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スケルツァンド

Ⅰ

（第27回朝日作曲賞受賞作品）

解説：

白水 裕憲
群馬交響楽団 フルート奏者

江原

解説：

神田 寛明

Hironori Shirouzu

C からは ” 裏打ち ” の伴奏です。
テンポ通りに極めて
67小節目のピッコロは1人で重要です。ただこの音域

曲

聴きながら演奏します。

ティキュレーションを正確に演奏することによってハッキ

もらうことが大切です。みんなに事情を話して協力しても

リ聴こえさせ、軽快さを出すだけで十分フォルテに聴こえ

らって下さい。
チームワークが良くないと悲劇的ですね(笑)。

D の１小節前に書かれたスケールも速くなりがちな
箇所です。特に難しい運指である最後の 5 つの音
（C - D - Es - E - F）は、ゆっくり吹くつもりで丁度よいテン

次に28小節目のアウフタクトから始まるパッセージは

きます。そのアクセントをだんだん大きくしていくことでク

こ

ちあふれた気持ち・・・それらの感情をそのまま音にし

ジ通りの演奏が出来るでしょう。作曲者は、
「軽快さ」
「音

重要ですね。
これも特にピッコロがよく聴こえる様に書い

レッシェンドになります。決して8分音符の方が大きくなら

楽の流れ」を大切にと述べています。
「おどけた感じ」
とい

てありますから、ピッコロを中心にアンサンブルして下さ

ないように！

う言葉もあります。それらをヒントに仕上げましょう。

い。ピッコロは常に勇気を持ってハッキリと。
フルート

というタイトルから、みなさんはどのような
光景を想像しますか？明るい日差し、青い空

の下どこまでも続くまっすぐな道、心地よい風、希望に満
たような、軽快で活気あふれる作品です。
１小節目の３つの前打音（装飾音符）はマルカート

パートはそれを支えるつもりで。最初の16分音符は本当

85小節〜87小節のハーモニーは難しいですね。
フォル

軽快さや流れは、いい加減な演奏では表現出来ませ

にフォルテで鋭いアタックを付けます。それによって次の

テのあとのピアノ、音程が重要です。ピッコロは高いのは

ん。
アーティキュレーション（articulation）を徹底的に正

メゾピアノが生きてきます。
この音域で小さな音を出すの

余り気になりませんが、低いとぶら下がって聴こえます。
こ

確に吹きましょう。
スラーの頭は鋭いタンギング、
スラー

は難しいので、
フォルテを大きくすることで差を出す作戦

の A と Gis をピアノで吹いた時に正しい音程になるよう

のお尻の音は短く。八分音符に二つずつスラーが付いて

です。みんなで心を1つにしてこの作戦を成功させて下さ

な頭部管の抜き方が理想的です。いろんな工夫や努力も

いる場合、
「ティーヤ、ティーヤ」
というイメージで、
「ティ」

い。裏切者が出ると失敗します（笑）
。あとはかっこよくク

必要です。

の方に常に重さがあるように吹きます。
「ヤ」の方が強く

レッシェンド！44小節めのアウフタクトから出てくる2回目

なるとセンスのない演奏に聴こえる場合もあります。後ろ

のパッセージでは、最後の装飾音の付いた8分音符は鋭

の音を抜きすぎると逆に聴こえないので、
もっとぎこちな

さでフォルテの代わりにして下さい。

（はっきり）
で、３つの音すべてが聴き取れるよう、速すぎ
ないように注意。
そしてアクセントの付いた B の音に向
かってクレッシェンドします。8 分音符はお腹を使って短
いスタッカートで。4 分音符、2 分音符などの長い音符は
アクセントを利かせて軽やかに。5 小節目のトリルは 6 小
節目の 1 拍目ではっきりと切ります。
B の前 2 小節間は 2 つのアクセントを引き締まった感
じで鮮やかに、
シンコペーションのリズムを浮き立たせま
す。C の 3 小節前 4 拍目の f は、
その前の音量と区別し

その他の部分はこれらを応用して一生懸命練習すれ

て生き生きと。

H からのピッコロは、
メロディーの輪郭をはっきりさせ
る役目です。他の楽器よりも少しだけ控えめな音量で、柔
らかい音色を心がけます。音程を合わせることに細心の
注意が必要です。
J から、
スタッカートの付いていない 1 拍目の 8 分音
符は短くなりすぎずに、地面を踏みしめるように力強く演

ポになるはずです。

ピアノでも小さな小さなアクセントを付けるつもりで吹

難易度はそれほど高くありませんから、基礎
を大切に誠実に演奏すれば作曲者のイメー

の幅を拡げます。

の8分音符をできるだけ短く、響きが残らないようにして

の作品の “ マーチ・シャイニング・ロード ”

このように歯切れのよいスタッカートによるリズムと、

テンポが速くなる事が多いので注意。
常にメロディー
（こ

ですが、大きさにこだわると重くなってしまいます。
アー

70小節目からは、常にスラーの頭に重さがあるように。

Hiroaki Kanda

レガートで歌うメロディーを描き分けることが演奏表現

の場合はトロンボーン、
チューバ、バス・クラリネット）
を

さと正確さだけを追求して下さい。

涼

短いスタッカートで、特に 2 小節目のリズムパターンは

はあまり大きな音が出ないので、他の楽器に3拍目の表

るでしょう。特にピッコロはよく聴こえるので、
ここでは軽
名通り、明るく楽しい曲ですね。
フルートの

木内

NHK交響楽団首席奏者, 桐朋学園大学教授, THE FLUTE QUARTET

では、具体的に見ていきましょう。

A からのリズムが特徴的ですね。基本的にはフォルテ

Ⅱ

マーチ・シャイニング・ロード

大介

D はすべての音をマルカート
（はっきり）
で、
トリオの

奏します。
トリルの 2 分音符はアクセントを付けた後わず

1 小節前の上行スケールは、新たなページへの扉を開く

かに “ 絞り ” タイトな感じを出します。
スネアドラムのリ

気持ちでクレッシェンドします。

ズムを聴き取りながら演奏します。

トリオは主部よりも静かに始まります。F の１小節前

フルートはオーケストラや吹奏楽においてメロディー

からの 16 分音符のパッセージは、
クリアなスタッカート

を担当することが多い楽器ですが、常にそうではありま

で短く。
このテンポならダブルタンギングで演奏すること

せん。
またセカンド以下のパートは “ ハモり” や “ 裏メロ ”

になりますが、tu - ku - tu - ku の “ku” が弱くならないよ

ばかりとは限りません。
自分自身の演奏に注意を払うの

うに注意します。F の 2 小節目 3 拍目のスラーの最後

は当然ですが、周囲の音を聴くことがより重要です。
目立

に付けられたスタッカートですが、
このような書き方の場

つべきメロディーが他に聴こえれば、
自分の音量を加減

合スタッカートの音符はタンギングしません。呼吸によっ

しなくてはなりません。ハーモニーを構築するのなら、根
音（ベース）はどの楽器か、
自分は和声上どの音を担当し

てはっきり短く演奏します。
G は長いフレーズをカンタービレ（歌うように）
します。

ているのかを瞬時に判断する必要があります。
スコアを

2 小節目の 4 拍目
（G）は、
スラーは途切れていますが前

読んで予習すること、常にオーケストラ全体の音をモニ

後の音とつなげて 4 小節間レガート
（連結する）
して演奏

ターする耳を訓練することがアンサンブル・プレーヤー

します。H の 1 小節前 1 拍目
（D）
もテヌート
（保持する）

の基礎となります。

して途切れないようにします。2 拍目の 8 分音符（C）はス
最後にこの作品で用いられるトリルの運指を記します。

タッカートです。
…トリル

≪トリル 運 指 表 ≫

ば、難しくはないと思います。楽しんで下さい。
幸運を祈っています。

い演奏になります。
ちょうど良いバランスを見つけるのは
大変です。基本に忠実にゆっくり何度も訓練してみること

次の32〜33小節目のフォルテも、34小節からの美しい

が大切です。
この曲は、ピッコロが大変よく活躍します。
フ

旋律を印象づけるために本当に強くはっきり吹きましょ

ルートセクションの中でも経験豊富な人が担当する事を

う。聴いている人をビックリさせる目的です。34小節から

おすすめします。合奏全体をリードするような、積極性と

4小節間は、正にフルートの王道です。美しさは強さに勝

責任感を持って演奏して下さい。

る。小さくとは言いませんが、他の楽器が出せないような

※左手は中指・薬指 両方

美しく繊細な音楽を気持ちよく奏でて下さい。
※トリルキィは使わない

NEW

パール・ミュージック・アカデミー” フルートアンサンブル スコア譜&パート譜 ”

※右手人さし指は使わない

新進気鋭のアレンジャー、西澤佳代によるフルートアンサンブル楽譜。主に吹奏楽部(フルートアンサンブル)、
フルート一般愛好家向けに編曲、
書き下ろされた作品です。全ての楽曲は、サウンドの綺麗さを重視してアレンジされ、原曲のイメージを尊重しつつ、異なる旋律を重ね、
とりわけ「吹いている人の気分が上がる様」に各パートが設計されています。
フルート三重奏、四重奏のほか二重奏ピアノ伴奏付きなど多彩なラインナップよりお選びいただけます。

Flute
Ensemble Score
&

Part Score

クラシック曲を中心に、世界の民謡などポピュ
ラーな楽曲をセレクトした内容で、
フルートの
様々なアンサンブルを気軽に楽しめる、
パール・フルートアンサンブル楽譜です。
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スコア楽譜(A3サイズ2つ折り)と
パート楽譜(A3(A4)サイズ：パート数分)のセット。
全10曲 各￥1,000(税抜)

私を泣かせてください
G.F.ヘンデル
フルート4重奏

歓喜の歌

L.V.ベートーベン
フルート4重奏

Jupiter

G.ホルスト
フルート4重奏
（3フルート＋アルト）

クシコスポスト
H.ネッケ
フルート4重奏

大きな古時計
H.C.ワーク
フルート3重奏

G線上のアリア
J.S.バッハ
フルート3重奏

アンネン ポルカ
J.シュトラウス
フルート4重奏

モルダウ

B.スメタナ
フルート4重奏
（2フルート+アルト+バス）

アヴェ・マリア

G.カッチーニ
フルート2重奏(フルート+アルト)
ピアノ伴奏付き

私のお父さん 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より
G.プッチーニ
フルートソロ(Altoオプション)
ピアノ伴奏付き
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≪徹底解説≫ 2017年度 全日本吹奏楽コンクール 課題曲Ⅲ

インテルメッツォ

Ⅲ
保科

解説：

井上 登紀
大阪フィルハーモニー交響楽団 フルート奏者

≪徹底解説≫ 2017年度 全日本吹奏楽コンクール 課題曲Ⅳ

マーチ「春風の通り道」

洋

解説：

42 小節目が前半の頂点となる為にも高い G の前の音
（41 小節目の 3 拍目の C）
を絶対に弱くならないように
ならしましょう。C の音をどれくらい歌い込んだかのバラ

たった 4 小節の間に木管・金管各楽器の solo が入り組

H の 1 小節前の F（ファ）― G（ソ）
トリルですが、Fl.
は皆さんが知っている運指で構わないのですが、
Picc. に

内楽のような、
それぞれの楽器の音色の色彩感が出るよ

関しては Fl. と同じ運指でやってしまうと、少し音色が暗

うに、音の繋りを感じ取りながら、音を紡ぐイメージを

く聴こえてしまいます。
この音のトリル運指はこの曲に限

持って、繊細に演奏して下さい。

らず、講習会等でもよく質問を受けますが、
この場合次は
転調しますし、響きが暗くならない方がいいので、
下図の

ランペットとメロディーで会話するようになっています

冒

目にチューバが吹いていますね。
このチュー

節目辺りは - 系ですね。わかりやすい例だとラ♯とシ♭

バの曲全体を包み込むように鳴っている温

は同じ指使いですよね？でも書き方が違うのには意味が

こ

F の 4 小節前の 1stFl. は、Cla.＆A.Sax が前から吹い

運指をお勧めします。ただし、２本の指をしっかり揃えて

れぞ「ザ・課題曲マーチ！」
というスタイルの

て来ているフレーズに、待ってました ! とばかりに出て来

動かし、息のスピードも少し速めにしないと上手くいきま

曲ですね。

るのではなく、
自然に加わりましょう。 F からのところに

せんので、頑張って練習してみて下さいね。

でも曲の始まりは、打楽器のアウフタクトで

は leggiero ( 軽やかに ) と書いてますね。
スラーやテヌー

スタートしていますので、出だしのトリルが飛び出さない

ト記号がついていない 4 分音符や 8 分音符は、少し短め

I の 2 小節目・3 小節目の 1 拍目の 4 分音符は、長

ように気を付けましょう。
この前奏のトリルを終えると、

の長さをイメージして演奏してみましょう。同じく F の 3

さの扱いが微妙に違いますので、見落とさないように気

かい低音に答えるように 2 拍目からのフレーズを歌いま

あるんです。
もちろん調性が違う等ありますが色が違う

しょう。2 小節ずつゆっくりと下降して行くように書かれて

んです。何色のような音を出したい！明るい音、暖かい

Picc. は 16 分音符が次の小節に入るまでありませんので、

小節目からと 7 小節目からは、
Picc. がグロッケンと一緒

を付けて下さい。特に Picc. は I の 3 小節目の 2 拍目

いますから、
まずしっかり ]（メゾピアノ）の中にもラ♭

音、音を出すそれぞれのみんなが色を想像しながら吹く

トリルが Fl. の 16 分音符に重なってしまわないよう、長く

に、可愛らしくも輝かしく曲を彩ります。8 分音符はやや

と３拍目頭が休符で音がなく、
Fl. には続けて音があると

の音を十分に歌っていないと美しさが足りなくなると思

腕の見せ所ですね。

なりすぎないように注意しておきましょう。

短めに、
スラーのかかった 16 分音符は音の一粒一粒が

いうこの状態の場合、長さの処理がマチマチになりやす

くっきり聴こえるように吹きましょう。かといって、がむしゃ

いですので、
よく注意して揃えておきましょう。同じく I

らに吹いてはダメですよ !

の 5 小節目の 4 拍目は 6 連符で、次の小節も全く同じ音

います。

A のアウフタクトから Cla.＆ A.Sax がこの曲の主題を

57 小節目から 6 連符が出てきますがこの何とも言え

駆け上がり方にも対応できます。是非やってみてくださ

ロは 3 連符でわき上がるようにたっぷり吹きましょう。3

いね。7 から 8 に向けて再びゆっくりとですが C が D

連符は決して急がないように！あっさり吹くよりも横への

に、D が E♭にというように確実に音楽が上に一歩ずつ

繋がり感や音の粘り強さが大事ですよ。
これは 27 小節

盛り上がっていくのをしっかり感じながら吹きましょう。

目の 2 拍 3 連もそうですね。3 からますます音楽のう

8 から 9 にかけては演奏する前に指揮者になった

ねりが増してきます。32〜36 小節にかけての cresc、dim

つもりで指揮を振ってみると音楽の絶妙な流れがわかる

は音楽が波のように行ったり来たり揺れ動くイメージ

と思います。3 拍子の間に 2 拍子が絡み合う事で生まれ

で。37 小節目に入った瞬間ハッとする場面を作る為にも

る音楽の表情を音に伝えるようにイメージしましょう。

ずれないようにタイミングを気を付けておきましょう。
パートでゆっくりの tempo からよく練習して、音符が加わっ
ていく時にバッチリ噛み合っているのか、お互いにしっか
りと聴き合いながら確認してみて下さい。同じく C の 5
小節目からは、1stFl. に solo、7 小節目に Picc. の solo があ

CHECK!
使い方
タンポとトーンホールの隙間にペーパーを
差し入れ、キィをポンポンと軽く数回押して
水分を取り去ってください。

最高級和紙を使用しており、定期的に繰り
返し使用することで、
タンポの表面のサラ
サラ感を引き出します。

リバティフルートバッグ ファッションコーディネート
LFCC22

クリーニングペーパー

縁取り加工が無く平滑な拭き心地。

FCP-50
FCP-50H

(レギュラーサイズ)
(ハーフサイズ)

※３オクターブの F（ファ）の運指をして、左手親指と右手人さし指を同時に動かす。
この運指は Fl. では逆にうま
くいきません。Picc. だけが可能です。
Fl. と Picc. はトリルに関して、同じ運指で出来ない音も意外とあるのです。

ります。一瞬の solo なのですが、
この辺りのフレーズは、

ニューパッケージ
金箔職人の伝統製法を用いた

薄手のため狭い部分も拭きやすいです
が、
クロスがタンポに触れないように拭い
てください。

…トリル

で順番に重なっていきますので (1st → 2nd → Picc. の順 )

￥500（税抜）
￥300（税抜）

挟んだままペーパーを引くとタンポ表面がケバ
立ってしまうのでご注意ください。

グレンジェイド

PHC-1 ￥1,200（税抜）

≪トリル 運 指 表 ≫

C の 3 小節目にある 16 分音符は、Fl. セクションの中

LFCC21

クロス1枚で性能を最大限発揮するために、縁
取りの加工をせず、メーカーロゴプリントさえ
入れない徹底ぶり。拭き取れる感覚が独特で
力を無理にいれなくても、指紋跡や汚れを軽く
サッと取り除くことができます。
クロスの自己発
塵 が少なく、管表面の汚れやホコリを細い繊
維で絡め取ることができます。

にしましょう。

LFCC20

パールハイパークロス

たり、滑ったりしてしまわないようにして下さい。

カペル＃CE

逸品！

に吹く6 連符につられて、
リズムが崩れてしまわないよう

LFCC24

演奏しているつもりでよく聴いておいてフルートとピッコ

トから加わります。
この 16 分音符のアウフタクトが詰まっ

ポピー＆デイジー
＃LLE

3＋3 の２種類の小さなスラーで練習しておけばどんな

が並んではいますが、1 拍半かけての 16 分音符です。先

マイケル＃AE

奏してますね。
フルートはお休みなのですが自分たちも

担っていて、Fl. はそれに続き、 B の 2 小節前アウフタク

LFCC23

ないスピード感をマスターする為にも 2＋2＋2 の形と

鮮やか & 華やかに演奏して

欲しいですね。

フィービー＃ME

1 からアルトサックスとクラリネットがメロディーを演

パールフルートのメンテナンスアクセサリーの秘密に迫る！
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Junko Isoda

んでいます。
自分だけが前に出るような solo ではなく、室

ンスで G の音が決まるぐらい大事ですよ。5 からはト

が記譜をよく見てください。50 小節目辺りは + 系、54 小

知宏

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ フルート・ピッコロ奏者

36 小節目の cresc は大胆に膨らませるといいですよ。

頭の部分ですが１小節目、５小節目の一拍

Ⅳ

礒田 純子

Takaki Inoue

西山

at
フルートギャラリー東京

大人気のパールフルートオリジナルリバティプリントフルートバッグ♪
2017年はトロピカルカラーがトレンド♪
いつも持ち歩くフルートバッグもカラフルで可愛いリバティフルート
バッグに変えてみるとこんなに華やかになります。
今年は「同系色」ではなく「反対色」へ！
フルートバッグもファッションの一部に取り入れちゃいましょう！

C足部管用 各色 ￥8,000
H足部管用 各色 ￥8,500

生地裏側にPVC（ビニール）
加工でしっかり防水！内側は
毛足の長いムートン生地で大
切なフルートをしっかり保護
（税抜） します。
（税抜）
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≪徹底解説≫ 2017年度 全日本吹奏楽コンクール 課題曲Ⅴ （高・大・職・一のみ）

Ⅴ

メタモルフォーゼ〜吹奏楽のために〜

（第9回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第１位作品）
解説：

相澤 政宏

川合 清裕

Masahiro Aizawa

やわらかく深みのある音色と、優れたレスポンスが魅力の
“ドルチェ”にリッププレート彫刻を施した限定モデル。
やわらかく優雅な響きが得られる総銀製の頭部管を採用し、
エントリークラス中、最もポピュラー
なモデルの“ドルチェ”。
そのリッププレートに彫刻を施し、絶妙な凹凸感を設けて滑り止め効果を持たせた限定モデル
を発売いたします。ルックスは豪華で美しく、通常品とはまた違った愛着が感じられるはずです。
さらに今回、
フルートの持ち運びに便利なトートバッグ(#白)を付属し、数量限定でご案内です。

Limited Edition

〜 Engraving Lip 〜

東京交響楽団 首席フルート奏者, THE FLUTE QUARTET, 東京音楽大学講師

この曲は技術的にもアンサンブルの面でもだいぶ難し
いですね。練習番号を追って見て行きたいと思います。

は、松葉が細かく書いてあるので、
しっかり表現して下さ
い。同様に、
この曲はダイナミックスやクレッシェンド、
デ
クレッシェンドがパートによって違う事があるので、お互

最初 〜 Ａ はファーストのソロです。細かく書いてあ

いしっかりそれを表現して浮き沈みを出して下さい。
Ｂ からフルートパートに速いタンギングの 3 連符が

るダイナミックスをしっかり出す事によって見えてくる全

出てきます。
トリプルタンギングのテンポですね。
フルー

体像を強く表現して下さい。

メ

Ａ は全員集合のトゥッティです。
そこにはしっかりした

トで一般的なのは TKT です。
（ちなみにトランペットは

和音が見えます。
フルートは細かい動きをしますが、全体

TTK と教わる事が多い様ですが‥）
トリプルがどうして

タモルフォーゼは変容と訳されますが、所謂

の響きを感じながら吹けると素晴らしいですね。他にもこ

も苦手な人は TKTKTK とダブルタンギングを続ける方

一つのテーマが元になって変化するヴァリエ

の曲中には、細かい動きの影でトロンボーンやホルンが

法もあります。ただ、
そうするとここの場合は 9 連符なの

ーション的な変化と言うよりは、卵が幼虫、

和音を作る場所が所々見られます。
フルートの動きは和

で大きな 2 拍目の頭が K になってやりづらくはあります

蛹、蝶となって行くような変態のありさまの方がよりイメ

音と関係なくても、
それを感じながら吹くと素敵な一体感

ね（譜例 2）。又、
タンギングに合わせて口がバタバタ動く

ージに近いと思います。
この曲中には沢山の変容が現れ

が生まれます。

と音がボサボサになりやすいので注意しましょう。

作曲者はコメントで「つい大仰な変拍子や細かいリズ

う。又、
この様な連符の練習の仕方としては、
リズムを変

がしっかりした和音です。音程に注意して木管で素敵な

ムに目がいってしまいがちですが、
この曲の本当に難し

えて練習する代表的なやり方がありますが、別な自分の

和音にして下さい。
（ファーストフルートの高音 G＃は右

い部分は " 表情 " にあると私は考えています。」
と書いて

練習方法をお教えします
（譜例 1）。譜例の様に符点 8 分

手中指と薬指を添えた方が良いかも知れません）

います。確かにその通りだと思いますが、だからと言って

音符 1 拍分のゆっくりしたメトロノームをつけ、
その中で

Ｅ 以降は特に動きがいくつかのグループごとに別れ

雰囲気だけでテキトーに吹いて良い訳ではなく、実際は

フェルマータの位置を変えていきます。
フェルマータの間

る感じになるので、
自分と同じ動きのグループ、
違う動き

しっかり譜割りをして正確に吹き、
そうする事によって見

はなるべく息の流れと支え、姿勢、指のリラックスを感じ

のグループの気配を感じながら演奏したいものです。

えてくる先を表現したいです。
それが演奏の正しいアプロ

て下さい。
あとの細かい音符は「一気に」です。最近マイ

ーチと自分は信じています。

ブームのとても良い練習です。Ａ の 3 小節目〜の動き

Ｊ はこの曲の大きな山場の 1 つだと思います。全員
が打ち込みで集合しますね。
この打ち込みは全楽器の音
域がかなり離れます。
この相当なテンションの中でもしっ

譜例1

かりした響きや音程を出して欲しいと思います。力が入り

3つの音を1セットとしてゆっくりメトロノームをかける。

ア

イ

過ぎると逆に楽器が響かなくなります。

ウ

最後のファーストのソロは素敵な自分の世界を出して
下さい。

3
譜例2

3

3

3

●一般的

3

3

3

3

ドルチェ “リミテッドエディション” 〜リッププレート彫刻仕様〜
PF-665E-EL ／￥148,000（税抜）
■ 仕様：頭部管銀製・彫刻入りリッププレート銀製(Ag925)、管体／キィメカニズム洋銀製(銀メッキ仕上げ）
、C足部管、
カバードキィ、ポイントアーム仕様、Eメカニズム付き
■ 付属品：ケース、
ケースカバー ■ 限定特典：フルートトートバッグ（PSC-FLBAG #W）

3

＜リッププレート彫刻＞

＜限定特典＞

長時間吹いた時に下あごに楽器が吸い付 フルートを安全に持ち運
くような感触があり、
滑り止めの効果が期
べるトートバッグ
（ホワイ
待できます。
ト）
が付属します。

2017 L IM I T E D MODE LS
音の上質感と吹きやすさを誇るパールピッコロに
頭部管彫刻を施し、精悍なルックスを追及した限定品。
”グラナディッテ”素材を頭部管と管体に採用し、
ナチュラルウッドの深い響きを備え豊かな
表現力を発揮する
「PFP-105ES」
。
その頭部管に細やかな陰影を表現した彫刻を施し、
精悍で上品な仕上げとした限定モデルです。
歌口の仕様はやわらかい音色でコントロールしやすいスタンダードタイプ。
もちろんパール伝統
のピンレスメカニズムも採用しています。
今回のこのモデルにはトートバッグ(#ブラック)を付属と
し、
数量限定でご案内です。

Limited Edition

〜 Engraving Headjoint 〜

●ダブルの場合

TKTKTKTKT KTKTKTKTK

TKTTKTTKT TKTTKTTKT

6
16

3

（※完売次第終了とさせていただきます。）

Ｃ 〜 Ｄ に出てくる長い音は多少ぶつかってはいます

Ａ に出てくる F＃の右手は中指を使っても良いでしょ

ます。

数量限定50本

3

3

3

3

6
16

3

3

3

3

3

3

3

2017年6月25日（日）

千葉・浦安

催！
催
開
全日本吹奏楽コンクール
同時開 フルート 無料
予約 調整会&試奏会
講師：相澤政宏氏 要
課題曲講習会
東京交響楽団首席フルート奏者

日時

会場

聴講料（税込／1名）

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-4-1
ショッパーズプラザ新浦安4F
最寄駅 JR新浦安駅(京葉線・武蔵野線)

2017年6月25日(日)
10:00 Open 10:30 Start
￥500（1曲入れ替え制）
内容
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新浦安市民プラザ
中ホール&小ホール

http://www.urayasu-kousha.or.jp/wave101/

課題曲(全5曲)のフルート&ピッコロパートで構成されたモデルバンドに対し
相澤先生がアドバイス。各曲80分予定（質疑応答含む）参加していただいた
（会場の関係で上限80名／1曲）
お客様にはその様子を聴講していただきます。

タイムテーブル (予定)
課題曲Ⅰ
昼食休憩
課題曲Ⅱ
課題曲Ⅲ
課題曲Ⅳ
課題曲Ⅴ

10:30 〜 11:50
13:00
14:30
16:00
17:30

〜
〜
〜
〜

14:20
15:50
17:20
18:50

聴講,無料調整会のお申込み
パールフルートギャラリー東京
TEL 03-3836-1610
※お電話でお願いします。

お申込み開始日

4月25日
（火）
より

※聴講,調整会ともに定員になり次第締め
（聴講・各曲定員：80名)
きり。

みなさまのご参加をお待ちしております！

数量限定50本

（※完売次第終了とさせていただきます。）

ピッコロ “リミテッドエディション”〜頭部管 彫刻仕様〜
PFP-105ES-EH ／￥152,000（税抜）
■仕様：頭部管（彫刻)／管体グラナディッテ製、
キィメカニズム洋銀製(銀メッキ仕上げ）、ポイントアーム、
Eメカニズム付き ■付属品：ケース、
ケースカバー ■限定特典：フルートトートバッグ（PSC-FLBAG #B）

＜頭部管彫刻＞

グラナディッテ素材ならではのデザイン
で、歌口を囲むように彫刻を施し、さ
り気なく個性をアピールできます。

＜限定特典＞

フルートを安全に持ち運
べるトートバッグ
（ブラッ
ク）
が付属します。

06

この春、パールフルートは２つのキャンペーンを開催します！
詳しくは WEB をご覧ください！
パールフルート オフィシャルウェブサイト
パールフルート オフィシャルウェブサイト

「春割」キャンペーン対象商品

「抽選で当たる」キャンペーン対象商品

■ドルチェ／ PF-665 シリーズ ■ブリランテ／ PF-525 シリーズ
■ プレスト／ PF-505E シリーズ
■ ピッコロ／ PFP-165/105 シリーズ ■アルト／ PFA-206/201 シリーズ

■ Opera（オペラ） ■ Maesta（マエスタ） ■ Cantarbile（カンタービレ）
■ Elegante（エレガンテ） ■ Elegante Primo（エレガンテ・プリモ）
■ Dolce Primo（ドルチェ・プリモ）

営業時間

10:30A.M.〜6:30P.M.
月曜・日祭日定休

フルートメンテナンス講習会

フルートギャラリー・ウエルカムフェア

日常のお手入れ方法や楽器の構造で疑問をお
持ちの方を対象にメンテナンス講座を開催。楽
器の磨き方から始まり、
どんな構造になってるの
か、
さらには「フルート」を少しだけ分解して楽器
への理解を深めます。

週替わりフェア＆新年度応援キャンペーン開催！
〜東京／大阪 同時開催〜
ご来場の方には特典をご用意！

フルート体験DAY
初めてフルートを吹く方や、始めて間もない
(1〜2ヶ月) 方を対象に、
フルートをまずは持って
みて、そして音を出すまで、
スタッフと一緒に体験
できる、
「フルート体験DAY」を月に2回(土曜1回、
平日1回)のペースで無料開催しています。

パールフルートのショールーム「パールフルートギャラリー」
では、
フルート
に関する様々なご相談のほか、
レッスン、
リペア、イベントやコンサート等の
ご案内を行っております。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

スケジュール

スケジュール

東京
4月15日（土）
4月27日（木）
5月17日（水）
6月15日（木）
6月24日（土）

スケジュール

東京
7月1日(土)
Start：14:00

4月25日 〜 5月 2日【1本目ご購入相談フェア♪】
5月 9日 〜 5月13日【カバード、
リングオフセットお試しフェア♪】
5月16日 〜 5月20日【リバティケースカバー、
アクセサリーフェア♪】
5月23日 〜 5月27日【吹奏楽部応援フェア♪】
5月30日 〜 6月 3日【アルトフルート、
アルトスタンドフェア♪】
6月 6日 〜 6月10日【バスフルート、バススタンドフェア♪】
6月13日 〜 6月17日【パールフルートアンサンブル楽譜フェア♪】

大阪
7月1日(土)
Start：14:00

パールフルートギャラリー東京

パールフルートギャラリー大阪

TEL : 03-3836-1610

東京都台東区池之端1-1-1
MK池の端ビル3F

大阪市中央区南船場2-11-13
福田ビル5F

※地下鉄千代田線「湯島」駅
1番出口徒歩1分

※地下鉄御堂筋線・心斎橋駅
2番出口 クリスタ長堀経由
A階段北5号出口より徒歩1分

WEB INFORMATION
WEBSITE
パール・オフィシャルウェブサイト
www:pearlgakki.com

製品情報やキャンペーンのご案内、
詳しいイベント情報などは、
WEBをぜひチェックしてくださいね！

SNS

パール フルート

日々更新していますので、
製品やキャンペーン、イベ
ントやアーティスト最新の
情報が確認できます。

パール楽器製造株式会社
〒276-0034千葉県八千代市八千代台西10-2-1
TEL047-484-9111

検索！

@pearl_flute_jp

ロー
フォ ね！
て
し

ザ・パールフルーティスト2017
発行

パール フルート

pearlflute_japan/

本文中の価格は、すべて税抜価格となります。印刷の都合上、
実際の色と異なって見えることがありますのでご了承ください。
製品改良のため、予告なく価格、デザイン、仕様、規格などを変
更する場合がありますのでご了承ください。
2017.04 無断転載を禁ず。 PKD10407102MA

お取扱店

TEL : 06-6282-0660

ザ・パールフルーティスト 2017

●期間中、キャンペーン対象商品をご購入いただくと
「春割」で店頭価格より更に￥3,000 oﬀ!

