
（YGS100）

GLOCKENSPIEL STAND

YGS100/YGS70
取扱説明書
OWNER’S MANUAL
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『安全へのこころがけ』 (2ページ)および『ご使用上の注意』 (3ページ)を必ずお読みください。

Make sure to read the “Safety Precautions” on page 7 and the “PRECAUTIONS” on page 10.

Обязательно прочтите разделы «Меры безопасности» на стр. 9 и «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» на стр. 10.

务请阅读第 14 页的“安全注意事项”和第 16 页的“注意事项”。

15 페이지의 “안전 주의사항” 및 16 페이지의 “주의사항” 을 반드시 읽어 주십시오 . 

한
국
어
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中
文
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安全へのこころがけ
グロッケンシュピールスタンドはご家庭や学校内で、お子様から専門家まで幅広い方々にご愛用いただいております。

グロッケンシュピールスタンドを安全にご使用いただくため、下記の注意を必ず守ってください。
特に小さなお子様には、最初にご家族の方、または指導者から取り扱い方法を指導してください。

人身傷害の危険を防止するには　～以下の指示を必ず守ってください～

絵表示に
ついて

注意（危険・警告を含む）を促す
内容があることを告げるものです。

禁止の行為を告げるものです。

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は
重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。

グロッケンシュピールスタンド（以下スタンド）を
使用する前に、以下の指示と取扱説明書をよく読ん
でください。

設置上の注意

スタンドおよび楽器をぐらついた台の上や傾いた所
など、不安定な場所に置かないでください。
落ちたり倒れたりしてけがの原因になります。

取扱い上の注意

スタンドおよび楽器にもたれかかったり、乗ったり
しないでください。
楽器が倒れて、大けがをすることがあります。

スタンドの高さを変更する際は、必ず楽器をスタン
ドから取り外してから調整を行なってください。
楽器を乗せたまま高さ変更を行なうと、楽器が落ち
たり倒れたりしてけがの原因となります。

スタンドおよび楽器のまわりで遊ばないでくださ
い。
身体をぶつけてけがをする恐れがあります。楽器の
転倒の原因にもなりますので、お子様が楽器のまわ
りで遊ばないように注意してください。

移動の際の注意

キャスターを利用しての
YGS100の移動は、滑ら
かな平坦面でのみ行なって
ください。側枠の上部をさ
さえ、間口の方向へゆっく
りと押してください。

キャスターを利用して移動する時には
 1. 傾いた所や凸凹のある道、じゃり道は避けてく
ださい。グロッケンシュピールが倒れたり暴走
したりして危険です。

 2. 走らないでください。楽器が止まらなくなって、
壁にぶつかるなどして大けがをすることがあり
ます。

頻繁に移動するような場合は、YGS100の脚部の
ネジがゆるむことがあります。移動後には、ゆるみ
をチェックし、ゆるんでいる場合は締めてください。

階段などを使用して当器を運ぶ際は必ず楽器をスタ
ンドから外して運んでください。
楽器が落下してけがをすることがあります。

グロッケンシュピールをスタンドの上に置くときは、
下図のように置いてください。

注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、
財産が損害を受ける危険の恐れがある内容を示しています。

[YGS100]

[YGS70]

楽器本体をテーブルの枠内に納める

楽器本体をスタンドの中央に納める

グロッケンシュピール以外の楽器（YX300等）を
スタンドの上に置くときは、特に注意してください。

[YGS100] [YGS70]

テーブルの中心に楽器を
置くこと

脚ゴムから楽器がはみださ
ないように注意すること

間口方向へ
ゆっくりと押す
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ご使用上の注意
グロッケンシュピールスタンドを末長くご使用いただくために、以下の注意事項をよくお読みください。

◆ ネジはしっかりと締める （YGS100）
YGS100 のスライド脚固定蝶ボルトや脚連結支柱固定蝶ボルト製ネジ部は、位置が決まったらしっかりと締め付
けて固定してください。ゆるんだ状態で使用すると、演奏中に高さがずれたり、雑音が出るなどのトラブルの原
因となります。また、これらのネジは、ときどき締め直してお使いください。

◆ ギアは確実に固定する （YGS70）
YGS70 の高さ調整時は、ギア部の山と谷を合わせてレバーを倒し、
確実にギアをロックしてください。
ゆるんだ状態で使用すると、スタンドおよび楽器が倒れて大けがを
することがあります。

※ 調整の際、ギア部やレバー、脚などに指を挟まないよう、ご注意
ください。

◆ 設置場所について
次のような場所でご使用になりますと、故障の原因となりますのでご注意ください。梱包されたままであっても同
様です。

・ 窓際などの直射日光の当たる場所や、日中の車内、暖房機具のそばなど、極端に温度が高い場所
・ 温度の特に低い場所
・ 湿気やホコリの多い場所
・ 振動の多い場所
・ 雨水のかかる場所

◆ 移動について
 ・ キャスターで移動するときは、キャスターのストッパーを解除してあるか確かめてから、静かに運んでくだ
さい。また、平らな床面以外では、必ず持ち上げて運んでください。 （YGS100）

 ・ 移動の際は、ていねいに取り扱ってください。決して落としたり、投げたりしないでください。

◆ キャスターのストッパーについて （YGS100）
演奏位置が決まったら、キャスターにはストッパーをかけておきましょう。また、ご使用にならないときは、必
ずキャスターのストッパーをかけておきましょう。

◆ 本書は保管してください
本書をお読みになった後は、大切に保管してください。

このたびは、ヤマハグロッケンシュピールスタンドをお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
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各部の名称

■ YGS70

■ YGS100

高さ調整ギアレバー

波状ウレタンフォーム

テーブル

脚（右側）
スライド脚

脚（左側）

脚連結支柱

● 仕様

テーブル寸法（間口×奥行き×高さ）

 836× 536× 38mm

テーブル内寸法寸 

 810× 510mm

高さ調整幅（床面よりテーブル上面までの高さ）

 735～855mm （7段階）

適用モデル

 ヤマハグロッケン全品番およびYX300

● 仕様

高さ調整幅（有効幅） 

 687（646）mm / 740（585）mm / 

 785（520）mm / 825（452）mm / 

 858（381）mm

適用モデル 

 ヤマハグロッケン全品番およびYX300

※仕様および外観は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

YGS70は X型の脚のため、
高さを変更すると、乗せるこ
とのできる楽器の幅も変化し
ますのでご注意ください。

有効幅

高さ
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テーブル

脚部の取付 : YGS100

q グロッケンシュピールスタンド（以下スタンドと呼ぶ）
のテーブルを、底面を上にして置きます。

w テーブル底面 4ケ所の脚取付用プレートのネジ穴部に
スライド脚をねじ込んで、それぞれ取付けます。（スラ
イド脚は 4本とも共通です。）

  以下の作業は、安全のため二人以上で行なってください。

e 脚左右を、脚連結支柱でつなぎます。
 脚の連結用穴に、くぼみを上面にして脚連結支柱を差
し込み、蝶ボルトを締め付けて固定します。

r スライド脚と脚を接続します。
 脚の穴にスライド脚がそれぞれ入るように、真上から
脚を差し込みます。

 希望する高さになる位置で蝶ボルトを締め付けて固定
します。

t 脚を取り付けたスタンドを起こします。
 以上で、グロッケンスタンドの組立は完了です。

スライド脚

脚取付用プレート

脚

蝶ボルト

脚連結支柱

蝶ボルト

蝶ボルト

蝶ボルト 蝶
ボルト

くぼみ

このくびれ位置を
目安に

調整中にこの部分に
手を触れると危険です。
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