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トロバドール」バージナルのご紹介  エド・コティック

だいぶ前から、ハープシコードの奏者の
皆様から「シンプルで、しっかりしてい
て、軽量で、車の後部座席に積むことが
できて、通奏低音や伴奏の仕事に持って
行ける楽器を作ってほしい」というご要
望をいただいていました。 

それは 

●軽量で⼩型（⾞の後部座席に積める） 

●頻繁に調律しなくてよいよう安定して 

●トランスポーズ(415-440)も必要で 

●音色は強くしっかりしていて、⼩アン
サンブルの中ではっきりと聞こえる音が
ほしい 

「トロバドール」はこういったご要望に
お応えするために作られました。 

音域は使い勝⼿のよいＣ−ｆ３の４．５
オクターブで、さらに最低音にもう１鍵、
「ユーティリティ キー」としてエキス
トラ鍵を加えました。 

知識のある奏者の方であればこのエキス
トラの音はショートオクターブとして活
用していただけるでしょう。その為には
Ｂ鍵をＧに、Ｃ＃鍵をＡに、Ｅｂ鍵をＢ
またはＢｂにあわせます。 

一方、一般的にはこの最低音鍵を、演奏
プログラムで必要とされるＣより下の音、
たとえばＢｂやＡ，またはＧなどにあわ
せれば良いのです。 

私たちは、華麗なモールディングなどの
装飾は省き、スタンドや上蓋、譜面台な

どもなしで⼿頃な価格の楽器を目指しま
した。プロの演奏家の方であれば、単純
にこの楽器を演奏会場に持ち込み、テー
ブルの上に乗せ、譜面は昔そうされてい
たようにジャックレールの上に置いて演
奏を始めます。 

トロバドールの最初の試作品を買ったお
客様からはこの要求に充分お応えするこ
とができたと言っていただけました。 

最初の２台はプロのハープシコード奏者
が買ってくれたのですが彼らから脚と上
蓋と譜面台を作ってほしいと言われたの
で驚きました。 

もちろんお作りしましたし、同じものを
このモデルのオプションとしてご用意し
ます。 

しっかりした布製のカバーも作りました
から、この楽器を移動することが多いな
らおすすめします。 

私たちはすぐに「トロバドール」はキッ
トとしてもご家庭でもとても使いやすい、
作り勝⼿の良い安価なものになると思い
ました。 

いろいろな面で「トロバドール」はズッ
カ−マン社の基礎をつくった１９６０年
代のズッカ−マン「スラントサイド」ハ
ープシコードに似ています。シンプルで
低価格です。楽器の性能を損なわない範
囲でできる限りのコストダウンに勉めま
した。 
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「トロバドール」は軽くできていますが、
充分に強靱なのでアウターケースも必要
としません。見栄えのする楓の外装は軽
いニス塗りでも良いし、もちろんそうし
たければしっかり塗装していただいても
いいでしょう。 

最初に戻りますが、私がこれをハープシ
コードと呼んだり、バージナルと呼んだ
りしたので混乱されたかもしれません。 

まずこれはジャックの爪で弦を弾くタイ
プの鍵盤楽器ですから、ハープシコード
族に入ります。しかし、その弦は鍵盤に
平行して張られており、ジャックは響板
を通って設置されていて低音弦は⼿前に
あります。ですから、これはハープシコ
ードの一種で「バージナル」と呼ばれる
タイプです。 

バージナルは場所をとらないのでこのタ
イプにしました（車の後部座席に積める
ようにすることを想定していたと申し上
げましたよね）。 

設計にかかる前に南欧のバージナルの全
てのタイプを検証しましたが、「トロバ
ドール」は特定の国を想定しているわけ
ではありません。 

なによりも、これは使い勝⼿の良いバー
ジナルです。 

アタックは立ち上がりがはっきりしてい
ます。音色は豊かでよく響きます。通奏

低音や伴奏には完璧でしょう。クープラ
ンやラモーを弾くために好まれるタイプ
ではないかもしれませんが、バッハやス
カルラッティにはぴったりですし、フラ
ンスの曲も充分に演奏できます。 

これが、特定の国を想定していないとい
うことは、あなたのお好きなように装飾
していいということです。私はもともと
の企画意図のようにシンプルな木目を活
かしたニス塗装にしましたが、染色して
も良いし、響板に絵を描いても良いし、
お好きならローズ（響穴）をあけても良
いのです。 

最近作ったモデルは響板にフランス風の
塗装をしてイタリア風のローズをつけま
した。とても素敵でしたよ！ 

基本仕様 
１ｘ８’ 

55Keys, C to f3,+ユーティリティー鍵 

415-440 Transpose 

譜面台 

５６ｃｍｘ１３２ｃｍｘ１９ｃｍ 

２２ｋｇ 

上蓋、脚は別売オプション 
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前書 
弊社の制作マニュアルは CD-ROM でご提
供しています。（いま、この資料をお読
みであれば、すでにご存じですよね） 

たぶん一部か、全部をプリントしてお使
いになることでしょう。CD-ROM 版には
紙のマニュアルにはない利点がいくつか
あります。 

たとえば探している言葉を簡単に検索で
きるとか、多くの作業場面をカラー写真
で見ていただけるなどです。CD 上では別
ファイルとしてご覧いただけます。CD の
中ではリファレンスとして参照します。 

もしご希望なら写真単体でもプリントで
きます。写真のいくつかは、他のモデル
から流用されていますが、作業上には差
し支えないと思っています。木の打痕を
水で膨らませるというのはどこでも使え
る技術ですし、プレクトラム（爪）のボ
イシングはジャックが木でもプラスチッ
クでも変わりありません。 

このマニュアルの写真に加えて、ズッカ
−マン社のサイトでは各種のビデオ（弦
の張り方はボイシングなど）のビデオも
ありますからどうぞご参照ください。 
 

このマニュアルを通じて、主語に「私」
と「我々」と二種類使ってあります。 

「私」と書いてある場合は、この楽器の
設計者でこのマニュアルの著者でもある
私、エド・コティックを意味しています。
また、「我々」と言うときには、私はズ
ッカ−マン社のチームの一員として、お

話しています。私は Z 社のいろいろなモ
デルの開発に協力してきましたし、今で
もしばしばストニントンにある Z 社を訪
問し、そこで時間を過ごしていますので、
Z 社がどういう動きをしているかはよくわ
かっています。 
 

 

チームメンバー 
ここで、このキットをお届けする原動力
となっている人たちをご紹介しておきま
しょう。 

●Z 社のオーナーのリチャード・オーバー
氏は全ての活動に責任を負っています。
彼はハープシコードやクラビコードのこ
と、木、接着、仕上げのことなど、工房
の一端から木材を供給して、反対の端か
ら完成品を送り出すところまで、全てを
熟知しています。Z 社を動かしているのは
彼のビジョンです。 

●スティーブ・サルバトーレ部⻑は、Z 社
の日々の現場の全責任を負っています。 

あなたが Z 社に電話をしたときに対応し
てくれるのは彼ですし、彼が解決できな
い問題はありません。 

●製図技師の R.P.ヘイル氏は私の技術的
なスケッチをあなたの⼿にわたる見事な
図面に仕上げてくれました。 

●キットの部品は熟練した指物技術者の
スチュアート・マコーマック氏の監督の
下に切り出されています。 
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このマニュアルについて 
このマニュアルは、まじめであっても技
術的には未経験な人たちを念頭に書きま
した。 

何人かの方には私が「ケースモールディ
ングを接着しなさい」と言えば、余計な
ことは千言を費やさなくても充分でしょ
う。でも、どうぞ我慢して私の詳しい説
明をお聞きください。この千言の中には
貴重なヒントが隠されている可能性があ
りますから、どうぞ目を通して見てくだ
さい。 

最後に、技術者の方なら誰でも理解して
いるように、なにか作業を進めるには通
常何種類ものやり方があります。ですか
ら、もしあなたがこのマニュアルに書い
てある以外のより良い方法や道具をご存
じなら、どうぞそちらでやってみてくだ
さい。 

作業にとりかかる前には、必ず個々のパ
ーツを確認して図面に照らし合わせてく
ださい。いくつかの部品は意識的に大き
めに作ってあります。マニュアル、部品
と図面とを照らし合わせて、楽器がどの
ように機能するのかを理解してください。 

 

部品はそれぞれがぴったりはまるように
切り出してありますが、木材は生きてい
ます。それは切り出された後にも変形す
ることがありますから、ときには梱包さ
れたあと曲がったりしたものがあるかも
しれません。 

しかし、いったん組み立てて接着されて
しまえばたいがいは落ち着いてくれるも
のです。 

 

トロバドール製作の 3 段階 
組み立てには主に三つの段階があります。 

最初はキャビネット（ケース）の組み立
てです。次は仕上げ。最後は音楽的な部
分です。これらはそれぞれ違ったスキル
が必要になります。 

Ⅰ．外装 

ケース外装は組み上がった状態でお届け
します。底板と側壁と二つの添え木でで
きています。あなたはネームボード、ラ
イナー、各種の隅木とレストプランクを
取り付けねばなりません。 

Ⅱ．響板、鍵盤 

次の仕事は響板を作ることです。表面に
二つのブリッジを、またリブとボックス
ガイドを底面に接着します。 

もしローズがあるならこの段階で組み入
れます。右側のブリッジにピンを打ち、
響板をケースに接着し、バスヒッチピン
レールと響板モールディングを取り付け
ます。全てのピンは印をつけてあり、穴
はあけてあります。 

ジャックレール支持とジャックレール、
それに低い方のケースモールディングを
取り付ければケース作りは終わりです。
これでお好みによってニス塗りまたは塗
装仕上げしましょう。 

 



 8 

鍵盤枠はバランスレール、バックレール、
フロントレール、踏み越し段、棚、それ
に前モールディングで構成されています。
バランスピン、バランスパンチング、前
と後ろのレールクロスを取り付けます。
全音と半音鍵を鍵盤に取り付け、バラン
スと間隔をとって調整します。 

Ⅲ．弦、アクション 

音楽的な部分に取りかかりましょう。ヒ
ッチピンを取り付けます。バージナルは
さまざまな太さのワイヤーのループをヒ
ッチピンにひっかけて、反対側をチュー
ニングピンに巻き付けます。 

左側のブリッジにピンを打ったら、鍵盤
にとりかかりましょう。鍵盤はケースの
中に納めます。 

この時点で、ジャックのサイズを決めて
カットし、重りをつけ、それぞれの位置
に納めます。 

爪を差し込んで一つずつ適当な音量とタ
ッチになるように削り、ダンパーを付け
ます。ジャックレールにクロスを張って
とりつければ、楽器はチューニングして
演奏できる状態になります。 

注意点 
ズッカーマン社のキットのマニュアルに
は必ず注意書があります。このマニュア
ルも例外ではありません。 

初めてキットを組み立てる方のためにご
く簡単にまとめてみます。 

（１）マニュアルに指示があること以外の

ことはしないように（たとえば、響板に塗

装するようには指示していません。です
から響板は塗装しないように） 

（２）ドライラン：部品を接着する前には
必ず接着剤をつけずに仮組をしてクラン
プなどで固定してみること。接着剤をつ
けると塗面は滑りやすく扱いにくくなり
ます。ですから接着した継ぎ目はすぐに
チェックをして、もしちゃんとついてい
ないようでしたらすぐにはがしてやり直
してください。 

（３）接着面がきちんと接触していること

と、クランプが必要十分な圧力をかけて
いることを確認してください。一方では
締め付けすぎて位置がずれたりしないよ
うに。クランプの圧力で継ぎ目からごく
薄い接着剤の粒がはみ出す程度に、必要
十分な接着剤をつけてください。もしま
ったくはみ出さないようなら接着剤不足
かもしれません。継ぎ目は接着剤が固ま
るまで、しっかりとクランプ締めしてお
きます。たぶん、２〜３０分すればクラ
ンプは外しても良いでしょうが、接着剤
はまだしばらくは本来の強度で固まって
いません。継ぎ目をクランプどめするた
びに接着剤がはみ出します。その都度、
接着剤がはみ出したまま固まってしまう
前にきれいに拭き取りましょう。はみ出
した接着剤を拭き取るということは、継
ぎ目に充分な量の接着剤が塗られている
ということではありますが、必ずしも継
ぎ目がしっかり圧着されていることは意
味しません。ネジや釘やクランプでしっ
かり接着されていれば触感や目視でわか
るでしょう。 
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木材の木口（木材の軸に直角な断面）を
接着する時は、最初に木口の気孔に接着
剤をすり込んで気孔をふさぎます。その
あとに通常の接着作業にかかってくださ
い。 

はみ出した接着剤は、ゴム状に硬くなっ
たところでノミかねじ回しの先でこすり
とります。濡れた布などでこすり取ろう
とはしないように。それをすると、気孔
に接着剤をすり込むだけで、このミスは
仕上げ塗装にかかったときに祟ってきま
す。でも、濡れた布はいつでも使えるよ
うに⼿近に置いてください。接着剤のビ
ンの口や、指先や、作業机の上などに落
ちた接着剤をきれいに拭き取りましょう。 

（４）楽器の内部に向かう面は、接着され

て組み上がって触れなくなる前に紙やすり

をかけておきます。やすりは木目に沿って
（逆向きにではなく）かけたいところで
すが、やたらに狂信的にはしなくていい
です。申し上げておきますが、完全な内
側になる面はやすりがけしません。楽器
の内面は、耳障りな高音の反響を防ぐた
めに多少ラフな状態で残したいのです。
ハープシコードはギターやバイオリンと
は違います！ 

（５）穴開けは中心にしっかりマークをし

てから︓どこであっても、穴をあける位置
に印をつけるときは穴あけの中心にセン
ターポンチでしっかりとくぼみをつけて、
ドリルの先端がぶれないようにしてくだ
さい。（ただし、ブリッジとナットピン
にはパンチをしないように） 

（６）このマニュアルをちゃんと読むこ

と：ストニントンの弊社工房やトロバド
ールを組み立てた他の人が遭遇したとい
う報告のあった潜在的な問題を予測でき
るでしょう。私はこのマニュアルを書き
ながら並行して組み立ても行っています。
そこで遭遇したり、予知できる問題はマ
ニュアルの中で説明しておきます。 

（７）作業を急がないように。あせると不
必要な間違いをしたり、やりなおしせざ
るを得なくなったりして実際の倍ぐらい
の時間がかかってしまいます。ストニン
トンの工房では「やろうと予定していた
作業の最後の工程は決してやっちゃいけ
ない」という鉄則があります。これは私
自身の工房でもあてはめています。私な
ら、もしかしたら失敗するかもしれない
最後の工程をすませるよりも早めに仕事
を切り上げます。 

（８）失敗しても投げださないように。電
話か⼿紙かメールでご相談ください。あ
なたが挽回できるようにできるだけのこ
とはします。ほとんどの問題は解決可能
です。最初に「私はトロバドールを組み
立てているんですが。。」と切り出して
くださいね。弊社では多くのモデルをつ
くっているので、あなたがトロバドール
を組み立て中だということがわからない
となにもはじまりません。また、このマ
ニュアルの中で使っている言葉や名称を
なるべく使うようにしてください。弊社
の事務所と工房は 

65 CutlerStreet, Box-151, Stonington, 

Connecticut 06378, USA にあり、電話は 

860/535-1715 メールは info@zhi.net.です。 
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訳注：英語でのコミュニケーションに問
題の無い方は、上記の方法のどれかで直
接ご相談いただいて結構です。その際に、
先方には弊社／日本の「コースタルトレ
ーディング」から入⼿したキットである
ことをお伝えいただき、また並行して私
（野村）にもＺ社にご相談になっている
旨、ご一報いただければ、Ｚ社からなん
らかのコンタクトが弊社にあった場合に
スムーズな対応をとることができます。
お⼿数ですがご配慮ください。また、英
語が苦⼿な場合、どうぞ弊社にご相談く
ださい。海外とのやりとりであり、間に

ワンクッション入ると時間もかかりまだ
るっこしいことになりますが、できる限
りお⼿伝いさせていただきます。 

最後に、専門家がやるように、塗装をする
ときにはゴムかビニールの⼿袋を使うこ
と。また紙やすり掛けをするときにはマ
スクをすることをおすすめします。 
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パーツリスト 
ズッカ−マンのキットの部品は全て保証
いたします。キットの中に不足していた
り、壊れていた部品があれば（弊社の保
証条件の範囲ですが）すぐに無償で代品
をお届けします。申告はご購入日から 1 年
以内に当初のご購入者からしてください。
もしお客様が部品を壊してしまったら、
原価＋送料、⼿数料で交換します。ただ
部品代よりも送料が高く付くこともあり
えますのでご承知ください。 

部品の名称は、このリストの中と、マニ
ュアルと図面とで一貫して同じ名前で書
くように勉めました。この三つを通じて、
全ての部品を確認していただけると思い
ます。 

（訳注：元々使われているアルファベッ
トの表記を和訳すると、図面との整合を
とりにくくなるので、少し煩わしいでし
ょうがアルファベットを基本に必要と思
われる部分だけ和訳を添えるようにしま
した） 

例：木ねじ（ＷＳ）には、平頭（ＦＨ）
Flat head と丸頭 Oval head（ＯＨ）の 2 種
があります。 

 

外装部品 Case parts 
ケース完成品 Case assembled: maple 

sides, bass bottom 

ネームボード Name board 楓材 

ネームバテン Name batten 楓材 

ジャックレール Jackrail 

ジャックレールマウンティングブロック 

Jacrail mounting blocks (2) 楓材 

響板 Soundboard スプルース材 

響板リブ Soundboard ribs(5)スプルース

材 

ボックスガイド Box guide 楓材 

右のブリッジ Right bridge （Ｓ形）桜材 

左ブリッジ Leftbridge （伸ばしたＳ形） 

バスヒッチピンレール Bass hitchpin rail 

 

モールディング Moldings 
響板モールディング Soundboard 

moldings  

スパイン spine 

右角側板 right angled side 

左角側板 left angled side 

右側板 right side 

前側板 front side 

外装底モールディング 楓材 

チーク(2) 

前板 fronts(2) 

スパイン spine 

右角背 right angled back 

左角背 Left angled back 

側板 sides (2) 

前突出 front projection 

アクション部品 Action parts 
鍵盤５５鍵 C-f3 クロマチック +最低音（多

用途鍵）bass utility note 

全音鍵カバー natural key cover 楓材 

半音鍵 sharps 桜材 

バランスレール Balance rail 樫材 

バックレール Back rail バス材 

フロントレール Front rail バス材 

スタイルズ Stiles(x2) バス材 

ラック〔枠〕 Rack ブナ材 

鍵盤前バテン Keyboard front batten 楓

材 

トランスポーズブロック Transposing block 

楓材 
木製ジャック (x55) 

セルコンプレクトラ (パック) 

弦のセット 
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小部品、アクセサリー 
響板補修用スプルース端切 

クロス用釘（響板に使う） 9.5mm 

釘 19mm (60) 

釘 32mm (25) 
厚紙 釘頭パッド (x60) 

ジャックレール用鋲 

ラック用平頭木ネジ #6x32mm (x5) 

ネームバテン用丸頭木ねじ #6x19mm  

真鍮 (2) 

鍵盤用平頭木ネジ #6 25mm  

シェラックの薄片 

細長い鉛 6mm (90cm) 

紙のパンチング（ワッシャー）（袋入り） 

クロス類 
フェルトワッシャー （x６０） 

鍵盤端面用クロス (5m48cm) 

ジャックレールクロス (2m74cm) 

前後のレール用クロス(8.23m) 

ダンパークロス 

ピン 
バランスピン (x60) 

ヒッチピン (x60) 

ブリッジピン(x120) 

チューニングピン アンティークスタイル (x55) 

工具（キットに含まれる） 
工作用ナイフと替え刃 

ボイシング用の木のブロック 

無頭釘押し具 (Brad pusher) 

接着剤 

押し具(目釘と真鍮棒 dowel and drilled 

brass rod) 

マーキングツール用柄材 

ドリルの刃 #31, #57, 1.6mm 

チューニングハンマー 

図面（マイラーフィルム） 

製作マニュアル（ＣＤ） 

 

自分で用意する工具、部品 
ごく一般的な工具などが必要になります。
後述のリストの中にもしお持ちでないも

のがある場合はなるべく良いものを買わ
れるようにお勧めします。 
質の悪い工具はイライラしますし使いに
くいものです。良い工具は使っていて楽
しいし、このトロバドールが完成した後
も末永くお使いいただけるでしょう。 

 

１．電気ドリル 
今日売られている大半の電器ドリルは
9.5mm のコードレス、スピード可変で逆
転もできるタイプでしょう。一つは買っ
ていただきたいのですが、これに大金を
かける必要はありません。これは、前述
の「なるべく良い道具を」というおすす
めの、数少ない例外です。しかし、チャ
ック（ドリル刃をはさむ部分）が、あな
たの一番小さなドリル刃をはさめるもの
を選んでください。 
また、ドリルにつけて使えるサンディン
グディスクと、ドリルを水平に固定でき
るスタンドもあると良いです。それでデ
ィスクの前に据えられる台があれば、小
さなディスクサンダー（グラインダー）
になります。 
これはモールディングの接合材を調整し
たり、ジャックのサイズ合わせに削るな
ど、木をほんの少し削りたい時に役立ち
ます。（写真１参照） 

 
写真 1 
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２．6.8mm ドリル刃 17/64" 

キーやジャックに鉛を挿入する穴をあけ
るため 

 

３．＃６ 木ねじ組み合わせ座刳りドリル

（パイロット・カウンターシンク） 

通常のドリルと、木ねじの頭を埋める為
の笠形の座刳りを同時にあけることがで
きる組み合わせドリル刃 

 

４．中ぐらいの大きさのねじ回し 
お⼿持ちのねじ回しの先がつぶれている
ようなら新しいものを買って下さい。 

 

５．11.8mm 精密ドライバー 

６．５００ｇ前後の普通のハンマー 

７．小ぶりのニッパー（針⾦切り） 

８．小ぶりのラジオペンチ（グリップ部分

にぎざぎざの無いもの） 

９．３０ｃｍの組み合わせ直角定規 

１０．13〜19mm の木工用鑿（ノミ） 

１１．15cm ぐらいの中粗目やすり 

１２．センターポンチ 

１３．カンナ 
残念なことに、普通の荒物屋さんで売っ
ているものはあまり良くないことが多い。
こういったものも使えなくはないですが、
良 い 道 具 を 売 っ て い る 「 Fine 
Woodworking」のような雑誌のオンライ
ンカタログを覗いてみてもよいでしょう。
（訳注：一般的に欧米は日本よりも DIY
の習慣が強いので、そちらのジャンルの
専門誌も多く出版されています。日本で
は残念ながらあまり見かけません） 

１４．砥石（カンナやノミの刃を研ぐため

につかいます。目の粗いものと細かいも

の）上記のカタログにも載っています。 

種類は、油砥石、水砥石、ダイヤモンド
砥石、サンドペーパーなど、どれを使っ
てもかまいません。砥石の種類によって
研ぎ方のテクニックが変わります。 
油砥石は片面が粗く、反対側が細かいも
のがあります。サイズの小さいものでも
なんとかなりますが、5cmx20cm ぐらいの
もののほうが使いやすいでしょう。油砥
石を使う場合はそのための油もご用意く
ださい。 

１５．研ぎ補助器 
これは必須ではありませんがうまく使う
とノミやカンナの刃を研ぐ作業が安定し
て楽になるでしょう。（訳注：刃物を研
ぐ際に、砥石にあたる刃の角度を一定に
保つための補助具です。いくつかの種類
が販売されていますが、これといった定
番は無いようです。） 

１６．細目の細工用のこぎり（モールディ

ングなどの切断用）弓のこの刃でも代用
できます。 

１７．クランプ（締め具） 

１０ｃｍから１５ｃｍぐらいのもの数個
は最低限ひつようです。５〜６個あると
楽でしょう。借りることができれば充分
です。大きめのものでも間に合います。
クランプが多すぎるということはありま
せん。 

１８．紙やすり 
＃１１０と＃１２０を外装用に各４〜5 枚。
＃３５０と＃５００を各４〜５枚を鍵盤
用に。紙ヤスリを装着して使うためのサ
ンディングブロックを 1 個。 
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１９．20mm 幅のマスキングテープ 

２０．カーボンペーパー数枚 

２１．変成アルコール（シェラックシンナ

ーなど） 
シェラック薄片を溶かすため 

２２．ペーストヴァーニッシュ一缶  
外装用の塗料 
（訳注：日本ではこの名前ではみあたりません。家具
の仕上げなどにつかう、ペースト状のニスのようです。
外装仕上げ用なので、厳密にこれでないと駄目という
ことではないので⼿に入る、またお好みの外装用塗料
や仕上げ材で良いかと思います。 
ユーチューブで「Technique for the application of a 
paste varnish to a wood furiture surface」というタ
イトルのこれを使っている画像がありました。大きめ
のタンポンのようなもので、円を描くように家具の表
面に塗り込めていました） 

23.  鍵盤のフィニッシュのための桐油また

はパテントオイル 
弊社では Formby の高光沢桐油を使ってい
ます。 

24.  普通の爪楊枝一箱 

  

 

あったほうが良い道具や材料 
以下のリストは  あなたが必要になるかも
しれない全ての道具を網羅しているわけ
ではありません。しかし、これらをご用
意いただければ人生が（＝作業が）楽に
なると思います。 

25.  小ぶりの「ネールセット」 
これは一見センターポンチに似ています
が、先端は尖っておらずくぼんだカップ
状になっています。用途はまったく違い
ます。 

26. バイス式プライヤー 

 

27.  レタリング転写シート 
あなたの名前をネームバテンに転写する
ため 

28.  やすり掛け用のディスクとドリルスタ

ンド（写真１） 

 
 

29.  パラフィン紙 

30.  カッターナイフ（写真２） 

 

写真２ 

End トロバドールバージナル−１． 


