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シーズニングルーム

若手クラフトマン

ている。シーズニングルームでは、クラシックなどさま
ざまな音楽を大音量で流しており、保管されたギター
に聴かせている。これは、妊娠中のお母さんがお腹の
赤ちゃんに行う胎教に似ている。「君はギターになるん
だよ」と、製作段階からギターのボディに音の響きを
覚えこませ「よく鳴る楽器」に育てているのだ。

２.３ 生涯修理サポート
 　心をこめて作ったギターを長く使い続けてほしいと
いう思いから、ヤイリギターでは他メーカーに先駆け
て、製品に“永久品質保証”を付けており、どんなに
ひどく壊れていても可能な限りのメンテナンスと修理
対応を行っている。時には、修理より、新しく購入した
ほうが安価である場合もあるが、思い出の詰まった
ギターを大切にしたいお客様も多い。そんな気持ちに
応えるべく心をこめて修理対応に取り組む。長年使用
してくれているお客様の中には、父から息子へとヤイリ
ギターを受け継ぎ使用している人もいるという。

３．インタビュー
　代表取締役の矢入賀光様（写真左）とファクトリー
コーディネーターの森幸久様（写真右）からお話を
伺った。

２.１ 木材へのこだわり
　ギターの材料となる木材へのこだわりは強い。高級
家具や楽器に使用されるトーンウッド、エボニー、ロー
ズウッドなどの貴重な木材を世界中から取り寄せてお
り、長いものでは10年もの歳月をかけて、敷地内の保
管庫にて自然乾燥させている。大手メーカーでは生産
性向上のために、人工乾燥機を使用しているところが
多い中、自然乾燥にこだわる理由は、時間をかけて無
理なく乾燥させることで木材それぞれがもつ個性や
持ち味を活かすことができるから。天然木の色、節、年
輪などひとつとして同じものはない木材そのものの良
さを活かすため、限界まで自然乾燥させたギター材は
ヤイリギターの大切な財産である。大切に乾燥させた
木の個性をクラフトマンが見極め、部材の選定をする
ところからヤイリギター作りが始まるのだ。

 

２.２ 音色へのこだわり　
　ヤイリギターでは、完成品や製作中のギターは湿度
や温度を徹底管理したシーズニングルームで保管し

３.１ 人材育成と技術の継承
　技術の継承は、やはり「教えてもらう」のではなく若
手のクラフトマン一人ひとりが先輩クラフトマンの技
を「目で見て盗む」ことから始まります。そして、失敗を
繰り返しながら自分の手でギターを作りあげていく中
で、技術を磨いて体に刷り込んでいく。それを継続し
ていくことが、ヤイリギターの技術の継承につながる
と考えています。
　当社のクラフトマンには、木工職人の訓練校から
就職してギター作りひと筋という熟練職人もいれば、
音楽・ギターが好きで、ものづくりに魅せられて入社
した人もいます。入り口は違っていても、彼らがめざ
す「本物をつくりたい」という強い思いが一致してい
るので、ベテランと若手がともに成長していける環境
が自然とできているように感じます。

３.２ ヤイリギターが認められた時期
　当社のギターがいつ頃からお客様に認められたか
具体的に申し上げるのは難しく、どちらかというと徐々
に認めていただいてきたと感じています。
　1970年代に当社の木工技術をアメリカのディー
ラーに認めていただいたのがきっかけで、口コミで広
がり、知る人ぞ知るギターになっていったと思います。
　 また、1990年代にポールマッカートニーのワールド
ツアーで、ヤイリギターを使っていただいたことも、ヤ
イリの名前を広く知っていただく大きな機会になった
と思います。

１．ヤイリギター誕生
　1935年、矢入儀市氏がヤイリギターの前身となる

「矢入楽器製作所」を興した。木製楽器を手がける製
作所だったが、第二次世界大戦が勃発し、次第に楽器
の需要が失われる中、砲弾を収める木箱などを製作
するようになっていった。
　その後、単身アメリカに渡り、ギター作りのノウハウ
を一から学んだ長男の矢入一男氏が帰国し、1965年
にヤイリギターを設立した。メイド・イン・ジャパンの
ギターブランド「K.Yairi」の誕生である。

 
 

２．ヤイリギターのこだわり
　ヤイリギターは、岐阜県可児市にある自社工場のみ
で作られている。ライン工程にはなっているが、すべ
ての工程がクラフトマンの手作業のため、一日に出荷
できるのは約20本と少ない。創業当時から、高品質
維持のための多種少量手工生産スタイルを貫いて
いるからだ。これは矢入一男氏の“高品質より我ら
生きる道無し”という言葉によく表れている。

のギターを生み出しました。
　 また、ベースとギターを組み合わせ１台の楽器にし
たベサンギ（ベース＆ギター）や、ネックを取り外すこ
とができるギターなど、お客様の声を形にする取り組
みを続けており、今後もこういった取り組みを継続し
ていきたいと思います。

４．最後に
　今回、ヤイリギターさんを訪問し驚いたのは、若手
クラフトマンの多さでした。クラフトマンの平均年齢は
30歳代とのこと。技術と伝統が、ベテランから若手に
しっかり引き継がれることを感じました。
　また当日は、海外から団体でいらしたお客様にも遭
遇し、グローバルで愛されているギターだと実感しま
した。
　楽器店で見かけたら、ぜひ一度手にとってみてくだ
さい。
 

　少し観点は違いますが、おそらく皆さんご存知の
ミュージシャンやギタリストが集まる席で“ヤイリのギ
ターを持っている”ことがきっかけで会話が弾んだと
聞き、とても嬉しく思いました。

３.３ 工場見学で技術開示をしている理由
　時代の変化とともに、他のギターメーカーでも工場
見学が可能なところが増えてきたと思います。当社
も、他社を意識して工場見学等を行っていない時期も
ありました。しかし、今は目で見て真似ることができる
ところは「どうぞ真似てください」という思いが強い
です。高品質な木材の入手そのものが困難になって
きている中、ギターを含む弦楽器の製造業界を見渡す
と、楽器作りの技術を継承していくことのほうが大切
だと思うからです。
　 実際に、ここまで残ってきたメーカーはライバルで
ありますが、各メーカー特徴を持っています。ヤイリは
生音に重点を置いて製造していますが、ピックの音を
うまくアンプで大きな音にすることに重点を置くメー
カーもあり、それぞれに特徴を持ちながら業界を共に
支えていく同志として、お互いを認め合いながら業界
全体を成長させ続けていきたいですね。

３.４ 新しい取り組み
　私たちは、クラフトマンが、ミュージシャンや個人の
プレイヤーの皆さまとギターについて意見交換でき
る場を作っています。そんな中で、BEGINさんとは、沖
縄の三線とギターを融合させた「一五一会」という４弦

リペア専門クラフトマン

木材乾燥

ヤイリ社屋外観

ヤイリギターロゴ 

故　矢入一男氏

 

今回は、メイド・イン・ジャパン、クラフトマンの手づくりにこだわり、
高品質なギターを製造する株式会社ヤイリギターについて紹介します。
 

匠の技を知る
ヤイリギターのものづくり
このコーナーでは、先端技術や技術開発からは少し離れて、
異業種でものづくりに拘りを持つ企業を紹介します

K.Yairiをご
存知ですか

？
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訪 問 先
所 在 地
従 業 員 数

：株式会社ヤイリギター
：岐阜県可児市下恵土３２３０-２
：３５名 

ヤイリ
ギターの
製造工程

仕
上
げ

塗
装
・
研
磨

木
材
の
加
工

木の乾燥
数年～十年以上自然乾燥

表板・裏板のブックマッチ接合
1枚の板材を2枚に本のように切り開き、
木目を左右対称にしてブックマッチ接合する

トップ材の選択
加工された板を1枚1枚木目など確認

ブレイシング、
スキャロップブレイシング
表板の補強材に削りを入れ共振加工する

サイド材の曲げ・接合
ボディサイド材に水分・熱をかけてプレス。
2つのボディを1組で接着してサイドボディ化

サイド材・トップ材・バック材の接合
サイド材をニカワで接合。
トップ材・バック材もニカワで接合。ボディ完成

バインディング
ボディの周囲を樹脂や木などでできた
装飾材で取り囲む

インレイの埋め込み
装飾品をはめ込む(はめ込み細工)

ネックの仕込み、角度調整
ボディとネックにダブルテイル加工する
ヤイリ独自の「エクステンド・ネック」

ネックシェイプ調整
弾き心地にこだわったネックを
３タイプ用意している（弾き心地に合わせ加工）

塗装前の準備
研磨をすることで、ギターの表面を滑らかにして、
塗装不要部位にマスキングをする

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

フレット打ち込み
音程を決める役割のフレット。塗装後に作業する

“後打ち”で高さのコントロールをする

シーズニング
温度、湿度を適切に管理された部屋で、完成前の
ギターに大量の音楽を聞かせるギターの胎教

14

バフ研磨
塗り上がった塗装面を研磨。
ワックスでツヤをだしていく

15

仕上げ
ギターの部品であるナット、サドル、ペグを取り
付ける。ナット、サドルは個体特性に合わせて
角材から削り出し取り付ける

16

サウンドチェック
仕上げ工程を終えたギター1本1本を
各部確認して適切なセッティングをする

17

最終検品
各工程職人の厳しい検品チェックを行いギター
にはシリアルナンバーラベルを貼って出荷

18

ブレイシング、スキャロップブレイシング4

サイドボディ面あわせ6

ネック接合部加工9

ネック加工10

弦取り付け16

塗装作業12

16 ブリッジ面塗装はがし

Yairi Guitar manufacturing process

Check!

13

塗　装
塗装は美しさの表現で必要だが、ギターの音を
最大限放つにはギリギリまで薄くする

12

一五一会
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覚えこませ「よく鳴る楽器」に育てているのだ。

２.３ 生涯修理サポート
 　心をこめて作ったギターを長く使い続けてほしいと
いう思いから、ヤイリギターでは他メーカーに先駆け
て、製品に“永久品質保証”を付けており、どんなに
ひどく壊れていても可能な限りのメンテナンスと修理
対応を行っている。時には、修理より、新しく購入した
ほうが安価である場合もあるが、思い出の詰まった
ギターを大切にしたいお客様も多い。そんな気持ちに
応えるべく心をこめて修理対応に取り組む。長年使用
してくれているお客様の中には、父から息子へとヤイリ
ギターを受け継ぎ使用している人もいるという。

３．インタビュー
　代表取締役の矢入賀光様（写真左）とファクトリー
コーディネーターの森幸久様（写真右）からお話を
伺った。

２.１ 木材へのこだわり
　ギターの材料となる木材へのこだわりは強い。高級
家具や楽器に使用されるトーンウッド、エボニー、ロー
ズウッドなどの貴重な木材を世界中から取り寄せてお
り、長いものでは10年もの歳月をかけて、敷地内の保
管庫にて自然乾燥させている。大手メーカーでは生産
性向上のために、人工乾燥機を使用しているところが
多い中、自然乾燥にこだわる理由は、時間をかけて無
理なく乾燥させることで木材それぞれがもつ個性や
持ち味を活かすことができるから。天然木の色、節、年
輪などひとつとして同じものはない木材そのものの良
さを活かすため、限界まで自然乾燥させたギター材は
ヤイリギターの大切な財産である。大切に乾燥させた
木の個性をクラフトマンが見極め、部材の選定をする
ところからヤイリギター作りが始まるのだ。

 

２.２ 音色へのこだわり　
　ヤイリギターでは、完成品や製作中のギターは湿度
や温度を徹底管理したシーズニングルームで保管し

３.１ 人材育成と技術の継承
　技術の継承は、やはり「教えてもらう」のではなく若
手のクラフトマン一人ひとりが先輩クラフトマンの技
を「目で見て盗む」ことから始まります。そして、失敗を
繰り返しながら自分の手でギターを作りあげていく中
で、技術を磨いて体に刷り込んでいく。それを継続し
ていくことが、ヤイリギターの技術の継承につながる
と考えています。
　当社のクラフトマンには、木工職人の訓練校から
就職してギター作りひと筋という熟練職人もいれば、
音楽・ギターが好きで、ものづくりに魅せられて入社
した人もいます。入り口は違っていても、彼らがめざ
す「本物をつくりたい」という強い思いが一致してい
るので、ベテランと若手がともに成長していける環境
が自然とできているように感じます。

３.２ ヤイリギターが認められた時期
　当社のギターがいつ頃からお客様に認められたか
具体的に申し上げるのは難しく、どちらかというと徐々
に認めていただいてきたと感じています。
　1970年代に当社の木工技術をアメリカのディー
ラーに認めていただいたのがきっかけで、口コミで広
がり、知る人ぞ知るギターになっていったと思います。
　 また、1990年代にポールマッカートニーのワールド
ツアーで、ヤイリギターを使っていただいたことも、ヤ
イリの名前を広く知っていただく大きな機会になった
と思います。

１．ヤイリギター誕生
　1935年、矢入儀市氏がヤイリギターの前身となる

「矢入楽器製作所」を興した。木製楽器を手がける製
作所だったが、第二次世界大戦が勃発し、次第に楽器
の需要が失われる中、砲弾を収める木箱などを製作
するようになっていった。
　その後、単身アメリカに渡り、ギター作りのノウハウ
を一から学んだ長男の矢入一男氏が帰国し、1965年
にヤイリギターを設立した。メイド・イン・ジャパンの
ギターブランド「K.Yairi」の誕生である。

 
 

２．ヤイリギターのこだわり
　ヤイリギターは、岐阜県可児市にある自社工場のみ
で作られている。ライン工程にはなっているが、すべ
ての工程がクラフトマンの手作業のため、一日に出荷
できるのは約20本と少ない。創業当時から、高品質
維持のための多種少量手工生産スタイルを貫いて
いるからだ。これは矢入一男氏の“高品質より我ら
生きる道無し”という言葉によく表れている。

のギターを生み出しました。
　 また、ベースとギターを組み合わせ１台の楽器にし
たベサンギ（ベース＆ギター）や、ネックを取り外すこ
とができるギターなど、お客様の声を形にする取り組
みを続けており、今後もこういった取り組みを継続し
ていきたいと思います。

４．最後に
　今回、ヤイリギターさんを訪問し驚いたのは、若手
クラフトマンの多さでした。クラフトマンの平均年齢は
30歳代とのこと。技術と伝統が、ベテランから若手に
しっかり引き継がれることを感じました。
　また当日は、海外から団体でいらしたお客様にも遭
遇し、グローバルで愛されているギターだと実感しま
した。
　楽器店で見かけたら、ぜひ一度手にとってみてくだ
さい。
 

　少し観点は違いますが、おそらく皆さんご存知の
ミュージシャンやギタリストが集まる席で“ヤイリのギ
ターを持っている”ことがきっかけで会話が弾んだと
聞き、とても嬉しく思いました。

３.３ 工場見学で技術開示をしている理由
　時代の変化とともに、他のギターメーカーでも工場
見学が可能なところが増えてきたと思います。当社
も、他社を意識して工場見学等を行っていない時期も
ありました。しかし、今は目で見て真似ることができる
ところは「どうぞ真似てください」という思いが強い
です。高品質な木材の入手そのものが困難になって
きている中、ギターを含む弦楽器の製造業界を見渡す
と、楽器作りの技術を継承していくことのほうが大切
だと思うからです。
　 実際に、ここまで残ってきたメーカーはライバルで
ありますが、各メーカー特徴を持っています。ヤイリは
生音に重点を置いて製造していますが、ピックの音を
うまくアンプで大きな音にすることに重点を置くメー
カーもあり、それぞれに特徴を持ちながら業界を共に
支えていく同志として、お互いを認め合いながら業界
全体を成長させ続けていきたいですね。

３.４ 新しい取り組み
　私たちは、クラフトマンが、ミュージシャンや個人の
プレイヤーの皆さまとギターについて意見交換でき
る場を作っています。そんな中で、BEGINさんとは、沖
縄の三線とギターを融合させた「一五一会」という４弦

執筆者 : 白石 直基

ヤイリギターの製造工程が
動画でも見られます！
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訪 問 先
所 在 地
従 業 員 数

：株式会社ヤイリギター
：岐阜県可児市下恵土３２３０-２
：３５名 

ヤイリ
ギターの
製造工程

仕
上
げ

塗
装
・
研
磨

木
材
の
加
工

木の乾燥
数年～十年以上自然乾燥
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1枚の板材を2枚に本のように切り開き、
木目を左右対称にしてブックマッチ接合する

トップ材の選択
加工された板を1枚1枚木目など確認

ブレイシング、
スキャロップブレイシング
表板の補強材に削りを入れ共振加工する

サイド材の曲げ・接合
ボディサイド材に水分・熱をかけてプレス。
2つのボディを1組で接着してサイドボディ化

サイド材・トップ材・バック材の接合
サイド材をニカワで接合。
トップ材・バック材もニカワで接合。ボディ完成

バインディング
ボディの周囲を樹脂や木などでできた
装飾材で取り囲む

インレイの埋め込み
装飾品をはめ込む(はめ込み細工)

ネックの仕込み、角度調整
ボディとネックにダブルテイル加工する
ヤイリ独自の「エクステンド・ネック」

ネックシェイプ調整
弾き心地にこだわったネックを
３タイプ用意している（弾き心地に合わせ加工）

塗装前の準備
研磨をすることで、ギターの表面を滑らかにして、
塗装不要部位にマスキングをする
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フレット打ち込み
音程を決める役割のフレット。塗装後に作業する

“後打ち”で高さのコントロールをする

シーズニング
温度、湿度を適切に管理された部屋で、完成前の
ギターに大量の音楽を聞かせるギターの胎教

14

バフ研磨
塗り上がった塗装面を研磨。
ワックスでツヤをだしていく

15

仕上げ
ギターの部品であるナット、サドル、ペグを取り
付ける。ナット、サドルは個体特性に合わせて
角材から削り出し取り付ける

16

サウンドチェック
仕上げ工程を終えたギター1本1本を
各部確認して適切なセッティングをする

17

最終検品
各工程職人の厳しい検品チェックを行いギター
にはシリアルナンバーラベルを貼って出荷

18

ブレイシング、スキャロップブレイシング4

サイドボディ面あわせ6

ネック接合部加工9

ネック加工10

弦取り付け16

塗装作業12

16 ブリッジ面塗装はがし

Yairi Guitar manufacturing process

Check!

13

塗　装
塗装は美しさの表現で必要だが、ギターの音を
最大限放つにはギリギリまで薄くする

12

一五一会
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赤ちゃんに行う胎教に似ている。「君はギターになるん
だよ」と、製作段階からギターのボディに音の響きを
覚えこませ「よく鳴る楽器」に育てているのだ。
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いう思いから、ヤイリギターでは他メーカーに先駆け
て、製品に“永久品質保証”を付けており、どんなに
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対応を行っている。時には、修理より、新しく購入した
ほうが安価である場合もあるが、思い出の詰まった
ギターを大切にしたいお客様も多い。そんな気持ちに
応えるべく心をこめて修理対応に取り組む。長年使用
してくれているお客様の中には、父から息子へとヤイリ
ギターを受け継ぎ使用している人もいるという。
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性向上のために、人工乾燥機を使用しているところが
多い中、自然乾燥にこだわる理由は、時間をかけて無
理なく乾燥させることで木材それぞれがもつ個性や
持ち味を活かすことができるから。天然木の色、節、年
輪などひとつとして同じものはない木材そのものの良
さを活かすため、限界まで自然乾燥させたギター材は
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にヤイリギターを設立した。メイド・イン・ジャパンの
ギターブランド「K.Yairi」の誕生である。

 
 

２．ヤイリギターのこだわり
　ヤイリギターは、岐阜県可児市にある自社工場のみ
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生音に重点を置いて製造していますが、ピックの音を
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