアレスこだわりの R（アール）

カッティングやストローク

の際、 エッジに指が触れ

るのストレスをなくすた

め、 指板エンド部分の 1

弦側のエッジをカットしま

した。

さらに 400R の指板アール

が付けられています。

ピアレス 共通仕様

ボディ ： オール単板

ネック ： ホンジュラスマホガニー材

指板 ： エボニー材

フレット ： 14f/17f

ナット / サドル ： 牛骨

ペグ ： GOTOH UPT-UBB-CW

使用弦 ： GHS 弦

ハードケース付属価格 +税125,000円

PUK-C FM PT
フレイムメイプルモデル

価格 +税110,000円

PUK-C KK

トップ ： スプルース材単板

サイドバック ： カーリーメイプル材単板

ネック ： マホガニー材

ロゼッタ ： 白蝶貝

ピアレス専用アンダーサドル P.U. 付

ゼロフレット採用

ピックアップ搭載
キヨシ小林モデル

価格 +税185,000円

太くコシのある中低域が特徴で、 か

つ音抜けが良く、 高音を含めたバラ

ンスの良いウクレレサウンド。

ハイポジションを弾くときにストレスの

ないカッタウェイの形状や、 運指を

スムーズにする丸みをおびたオリジ

ナルフレットエッジ加工など、 キヨシ

小林氏のこだわりがつまった 1 本。

聖なる木々から創り出された
国産のオリジナルコンサートサイズ
聖なる木々から創り出された
国産のオリジナルコンサートサイズ

ソプラノサイズより３８mm 長いスケールを採用し、ハイポジションでの演奏性がアップ。

弦のテンションが上がり、サスティーンが増し、コンサートよりひと回り小さいオリジナルボディ

からの音色は、森を抜ける風のような爽快感を醸し出します。

澄んだ空、マリンブルーの海、白い砂浜、やしの木陰で、サンセットを眺めながら

風に吹かれ、ウクレレを弾く…そんなイメージで製作されたウクレレ。

価格 +税27,000円

共通仕様
ソプラノサイズ （12f/15f）

ボディ ： メイプル材

指板 ： ウォールナット材

No.22-P

No.22-Y

No.22-B

No.22-G SP-15-heart

SP-15-cat

SP-15-paw

価格 +税22,000円

共通仕様
ソプラノサイズ （12f/15f）

トップ ： メイプル材

サイド / バック ： マホガニー材

指板 ： ウォールナット材

「そよ風」を意味するブランドＺｅｐｈｙｒ（ゼファー）「そよ風」を意味するブランドＺｅｐｈｙｒ（ゼファー）

KSM-00 UG
ソプラノサイズ （12ｆ）

価格 +税128,000円

KSM-02 UG
ソプラノコンサートネック （13ｆ/17ｆ）

価格 +税138,000円

KCM-00 UG
コンサートサイズ （13ｆ/17f）

価格 +税155,000円

KCM-02 UG
コンサートテナーネック （15ｆ/20ｆ）

価格 +税168,000円

KTM-00 UG
テナーサイズ （15ｆ/20f）

価格 +税182,000円

共通仕様
ボディ ： ハワイアンコア材単板

ネック ： マホガニー材

指板 ： ローズウッド材

キャリングバッグ付

Made in HAWAII

ハワイの明るい音色と大きな音量が特徴コアロハウクレレハワイの明るい音色と大きな音量が特徴コアロハウクレレ
日系ハワイアンのウクレレメーカー創始者、 アルヴィン ・ オカミ氏が大胆な発想と独自の理論を駆

使して製作。ダニエル・ホー、ヴァンスＫも愛用しており、ハワイを代表するウクレレブランドのひとつ。
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喜 帆布ケース （全 10 色）

UCB-S
ソプラノ～ソプラノロングネック対応
内寸　全長 570mm× ヒップ 180mm× 厚み 60mm
※ソプラノスケールのロングネックが入ります。
　（Famous FS-8LN など）

価格 +税7,400円

UCB-C
コンサートサイズ対応
内寸　全長 620mm× ヒップ 210mm× 厚み 70mm

価格 +税8,400円

【BK】
ブラック

日本製にこだわったキワヤオリジナルブランド。

みなさんに喜んでいただけるよう 「喜」 （き） と名付けました。

【BR】
ブラウン

【O】
オレンジ

【P】
ピンク

【R】
レッド

【BL】
ブルー

【BG】
ベージュ

【Y】
イエロー

【SB】
サックス
ブルー

【LV】
ラベンダー

スタイリングとカラー、 生地の素材感重視。
オーソドックスなウクレレにジャストフィット。
※2 ショルダータイプ

喜 背負えるハードケース
生地選びから行い、 製作された
ほぼ一点物のハードケース。

※在庫 / 柄が変動いたしますのでお問合せください。
※生地の裁断によって、 柄が異なります。
※ショルダーストラップは別売となります。
　　（1,500 円＋税 /1 本あたり）

ソプラノ
内寸　全長 580mm× ヒップ 170mm× 厚み 100mm

価格 +税15,000円

ソプラノロングネックまで対応

コンサート
内寸　全長 650mm× ヒップ 200mm× 厚み 100mm

価格 +税16,000円

コンサートロングネックまで対応

テナー
内寸　全長 710mm× ヒップ 240mm× 厚み 100mm

価格 +税17,000円

ハワイアンタトゥ F

クールモンステラ E

ペトログリフ B

ボーダー × イエロー

モダンハイビスカス A

ソフトケース （全 3 種）

No.40-S
ソプラノ～ソプラノロングネック対応

価格 +税4,000円

No.42-C
コンサート～コンサートロングネック対応

価格 +税4,200円

【T】タトゥー 【B】 バード 【F】 フラワー

ハードケース

No.2-H
サイズ ： 縦 180mm× 横 560mm

価格 +税9,000円

ソプラノサイズ

※1 ショルダータイプ

No.5-HC
サイズ ： 縦 210mm× 横 630mm

価格 +税12,000円

コンサートサイズ No.11-HT
サイズ ： 縦 250mm× 横 710mm

価格 +税15,000円

テナーサイズ

タイプ、 デザイン、 様々なウクレレケースを取り揃えております。

※2 ショルダータイプ

※生地の裁断によって、 柄が異なります

木製のため重量はありますが丈夫です。

No.2-HL
サイズ ： 縦 180mm× 横 600mm

価格 +税9,000円

ソプラノロングネックサイズ

Ukulele　Case
ウクレレケース

ソフトケース

５-S
ソプラノ～ソプラノロングネック対応

価格 +税2,000円

※2 ショルダータイプ

7-SC
コンサート～コンサートロングネック対応

価格 +税3,000円

2 本収納ソフトケース

OUSC-1D
ソプラノ～ソプラノロングネック対応

価格 +税5,500円

※1 ショルダータイプ

OUSC-2D
コンサート～コンサートロングネック対応

価格 +税6,000円

OUSC-3D
テナーサイズ対応

価格 +税6,500円

お手頃価格で軽量。

セミハードケース

※ショルダーなし

No.1-SH
ソプラノサイズ対応
サイズ ： 縦 550mm× 横 180mm

価格 +税5,000円

木製より軽量なチップボード製

9-ST
テナーサイズ対応

価格 +税3,500円

喜 オリエンタル柄ケース （全 3 色）

UCB-PS
ソプラノ～ソプラノロングネック対応
内寸　全長 570mm× ヒップ 180mm× 厚み 60mm
※ソプラノスケールのロングネックが入ります。
　（Famous FS-8LN など）

価格 +税8,000円

UCB-PC
コンサート～コンサートロングネック対応
内寸　全長 620mm× ヒップ 210mm× 厚み 70mm

価格 +税9,000円
【P】
パープル

【B】
ブラウン

【G】
グレー

※2 ショルダータイプ

※生地の裁断によって、 柄が異なります。

KDUC
コンサートサイズ
内寸　全長 700mm× ヒップ 205mm× 厚み 125mm

価格 +税16,000円

【RED】 レッド 【BLUE】 ブルー 【GREY】 グレー

軽量で、 男女問わず使っていただける
落ち着いた色合いのソフトケース。

KUB-S
内寸　全長 520mm× ヒップ 190mm× 厚み 60mm

価格 +税5,500円

ソプラノロングネックまで対応

KUB-C
内寸　全長 620mm× ヒップ 220mm× 厚み 70mm

価格 +税6,000円

コンサートロングネックまで対応

KUB-T
内寸　全長 700mm× ヒップ 230mm× 厚み 80mm

価格 +税6,500円

テナーサイズ対応

KIWAYA オリジナルソフトケース（全 3 色）

※2 ショルダータイプ　※Made in CHINA

※すべて GOTOH 製となります。※すべて 4 個 1 セットとなります。

※お客様自身でペグを交換される場合は工具が必要になります。

※ウクレレによって取り付けできない場合、 ウクレレ本体に加工が必要な場合がございます。

※ペグ交換については、 弊社またはお近くの楽器店にご相談されることをお勧めします。

◆フリクションペグ ◆ギアペグ

ペグ F-1

価格 +税3,500円

Famous オリジナル

ペグ F-2

価格 +税4,000円

Famous オリジナル 価格

UPT-UBN-CW

+税11,800円 価格

UPT-UBB-B

+税12,200円

ペグA

価格 +税1,800円

ペグ B

価格 +税2,700円

Ukulele　Peg
ウクレレ　ペグ

◆プラネタリーギアペグ

Ukulele　Case
ウクレレケース

2120

NEW喜 背負える
Firm Light Case　KDUC
ハードケースより軽く、 ソフトケースより丈
夫なウクレレ用ライトケース。

【B】
ブラック

【C】
チョコ

【W】
ワイン

【N】
ネイビー

2 ショルダー付

便利な内蓋付 丈夫な取っ手

※初回生産分のみ表面にキワヤロゴが
入っています。
※ソプラノサイズも販売予定です。



ご利用シーンに合わせた

豊富なバリエーション。

US-22 価格 +税2,500円

軽量かつ折り畳み式で、 持ち運びに便利。

UH-425 価格 +税800円

ウクレレをインテリアにできる壁掛
けタイプ。

KIWAYA ウクレレスタンド

ウクレレホルダー （ネジ付）
バイオリンと兼用可能なタイプ。　

ウクレレスタンド

※壁に穴を開ける必要があります。

折り畳み式

テナーサイズまで対応

壁からの距離

Ukulele　Stand
ウクレレ　スタンド

VS-100 価格 +税2,000円

22 23

No.2300 価格 +税2,300円

Ukulele　Strap
ウクレレストラップ

演奏する際、 ウクレレが下がらないよう首からストラップで吊るすことで

位置をキープします。 カラー、タイプ、素材など、お持ちのウクレレに応じてお選びください。

喜 帆布ストラップ （全 10 色）

ウクレレ底部にエンドピンを取り付け、 ヘッド部分を紐で固定するタイプ。 手を離しても落ちません。
帆布ケースと同じカラー、 素材となっております。

※エンドピンは別売（250 円～ + 税）となります。

Famous オリジナルストラップ （エンドピン付属 / 全 10 色）

No.1600 価格 +税1,600円

Famous オリジナルストラップ （フックタイプ / 全 7 色）

サウンドホール下にフックをかけ、 ウクレレの裏側に回し
首にかけるタイプ。

※カラーは紐を示しています。No.1500 価格 +税1,500円

【BK】
ブラック

【BRN】
ブラウン

【G】
グリーン

【BG】
ベージュ

【R】
レッド

【WH】
ホワイト

【NV】
ネイビー

※エンドピンのカラーはシルバーです。

【BK】
ブラック

【BRN】
ブラウン

【O】
オレンジ

【P】
ピンク

【R】
レッド

【BL】
ブルー

【BG】
ベージュ

【Y】
イエロー

【SB】
サックス
ブルー

【LV】
ラベンダー

本革ヘッド ・ ストラップ

ウクレレのヘッド部分に装着することで、 紐を結び付ける
手間が省けます。 グリップ力も高まり、 不安定さも解消！

本革ヘッドストラップ 価格 +税700円

【BK】
ブラック

【BRN】
ブラウン

NEW

【A】 【B】 【C】 【E】【D】 【F】 【G】 【H】 【J】【I】

テンションや素材など、 お手持ちのウクレレや演奏スタイルに応じて

お選びください。 （半年～ 1年で交換することをお勧めしております。）

Famous Aranjuez 弦 （ナイロン弦）

（フェイマス アランフェス弦）

Worth 弦 （フロロカーボン弦） ORCAS 弦 （フロロカーボン弦）

※すべてソプラノ～テナーサイズに対応

※それぞれソプラノ 2 本分の長さ

※上記はすべてソプラノ～コンサートに対応

ブラウンカラー ミディアム

BM セット 価格 +税1,200円

BM-LG Low-G セット 価格 +税1,400円

クリアカラー ミディアム

CM セット 価格 +税1,200円

CM-LG Low-G セット 価格 +税1,400円

B-LG Low-G 単品 価格 +税400円

C-LG Low-G 単品 価格 +税400円

コンサートサイズ以上推奨

コンサートサイズ以上推奨

OP-R 価格 +税3,400円

アシュボリーベース / ウクレレベース専用弦

OS-MED 価格 +税700円

ミドルゲージセット

ライトゲージセット

OS-MED LG Low-G 価格 +税800円

OS-LGT 価格 +税700円

OS-LGT LG Low-G 価格 +税800円

Low-G 単品

OS-30 LG 価格 +税280円

テナーセット

OS-TEN 価格 +税800円

OS-TEN LG Low-G 価格 +税900円

クリアー弦セット 価格 +税800円

はっきりと澄んだ音色。 1 音 1 音をしっかり響かせたい方に。

1-A:0.025/2-E:0.032/3-C:0.036/4-G:0.028　　　　

ブラック弦セット 価格 +税800円

柔らかい印象で、 温もりのある落ち着いた音色に。

1-A:0.025/2-E:0.032/3-C:0.036/4-G:0.028　　　　

レインボー弦セット 価格 +税800円

練習用や見た目で楽しみたい方に。

1-A （レッド）      
2-E （グリーン）  
3-C （オレンジ）  
4-G （パープル）

:0.025
:0.032
:0.036
:0.028　　　　　　　　　　

Low-G 単品 （巻き弦） 価格 +税300円

巻き弦は、 弦の張りや太さを保つことで音程の乱れを軽減。

4-G:0.027　　　　　　　　　

ブラウン弦セット （KBM) 価格 +税1,200円

1-A:0.0224/2-E:0.0260/3-C:0.0291/4-G:0.0224　　

柔らかく丈夫で、 勢いのある力強いサウンド。
（KIWAYA×WORTH STRINGS 共同開発弦）

Ukulele　Strings
ウクレレ弦

ゲージが細めの Famous 標準弦。
柔らかい張りで扱いやすく、 軽やかな音色。

マロン （Marron） 弦セット 価格 +税800円

1-A:0.024/2-E:0.030/3-C:0.034/4-G:0.028　　　　

Low-G （巻き弦） セット 価格 +税1,000円

1-A:0.024/2-E:0.030/3-C:0.034/4-G:0.027　　　　

KIWAYA フロロカーボン弦

クリア弦セット （KFC) 価格 +税800円

1-A:0.0204/2-E:0.0244/3-C:0.0275/4-G:0.0224　　

弾きやすく、 張りのある明るいサウンド。

Low-G セット （KFC-LG) 価格 +税1,000円

1-A:0.0204/2-E:0.0244/3-C:0.0275/4-G:0.0358　　

Low-G 単品 （Low-G/KFC) 価格 +税300円

4-G:0.0358　　　　　　　　　　　　　　　　　　

透明感のある低音サウンドに。
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Ukulele　Accessories
ウクレレアクセサリー

カポ

Famous オリジナル。
コンパクトタイプのカポタスト。

ピック （全 4種）

革ピック 価格 +税300円

UC-1 価格 +税1,200円

Famous オリジナル。
本革製ウクレレピック。

【Famous ロゴ】　【モンステラ】　　

【ハイビスカス】　 【ホヌ】　　　　

ウクレレコードスタンプ
シャチハタタイプのスタンプ。
インクの補充も可能。
押印サイズは 9mm×14mm。

S-815 価格 +税1,500円

（補充用インク 青 ： 300 円 + 税）

Famous クリップチューナー

UT-301 価格 +税2,500円

Famous オリジナル。
クリップタイプのウクレレ専用チューナー。
（使い方はP10参照/他の楽器でもご使用可）

演奏に欠かせない便利なアイテムや、 ウクレレを長く愛用いただくための

メンテナンス用品が多数。

ウクレレコードファイル （全 4種）

キワヤウクレレミュージアムに掲示している、 古い楽譜の表紙をあしらったデザインの
コード表付ファイル。 （A4 サイズ）

File-01/UKULELE LADY

File-02/CHILI BEAN File-03/UKULELES CALLING ME

File-04/DREAMY PARADISE

ウクレレコードファイル 価格 +税250円

KIWAYA クリップチューナー

KIWAYA オリジナル。 初心者におすすめの
クリップタイプのウクレレ専用チューナー。
（ウクレレのチューニングのみ）

UT-501 価格 OPEN

ノンスリップラバー
ウクレレの裏板に貼り付ける
滑り止めマット。 （貼ってはがせるタイプ）

ノンスリップラバー 価格 OPEN

モイスレガート

モイスレガート 価格 +税1,200円

ウクレレケースに入れておくだけで、 乾
燥にも湿度にも反応し、 最適な保管湿
度に調整。 （約 2 年間）

ケースに入れても邪魔に

ならないサイズ感。

ウクレレ用調湿マット 「音援団」
特許製法のシリカクリン採用。 最適湿度
をキープし、 割れを防ぎ、 音色を安定。

消臭 ・ 防カビ効果もあ

り、 天日干しで何度で

も使用可能

調湿マット 音響団 価格 +税1,200円

Famous ウクレレドライバー
プラス / マイナスの大小のネジ穴に対応
したペンタイプの 4WAY ドライバー。
ほとんどのペグネジに使用可。

4WAY ドライバー 価格 +税500円

KIWAYA ハイパーミクロクロス

高度なファイバーテクノロジーにより特殊
加工された国産クロス。 ウクレレを傷つ
けることなく汚れを拭き取る極細繊維。

ミクロクロス 価格 +税1,500円

ウクレレキーリング

ウクレレの形をしたキーリング。
ケースなどに付けてお使いください。

ウクレレキーリング 価格 +税500円

ウクレレの肩部分に貼り付けるキズ防止用の
コア材ピックガード。

【F】 フラワー

ピックガード （3 種 ×3 サイズ）

【H】 ホヌ 【P】 プレーン

【S】 ソプラノ 【C】 コンサート 【T】 テナー

※両面テープが付属しています。

※コア材のため、 一つ一つの色合

いや杢目が異なります。

※剥がした際、 ボディに傷がつく

場合がございますのでご注意くだ

さい。

PG-1200 F/H/P 価格 +税1,200円

ソプラノサイズ

PG-1300 F/H/P 価格 +税1,300円

コンサートサイズ

PG-1400 F/H/P 価格 +税1,400円
テナーサイズ

KIWAYA オリジナル
メンテナンスセット

リード書見台 （全 2色）

テーブルに楽譜を置いて練習される方に
便利な卓上譜面台。

KIWAYA クロス （全 3色）

リード書見台 価格 +税1,800円

KIWAYA OMS 価格 +税1,400円

KIWAYA クロス 価格 +税500円

乾燥期に出やすいヒビや割れを防ぐレモン
オイル、 汚れを落とし艶の出るポリッシュ、
それらを使用するのに適したクロスの三点
セットです。
（レモンオイル :60ｍｌ/ ポリッシュ ： 60ｍｌ）

キメが細かくて、 ウクレレに優しい、 
KIWAYA のロゴ入り国産クロス！
オイルやポリッシュの拭き取りにもお使い
いただけます。

F-100N
（ブラウン）

F-100B
（ブルー）

NEW

NEW

ひょうたん型
ハート

ギタレレ ノーマル ひょうたん型
ネコ



AND MORE…

Facebook
Kiwaya Ukulele Official FB

Instagram
kiwaya.ukulele.official

Youtube
KIWAYA Channel

Twitter
KIWAYA UKULELE

↓
セールやお買得情報、 ワークショップ等のイベントのご案内をお送りしています。
是非ご登録ください。 （配信は月 1 程度です）

誰でも参加 OK ！ウクレレ動画＆フォトコンテスト ～４ＡＬＬ～
「ジ・ウクレレコンテスト」の進化系としてオンラインでのウクレレ

コンテストを毎年開催。エントリーや投票、スケジュール等は公式サイトをチェック！

※KIWAYA は本コンテストのメインスポンサーです。

UKULELE SCHOOL

1998 年開校。 キヨシ小林氏を筆頭に、 実力ある講師陣と幅広
いコース ・ クラスで 「学ぶ楽しさ ・ 弾く快感」 を提案。
現在、 400 名以上の生徒様が受講されています。
ハワイアン、ソロ、弾き語りなどのジャンルから、初心者、シニア、
キッズなどのレベル別まで、 多数展開しております。
ご見学等、 お気軽にお問い合わせくださいませ。

TEL 03-5926-3583

MAIL school@kiwaya.com

金 / 土13:00 ～ 18:00火15:00 ～ 19:00

無料体験レッスン毎週開催！
毎週土曜日 （第 5 以外）
11 時半より / 要予約

【講師陣】

写真上段左から、 キヨシ小林、 鈴木舞里、 中丸宗幸、 松本ノボル、

写真中段左から、 森拓治、 渡辺海智、

写真下段左から、 デイジーどぶゆき、 西里慶、 小豆畑芳光

UKULELE WORKSHOP

定期的にレッスンに通うのは難しい ・ ふらっと気軽に参加したい ・ 演
奏のスキルアップを目指したい ・ 基礎だけ学びたいなど、 ご希望に
合せて受講できるワークショップを開催しています。（不定期 / 日曜）
初心者の方からテクニックの習得を目指す中級の方まで、 ウクレレ
の演奏がより楽しくなるレッスンが盛りだくさん。
KIWAYA ウクレレスクールの講師陣はもちろん、普段はレッスンを行っ
ていないアーティストの方々にもお越し頂いております。 スケジュー
ルはホームページにてご確認ください。

【講師陣 一例】 勝誠二、 鈴木智貴、 Sato Tomoki、 JazzoomCafe など

ウクレレコミュニケーター向け講座もあります！

ウクレレを学んで、 弾いて、 ウクレレ演奏をマスターする。 それがウクレレの楽しみ方ですが、 仲間を作って一緒に楽しんでいけ
るのもウクレレの魅力のひとつです。 みんなとウクレレを弾けば、 楽しみも広がり、 様々な交流が生まれます。
本講座は、 気軽なウクレレサークルを作りたいと思っている方から、 いつかはウクレレの講師になりたいと思っている方、 幼児や高
齢者向け施設でのボランティア、 地域の活性化としてウクレレを活用したい方に向けて、 ウクレレコミュニティの作り方やウクレレ
を指南する上でのコツや知識、 コミュニティリーダーの役割などの基本を伝授する講座です。
不定期開催となりますが、 興味のある方はホームページ （ワークショップ） をご覧ください。

アドレスだけで OK ！メルマガ会員募集中！
「ウクレレ文化の保存と継承」 を目的に 2004 年 4 月に KIWAYA
社屋にオープン。
創成期の物から黄金時代、 そして現代のものまで、 各時代
を代表するウクレレを常設展示しております。
ご見学はご予約制となります。 KIWAYA ショールームまでお問
合せください。

UKULELE MUSEUM らく

UKULELE RENTAL

ウクレレは、ギネスブックにも認定された 「世界一簡単な楽器」
です！年齢、 性別問わず、 どんな方でも簡単に演奏すること
ができ、 その音色は癒やし効果も抜群！そんなウクレレを多く
の方に体験していただけるよう、 ウクレレのレンタルサービス
を行っています。
活動内容に応じて、 無料 / 有料をお選びください。
また、 ウクレレ本体を含めたレッスンに必要なアイテムと、 講
師の派遣をセットした法人向けの出張レッスンパックもござい
ます。 詳しくはホームページよりご確認ください。

SHOP INFORMATION

ACCESS 〒111-0036　東京都台東区松が谷　1-7-3
（銀座線 稲荷町駅 or 田原町駅から徒歩約 6 分）　　　　

TEL 03-5828-4661

Business
hours

火～日 11:00 ～ 19:00

Regular
holiday

月 / 祝日

年末年始 ・ GW ・ 夏季休業日

MAIL famous@kiwaya.com

http://www.kiwayasbest.com/

KIWAYA 公式 オンラインショップ

カタログに掲載されているもの以外にも、

ハワイ産ウクレレ、 国内のビルダーズウ

クレレ、 アクセサリー、 楽譜等が充実し

ています。 店舗もしくは KIWAYA ホーム

ページへお越しくださいませ。
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