
ホーナーのコレクション
文化・社会・経済・芸術

産業の歴史

ハーモニカの歴史
は1820年代半ばから終わりにかけてウィーンにて
始まります。1830年頃
にはバーデン・ヴュルテ
ンベルク州のトロッシ
ンゲンやクニットリンゲ
ンの他、ザクセン・ボヘ
ミア地方のクリンゲン
タールやグラスリッツ
にても製造工場が創業
されます。又、アコーデ
ィオンもウィーンより広
がっていきます。1857
年にはトロッシンゲン
の時計職人、マティア
ス・ホーナーも初めて
のハーモニカを完成さ
せます。商業的に大量
生産が行われるようになったのは19世紀の終わ
り頃、この分野でトロッシンゲンとクリンゲンター
ルが世界の中心地になりました。1890年頃よりホ
ーナー社は国際市場のリーダーになります。1903
年にはトロッシンゲンの大企業ホーナー社とコッ
ホ社がアコーディオンビジネスに参上し、まもなく
高い市場占有率を獲得します。ライバル社を買収
した後、マティアス・ホーナー株式会社は1929年
より国際市場を制します。

ドイツ・ハーモニカ&アコーディオン博物館 
では甚だしい成長を遂げたこの分野の重要な記録
的文書を見ることが出来ます。歴史的な発展を見る
他、勿論楽器そのものやそのデザインも見逃せま
せん。全世界より集められた25000点を超える文化
的、歴史的にとても価値のあるハーモニカが分類さ
れ展示されています。ツェッペリン飛行船やバナナ
の形をしたハーモニカなど、その時代を反映したも
のやアイデア豊富なモデルが誕生しました。
可愛らしい子供用ハーモニカ、パッと目を引く
変わった構造のモデル、当時の政治を反映
したものや地域の特徴が生かされてい
るモデル(„Hurra Schwobaland! オ
ー、シュヴァーベン地方!“)などは見
る人を驚かせます。色とりどりのケ
ースに入ったこれらのハーモニカ
のように当時の情勢や歴史を反映
する産業物はまずありません。

常設展示は総括的にまとめら
れています。ハーモニカやアコ
ーディオンの楽器の発展につ
いての他、数千にも上ったオー
ケストラやアンサンブルグルー
プの変動の歴史についても展
示されています。それと共に当
時の作業員、従業員の立場、ハ
ーモニカ産業の景気が地域に
もたらしたものなどの社会的
な歴史についても考察されて
います。

魅力的に紹介:
最も美しい蛇腹楽器
19世紀のアコーディオンは当時の様々な技術開
発を見せてくれます。セルロイドで覆われ輝く模
造宝石や反った鍵盤が
つ い たモデル は 1 9 2 0
年代、30年代のアコー
ディオンの 華々しい 時
代 を 象 徴しています。
第2 次世界大戦後も長 く
そ の 人 気 が 衰 えるこ
と は あ り ま せ ん で し
た。100を超える最も美し く
貴重な蛇腹楽器を常設
展示で見えることが出来
ます。世界の様々な場所
でアコーディオンは演奏
されています。タンゴやミュゼット、ケイジャン、サデ

ィコ、テックスメックスやオ
ーバークライナー音楽のス
ラヴコ・アヴェセニックスも
アコーディオンなしでは考
えられないことだったでし
ょう。大きな視聴コーナー“
世界の音楽様式“にてこれ
らの様々な音楽をヘッドフ
ォンと共にゆっくりと楽しむ
ことが出来ます。ここではブ
ルースやフォークに欠かせ
なく、ポップスやロックでも
驚くほど浸透しているハー
モニカも勿論聴くことが出
来ます。

バナナハーモ 二 カ、
1920年代

車、1921年

トランペット・コール　1907年
„素晴らしい共鳴効果“

輸出用ハーモニカの差し込み
型ケース、1920年頃

1910/1920頃の宣伝モチーフ

1905年のクリスティアン・メスナー社のカタログの挿絵 
(1909年にこの伝統的企業はホーナー株式会社に買収される)

ホーナーのボタン式アコー
ディオンの大量生産、
1930年代

最も古いホーナーの宣伝ポス
ター“アコーディオン“、1903年

博物館の目玉:
世界で最も大きい演奏可能なボタン式ア

コーディオン/ミニチュアモデル“ミニョン“

特別貴重なモデル:　手彫りさ
れた象牙のハーモニカ、 
ウィーン1880年頃

新しくリニューアルされ、 
ホーナー旧工場サイトに誕生
　　　 

• 更に大きく、モダンに
• より魅力的に
• バリアフリー
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この博物館では沢山の貴重な 
録画や音楽を体験することが
出来ます。入口のロビーではす
ぐに目を引くジュークボックス
と自動演奏アコーディオン“マ
ジック・オルガーナ“が皆さんの
ご来場を音楽と共に歓迎致し
ます。ロビーの長細い楽器コ
ーナーを通り抜けた所が展示
のスタート地点となり、トロッシ
ンゲンで華 し々く栄えていた工
場の様子や、当時の田舎町の
生活の様子を聞くことが出来
る1892年のホーナー宣伝ポス
ターのコーナーから、初めて宇
宙に飛んだ楽器の当時の録音
を聞くことが出来るコーナーま
で、様々なメディアコーナーが
設けられています。特別な視聴
メディアルームは展示の半ば
ほどに位置し、貴重な録画を見
ることが出来ます。来場者自ら
ドキュメンタリー、コマーシャ
ル、又は映画の一コマなど、見
たい録画を選ぶことが出来ま
す。

ミュージアムショップではハーモニカ、本、CDや
DVDなどのお土産を豊富にそろえております。海
外への郵送も可能です。

開館時間:
火曜から金曜　13:30-17:00
日曜・祝日         13:30-17:00

グループツアーは随時ご予約の上、可能です。
12月24、25、31日は閉館。

ホーナー旧工場サイトの„Bau V（バウ・ファウ）“　: 
ハーモニカ&アコーディオン博物館の新しい故郷
1 9 1 3 年 から1 9 2 1 年 に 建 設され た 工 場 の 跡
地、„Bau V（バウ・ファウ）“に2016年5月よりドイツ・
ハーモニカ&アコーディオン博物館が誕生しまし
た。ホーナー旧工場サイトに立地し、音楽の街トロ
ッシンゲンの中心に位置するこの改築された建築
物“Bau V（バウ・ファウ）“は2010年に州の記念建
造物賞を受賞しました。常設展示はより大きくモダ
ンになり、見どころが沢山に、約800平方メートル
の敷地に様々なハーモニカとアコーディオンの歴
史が生き生きと展示されています。

他の特別な新しいサービス:
逸話ボックスなど、遊びながら楽しめる“子供のた
めの見学ツアー“の他、メディアコーナーなど見どこ
ろが沢山あります。

Tübingen

Stuttgart

Karlsruhe

Trossingen

Titisee-
Neustadt

Freiburg

Basel

Zürich

Colmar

Straßburg
Offenburg

Villingen-
Schwenningen

Konstanz

Donau-
eschingen

Schaffhausen

Singen

Bregenz

Ulm

Pforzheim

Heilbronn

Paris

München

Tuttlingen

Frankfurt

A81

A5

A8

A81

A5

A4

A5

B33
B27

B311

B31

B31

A4

A5A5

1923年にホーナー
が 世 界で 最も小さ
なハーモニカとして
市 場に出した“リト
ル・レディ“。

1965年に“リトル・レ
ディ“は宇宙船ジェミ
ニ6号の船長ウォル
ター・シラーによっ
て初 めて宇 宙で 演
奏された楽器となり
ました。

リニューアル後の博物館

ビートルズ・ハーモニカのケース、1964年
(誤りがあるのが分かりますか?)

マンフレッド・ロイヒター、 
ジャズ・アコーディオン奏者

スティービー・ワンダーはホーナーのクロマ
ティック・ハーモニカを演奏、
ここには自筆サインの入ったハーモニカ。

工場の外観　1926/27年

1913-1921年に建てられたホーナー社の旧工場1の敷地内
にある„Bau V(バウ・ファウ)“、現在はここにドイツ・ハーモニ
カ&アコーディオン博物館やホーナー・コンセルヴァトリウム
が入っている。

1900年頃に宣伝用に使われてい
た2つの興味深いモチーフ

新しいバリアフリーの館内は沢山のご来場者をお
もてなしすることが出来ます。ガイド付き博物館ツア
ー、ホーナー旧工場サイトへのご案内、そして博物館
でのコーヒー付きのパッケージツアーも是非ご利用
くださいませ。事前予約の上、館内にてライブ音楽
鑑賞もして頂くことが出来ます。


