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The Kun Story
In 1968, a music professor and craftsman
fled the spread of communism into his native
Czechoslovakia, making his way to Ottawa,
Canada’s capital. The city’s new National Arts
Centre, designed in the fashionable Brutalist
style and boasting its own orchestra, had just
opened its doors. Surely, that émigré thought,
all of those violin and viola players would need
their instruments repaired?
Within a few years, Joseph Kun, the former
head of pedagogy for Slovakia and a selftaught luthier, had established himself on
Ottawa’s orchestral music scene, and begun
hand-making an invention he’d brought
with him from his homeland: the first Kun
shoulder rest.
When Joseph met and married Marina, the
two worked side-by-side to build a shoulder
rest business driven by a single goal: to create
the most ergonomically-correct and durable
product available.
Over more than four decades, with Marina Kun
at the helm, the company’s extensive research
into materials and mechanics have fuelled
continuous innovation, producing the widest
range of models on the market to suit all ages
and physical types.

クンの歴史

1968年、音楽大学の教授であり熟練職
人である一人の男性が、共産主義が押
し寄せてきた祖国チェコスロバキアを逃
れて、カナダの首都オタワへ渡りました。
オタワでは、国立芸術センターがオープ
ンしたばかりでした。当時流行のブルー
タリスト建築の建物で、専属のオーケス
トラを誇る新しい芸術センターでした。
こんなに大勢のバイオリンやビオラ奏者
がオーケストラにいて、みんな楽器の修
理が必要に違いない、と彼は思ったわ
けです。
元スロヴァキアの音楽教授長であり、独
学で弦楽器の製作を学んだジョゼフ•ク
ンは、数年のうちにオタワのオーケストラ
音楽業界においてなくてはならない存在
となり、 祖国から持ち込んだ自分の発
明品を手作りで製作するようになりまし
た。これがクンの肩当て第一号です。
ジョゼフはマリーナと出会って結婚し、
最も人間工学的に優れ、耐久性もあり、
しかも手頃に買える製品を作ろう、との
目標のもと、二人で肩を並べてバイオリ
ンの肩当て作りに励みました。
40年以上に渡り、マリーナ•クンの指揮の
もと、我が社は材料や機能的構造の幅
広い研究を行い、絶え間なく革新を続
けてきた結果、あらゆる年齢や体形の
奏者に使っていただける、業界最多のモ
デルの数々をお客様に提供させて頂いて
きました。
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Original
The practical, uncomplicated design of
the Kun Original shoulder rest, with its
simple adjusting mechanisms has made it
the favourite of amateur and professional
players alike.
AVAILABLE FOR VIOLA, VIOLIN 4/4, VIOLIN 1/2 & 3/4
AND MINI (1/8–1/4)
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オリジナル

実用的で、シンプルなデザインの、クンの
オリジナル肩当てです。調整も簡単にで
き、アマチュア、プロ共に、多くの皆様に
愛用されています。
サイズ：ビオラ、バイオリン4/4、バイオリ
ン1/2 及び 3/4、ミニ(1/8 – 1/4)

Collapsible

折りたたみ式

Modelled on the Kun Original, the Collapsible
shoulder rest has ends that fold down for
easy storage.

Original（オリジナル）をもとにした折り
たたみ式肩当ては、両端が折りたためる
ので、保管に便利です。

AVAILABLE FOR VIOLA, VIOLIN 4/4, VIOLIN 1/2 & 3/4
AND MINI (1/16–1/4)

サイズ：ビオラ、バイオリン4/4、バイオリ
ン1/2 及び 3/4、ミニ(1/16 – 1/4)

3

Collapsible in Colour
Now, for the first time, the Junior Collapsible
rest is available in four electrifying new colours:
Papaya, Razzle Dazzle, Atomic Green and
Blue Moon.

折り畳み式の色

Kun の折りたたみ式肩当てに、鮮やかな四
色が新登場
バイオリンサイズ1/2 と3/4用

AVAILABLE FOR VIOLIN 1/2 & 3/4

Collapsible Mini

折りたたみミニ

The Collapsible Mini is available in red, blue,
green and purple in addition to brown.

折りたたみ式（1/16–1/4）茶色、赤、緑、
青、紫

FOR 1/16–1/4 VIOLIN.
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Super
The Kun Super rest’s streamlined shape
and ultra-fine size adjusting mechanism
have ensured its popularity among
discriminating players.
AVAILABLE FOR VIOLA, VIOLIN 4/4 AND VIOLIN 1/2 & 3/4
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スーパー

クンのスーパー肩当ては、無駄のない形
と、微細な調整を可能にするしくみを持
ち、こだわる奏者に根強い人気です。
サイズ：ビオラ、バイオリン4/4、バイオリ
ン1/2 及び 3/4

Solo
The Kun Solo features a simplified, quickadjust finger lever that provides ultra-fine size
adjustment and eliminates screws.
Greater width on the shoulder end gives the
Solo added comfort, and a new collapsing
mechanism with recessed and integrated
drums means its ‘feet’ can be folded easily for
storage.
Patterned cut-outs in the Solo’s sponge
rubber enhance its grip on the player’s
shoulder and reduce its weight, while freeing
up your instrument’s sound.
The Solo is the perfect shoulder rest for
players with long necks, and those who prefer
a taller model.
With its sleek, contoured body and chic twotoned design in metallic bronze and black, the
Solo is a dynamic and affordable addition to
the Kun family of shoulder rests.
AVAILABLE FOR 3/4 & 4/4 VIOLIN (ONE SIZE)

ソロ

製作に2年を要したクンのソロは、シ
ンプルで、しかも指で素早く調整で
きるレバーを特徴としています。こ
れにより、超微細な調整が可能とな
り、ねじが必要なくなりました。
肩側の幅が広くなっていることで、
より快適に使用できます。また、埋
め込んだドラムを使う新しい折りた
たみ方式によって、肩当ての「足」
部分が簡単に折りたため、保管に便
利です。
ソロのスポンジゴムの切り抜き型には
模様があって、それが演奏者の肩の
グリップを高め、スポンジゴムの重さ
を分散して軽くします。同時に、弦の
音を解放します。
ソロは、首の長い演奏者や背の高い
肩当てを好まれる方に理想的な肩当
てです。
なめらかに輪郭づけられたボディと、
メタリックなブロンズ色と黒色のシッ
クな二色デザインで構成されたソロ
は、ダイナミックでお求めやすい、ク
ンの肩当てシリーズの新しいメンバ
ーです。
サイズ：3/4 及び 4/4のバイオリン
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Bravo

ブラボー

The patented Bravo shoulder rest was
developed to meet customer demand for a
wooden rest from Kun. As always, quality,
ergonomics and innovation were our
starting points.

我が社が特許を取得しているブラボー
は、木製のクンの肩当てがほしいという
お客様からのご要望にお応えして開発
しました。当然、高い品質と革新性が我
々の出発点でした。

The Bravo’s base is made from bent hardwood
laminates oriented to provide the precise
combination of strength and flexibility a
shoulder rest requires. These bases are handmade in Italy from well-figured European curly
maple to reflect the back of a fine violin.
The Bravo’s brass adjusting mechanisms,
which incorporate Kun’s patented locking
device to limit rotation, enhance the elegance
of this outstanding product.
The highest quality sponge rubber,
representing the latest in polymer technology
ensures that the padding offers extra grip,
greater comfort and maximum durability.
Folding ends on the Bravo Collapsible model
make it easy to store.
STANDARD AND COLLAPSIBLE MODELS AVAILABLE
FOR VIOLA AND FULL-SIZE VIOLIN
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ブラボーのベースは、 肩当てに求めら
れる強度と柔軟性の精緻なバランスを生
み出すように、 曲げた堅木の積層材か
ら作られており、カーリー • メープル
（カエデ材）を用いてイタリアで手作りさ
れ、美しいバイオリンの裏板を彷彿とさ
せます。
ブラボーの真鍮の調整部分は、クンの特
許取得済みロッキングデバイス（固定装
置）を用いてローテーションを防ぐと共
に、この優れた製品のエレガントな雰囲
気を高めています。
最新の高分子技術使用の最高級品質ス
ポンジゴムのクッションが、グリップを強
化すると共に、より快適で、耐久性の高
い製品を実現しています。
ブラボーの折りたたみ式 (Bravo
Collapsible) では、両端が折りたため
る ので、保管に便利です
サイズ：ビオラとフルサイズのバイオリン
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部件

Standard forks
Kun forks combine the latest in
elastomer technology with internal
ridges to provide exceptional grip
on your instrument.
スタンダード•フォーク
クンのフォーク部分は、最新のエラストマーを内
部突起に組み合わせて、楽器をしっかりとグリッ
プします。

Extra-long forks
Used with one standard screw,
the Kun extra-long fork ensures the
comfort of players with long necks.
Available with over-moulded rubber
or replaceable latex.
エクストラ•ロング•フォーク
クンの特別長いねじは、標準の長さのねじ一本と
一緒に使い、首の長い方が快適に演奏できるよう
な設計です。一体成形されたゴムか交換可能なゴ
ムで使用します。
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Classic forks
Old favourites, forks with
replaceable latex rubber are available
for all rest sizes.
クラシック•フォーク
根強い人気を誇る交換可能なゴム付きのフォーク
で、どのサイズの肩当てにもつけられます。

Voce forks
Offset forks on the Kun Voce
increase the range of positions on
your instrument, while over-moulded
elastomer ensures exceptional grip.
ヴォーチェ肩当てのフォーク
左右非対称のフォーク部分が、楽器に付ける位置
の選択範囲を広げます。また、一体成形されたエ
ラストマーが、強固なグリップを約束します。
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Parts

Original end members
Original end members adjust
horizontally. The round drums
swivel, while a locking device limits
their rotation.

Collapsible end members
Collapsible end members adjust
horizontally and fold for easy storage.
The round drums swivel, while a
locking device limits their rotation.

Solo end members
Solo end members feature a
simplified, quick-adjust finger
lever that provides ultra-fine sizeadjustment and eliminates screws.

Super end member
The single-hole end member slides
horizontally for finer adjustment,
and features Kun’s limited
rotation device.

オリジナル肩当ての先端部分
Original(オリジナル)肩当ての先端部分は、水平
方向に調節できます。丸いドラム部分が回転し、
ロック機能でその回転を制限します。

折りたたみ式肩当ての先端部分
Collapsible(折りたたみ式)肩当ての先端部分
は、 横方向に調節でき、保管に便利なように折
りたためます。 丸いドラム部分が回転し、ロック
機能でその回転を制限します。

ソロ肩当ての先端部分
Solo(ソロ)の先端部分は、シンプルで指で素早く
調整できるレバーを特徴としており、ネジなしで超
微細なサイズ調整を可能にしています。

スーパー肩当ての先端部分
単一孔の先端部分は水平方向にスライドして、
微調整ができ、クンの回転制御装置が付いてい
ます。

Bravo end members
The Bravo’s brass end members
incorporate Kun’s patented
locking device.

Bravo Collapsible end members
The Bravo Collapsible end member
folds for easy storage.

Super reversible one-hole insert
The new one-hole Super rest insert
rotates, and can be removed and
reversed to provide a greater range
of sizes.

Super adjusting screw
The Super rest’s adjusting screw
is made from solid brass.

ブラボー肩当ての先端部分
ブラボーの真ちゅう製先端部分は、クンの特許ロ
ック機能を組み込んでいます。
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ブラボー折りたたみ式肩当ての先端部分
Collapsible(折りたたみ式)肩当ての先端部分は、
保管に便利な様に折りたためます。

スーパー肩当ての調節ネジ
Super(スーパー)肩当ての調整ネジは真鍮製です。

スーパー肩当てのリバーシブル単一孔差し込み部分
Super肩当ての、取り外し可能な 単一孔差し込み
部分は、回転します。取り外して反対向きに取り付
けることもできる(リバーシブル)ので、設定できるサ
イズの範囲が広がります。
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Parts

Original nut
Replaceable nuts secure Original
end members to the base member.
オリジナル肩当てのナット
Original(オリジナル)肩当ての 交換可能なナット
は、先端部分を肩当て本体の先端部分に固定し
ます。

Bravo nut
The precision brass nut fastens the
Bravo end member securely to the
wooden base and resists the effects
of vibration.
ブラボー肩当てのナット
精密設計の真鍮製のナットはBravo(ブラボー)肩
当ての先端部分を木製の肩当て本体にしっかり固
定し、 振動の影響を抑えます。
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Collapsible nut and Mini screw
Replaceable nut or Mini screw
secures Collapsible end member
to the base member
折りたたみ式肩当てとミニ肩当てのネジ
交換可能なナット/小型ネジは、先端部分を肩当て
本体の先端部分に固定します。

Latex tubing
Available for use with classic
fork members.
ラテックス製のチューブ
Classic fork(クラッシック型のフォーク)に使用。

Contact
Kun Shoulder Rest Inc.
200 MacLaren Street
Ottawa, Ontario
Canada K2P 0L6
Tel: +1 613-232-1861
Toll-free (US & Canada only): 1-888-755-9514
Fax: +1 613-232-9771
kun@kunrest.com
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