
Precision Guitars Calibration Kit

音調校準工具套裝

プレシジョン . ギター . キャリブレーション . キット  
音調校準工具套裝

http://nckguitars.com/pages/precision-guitar-calibration-kit



Product content:

Yellow micro fiber cloth

黃色微纖維布 / 黃色微纖維布
黄色いマイクロファイバークロス

Fret guards

指板保護墊片 / 指板保護墊片
フレットガード

產品內容

商品内容
產品內容

Oil

油 / 油
オイル Metal polish

金屬擦亮劑 / 金屬擦亮劑
メタルポリッシュ

Citrus cleaner

柑橘清潔劑 / 柑橘清潔劑
シトラスクリーナー 220gsm



Step One :
General cleaning and guitar preparation

Step Two:
Using metal polish to clean the frets

Step Three:
Using citrus cleaner to clean the entire fret board

Step Four:
Applying oil to fret board  (this applies only to fret board that does not have lacquer coating)

ステップ１：
一般的なクリーニングとギターの準備

ステップ 2：
メタルポリッシュを使ってフレットガードを磨く

ステップ 3：
シトラスクリーナーを使って指板全てをきれいにする

ステップ 4： 
指板にオイルを塗る    ( 漆塗りの指板には使用できません )



步驟一：
一般清潔和結他準備

步驟二：
用金屬擦亮劑去擦亮指板

步驟三：
用柑橘清潔劑清潔整個指板

步驟四：
為指板上油（只適用於沒上漆的指板）

步驟一：
一般清潔和吉他準備

步驟二：
用金屬擦亮劑去擦亮指板

步驟三：
用柑橘清潔劑清潔整個指板

步驟四：
為指板上油（只適用於沒上漆的指板）



1
一般清潔和結他準備

一般的なクリーニングとギターの準備
一般清潔和吉他準備

General cleaning and guitar 
preparation

a. Remove the guitar strings b.	Use	a	damp	piece	of	yellow	cloth	to	clean	up	loose	residue	from	the	finger	board	

a. 移除吉他琴弦 b. 用一塊濕的黃色微纖維布從指板上拭去殘留物
a. ギターの弦を外します b. 湿った黄色いクロスを使って、残っているゴミなどを指板から取り除きます

a.	移除結他琴弦 b.	用一塊濕的黃色微纖維布從指板上拭去殘留物





2
用金屬擦亮劑去擦亮指板

メタルポリッシュを使ってフレット
ガードを磨く
用金屬擦亮劑去擦亮指板

Using metal polish to polish the 
fret

a.  Place guard over the fret  and put 
masking tape above and below the fret 
guard as shown in photo(photo) to 
protect the fret board from metal polish

a.  將保護墊片放在指板上，如同照片所示，在
墊片上下面貼上不透光膠布以避免指板沾到
金屬擦亮劑

a.  それをフレットの上にのせ、 写真のように ( 写真 ) 
フレットガードの上下にマスキングテープを貼っ
て、メタルポリッシュから指板を守ります

a.  將保護墊片放在指板上，如同照片所示，在
墊片上下面貼上不透光膠布以避免指板沾到
金屬擦亮劑

d.  Repeat the process until all frets are cleaned

d. 重複以上步驟直至指板清潔乾淨。
d.  全てのフレットがきれいになるまで、これを繰り返します

b.  Take a fresh piece of yellow cloth and apply 
metal polish to it

b.  取一塊乾淨的黃色微纖維布，塗上金屬擦亮劑

b.  新しい黄色いクロスを取り出し、メタルポリッシュをつ
けます

b.		取一塊乾淨的黃色微纖維布，塗上金屬擦亮劑

c.  Start rubbing the frets vigorously until the 
oxidation comes off and the fret looks shiny

c.  大力摩擦指板直到發生氧化，指板看上去有光澤

c.  錆が取れ、フレットが輝きを取り戻すまで、フレットを
一生懸命こすります

c.  大力摩擦指板直到發生氧化，指板看上去有光澤

d.	重複以上步驟直至指板清潔乾淨。

before

after



3
用柑橘清潔劑清潔整個指板

シトラスクリーナーを使って指板全てを
きれいにする
用柑橘清潔劑清潔整個指板

Using citrus cleaner to clean the 
entire fret board

a.  Take a piece of fresh yellow cloth, 
apply citrus cleaner to it

a.  取一塊乾淨的黃色微纖維布，塗上柑
橘清潔劑

a.  新しい黄色いクロスを取り出し、シトラ
スクリーナーをつけます

a.		取一塊乾淨的黃色微纖維布，塗上柑橘
清潔劑

b.  Use it to clean the fingerboard to 
remove metal polish residue and 
other grime and dirt accumulated 
from playing

b.  用它拭去指板上殘留的金屬擦亮劑和其他
因演奏積壓的污垢和灰塵

b.  それを使って、残っているメタルポリッシュ
や、長年の使用でたまった垢や汚れを取り除
いて、指板をきれいにします

b.		用它拭去指板上殘留的金屬擦亮劑和其他
因演奏積壓的污垢和灰塵



4
為指板上油（只適用於沒上漆的指板）

指板にオイルを塗る ( 漆塗りの指板には
使用できません )
為指板上油（只適用於沒上漆的指板）

Applying oi l  to  fret  board (this 
appl ies  only  to  fret  board that 
does not have lacquer coating

a.  Take a fresh piece of yellow cloth, apply 
oil to it and gently rub it into the fret 
board, allowing 3-5 minutes for the oil to 
soak into the wood.

a.  取一塊黃色微纖維布，塗上油，輕輕地擦到
吉他指板上，保留 3-5 分鐘令油滲入木頭中。

a.  新しい黄色いクロスを取り出し、オイルをつけ、
指板に優しく塗り、それが木に染み込むまで 3-5
分待ちます

a.		取一塊黃色微纖維布，塗上油，輕輕地擦到
結他指板上，保留 3-5 分鐘令油滲入木頭中。

b.  Take another fresh piece of yellow cloth 
and wipe the excess oil from the fret board.

b.  取另一塊乾淨的黃色微纖維布，擦去指板上多
餘的油

b.  別の新しい黄色いクロスを取り出し、指板から余分
なオイルを拭き取ります

b.		取另一塊乾淨的黃色微纖維布，擦去指板上多
餘的油

c.  After all the excess oil has been removed 
from the fret board, make sure to wipe 
away any remaining oil from the tops of 
the frets

c.  當所有多餘的油被從指板上清除後，確保指板
頂部的殘餘油分也被擦去

c.  指板から余分なオイルを全て取り除いた後、フレッ
トの上にオイルが残っていないよう、きちんと拭き
取ります

c.		當所有多餘的油被從指板上清除後，確保指板
頂部的殘餘油分也被擦去



Can	not	fix	with	this	kit	:

無法使用該工具修復

このキットで直らない場合
無法使用該工具修復

フレットが写真のように真黒であれば専
門家に相談してくださ い

If your guitar looks like this where 
t h e  f r e t s  a r e  c o mp l e t e ly  b l a ck 
please seek professional help!

如果您的結他如圖中所示，指板完全變
黑，請尋求專業幫助！

如果您的吉他如圖中所示，指板完全變
黑，請尋求專業幫助！
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