技術革新の伝統

A Tradition of Innovation

Introducing Special

50周年記念モデル

A nniversary M odels
パールフルートはお陰さまで創業50周年を迎えました。
その節目の記念にパールのテクノロジーの粋を集めたオリジナルなフルートと
して世界で1本限りとなるマエスタ ''ゴールド'' 限定モデルと、マエスタ "シルバー" 限定モデル
（受注生産品）
、
そしてフラッグシップ
シリーズ ''マエスタ'' の資質を受け継ぐセミハンドメイド ''カンタービレ'' 限定モデルを製作。創業50周年にふさわしく、創意に満ちた
デザインを数々に施したまさに特別なフルートをお届けいたします。
（総銀製マエスタ50周年記念モデルは受注生産品として2019年3月末までご注文を承ります。）

ダイヤをあしらったクラウン（ゴールド
のみ）に彫刻入りリッププレート

50周年記念モデル

胴部接続管には50周年記念モデル専用の
筆記体ロゴ彫刻入り。

胴部接続管の側面にも記念の彫刻が施さ
れ、リング合計5ヶ所にも彫刻入り。

ハンドメイド”オペラ”に施される座金のデ
ザインを特別に採用。

F-MD14K/RBE50J

ハンドメイド マエスタ “ゴールド” 50周年記念モデル
品番

トーンホール

キィ

F-MD14K/RBE50J

ドローン（引き上げ）

リングキィ

全世界
限定1本

インライン

材質

H足部管

管体

座金・ポスト

キィ

税込価格

本体価格

14K金製

Ag925

Ag925

￥3,240,000

￥3,000,000

●管体・リング 14K金製・座金・ポスト・キィAg925銀製 ●トーンホール：ドローン(引き上げ) ●リングキィ：インライン
●頭部管：PHN-9 ●ピッチA=442Hz ●本革製50周年オリジナルバッジ付きケース、ケースカバー付き

ハンドメイド マエスタ “シルバー” 50周年記念モデル
パールフルートの歴史は今から遡ることちょうど半世紀、千葉県八千代市郊外のハンドメイド・フルートを製作する小さなフルート工房から始まり
ました。近代フルートのメカニズムは、長い伝統の中から生まれたものですが、創業当初からパールのクラフツマンは、
より優れた画期的なメカ
ニズムはないだろうかと考え、
そしてまたハンドメイドフルートにふさわしいクオリティを追及するため、
その原点となったベームの楽器をいま一度

カバードキィ

F-MD925

総銀製（Ag925）

受注生産

キィ

トーンホール

品番

ドローン（引き上げ）

リングキィ

●足部管＝H足部管

材質
管体

●インナーブリッジ機構

H足部管

C足部管
座金・ポスト

キィ

オフセット
インライン

●Eメカニズム付き

総銀製（Ag925）

税込価格

本体価格

￥756,000

￥700,000

￥810,000
￥756,000

オフセット

￥750,000
￥700,000

税込価格

-

本体価格

-

￥864,000

￥800,000

￥810,000

￥750,000

●総銀製（Ag925） ●トーンホール：ドローン(引き上げ) ●リングキィ（オフセット／インライン)／カバードキィ ●足部管＝C足部管／H足部管 ●Eメカニズム付き ●インナーブリッジ機構 ●頭部管：選択可 ●ピッチA=442Hz
●本革製50周年オリジナルバッジ付きケース、ケースカバー付き ※頭部管の選択について、詳しくはP13をご覧ください。 ※受注期間中であっても状況によっては早く締め切る可能性もございますので予めご了承ください。

見つめ直し、パールの進むべき道を模索してきました。
そうして1972年、パールならではの独創的なメカニズム、”一本芯金”を導入した最初のフ
ルートが完成し、
その後間もなく、
もう一つの技術革新である”ピンレス・メカニズム”も誕生しました。
これらの技術革新による新しいメカニズムに
加え、
フルートづくりにたずさわる人々がフルートの音響学を研究し、
さらに頭部管の開発に力を注いできたのはいうまでもありませんが、
その結
果として生まれたものが、限りなくシンプルなつくりで美しく、機能的にも洗練されたパール・ハンドメイドフルートです。以来、パールの腕ききのク
ラフツマンがつくりあげるハンドメイドモデルには、
フルートならではの伝統的な製作手法が織り込まれるのと同時に、数々の独自機構を生み出

50周年記念モデル

してきた
「技術革新の伝統」
が体現されています。

ヘッドクラウンはパラボリックタイプを
採用し、ローズゴールドメッキ仕上げ。

50周年記念モデル用にデザインされたリ
ッププレート特別彫刻。

胴部接続管には50周年記念モデル専用の
筆記体ロゴ彫刻入り。

胴部接続管の両側面に施されたオリジナ
ルデザインの彫刻。

フルートづくりとは、サウンドクオリティを守り、
フルーティストの求める楽器をつくり続けること。
創業50周年を迎える今、
これからも皆様への感謝の気持ちを原動力に、
フルートを通じて
「喜び」
「楽しさ」
「感動」
を伝えられるよう、パールフ
ルートはクラフツマンはじめ各々の知恵を結集し、新しい50年に向けて進んでまいります。

F-CD925/RE50J

カンタービレ 50周年記念モデル

50本限定

トーンホール

品番

材質
キィ
カバードキィ

F-CD925

総銀製（Ag925）

ドローン（引き上げ）

リングキィ

管体

キィ

オフセット
インライン

H足部管

C足部管
座金・ポスト

総銀製（Ag925）

オフセット （管体：メッキレス／キィメカニズム：銀メッキ仕上げ）

税込価格

本体価格

税込価格

本体価格

￥540,000

￥500,000

￥540,000

￥500,000

●総銀製(メッキレス)Ag925・キィメカニズムAg925(銀メッキ仕上げ) ●トーンホール：ドローン(引き上げ) ●リングキィ（オフセット／インライン)／カバードキィ ●足部管＝C足部管／H足部管 ●Eメカニズム付き ●頭部管：PHN-9 ●ピッチA=442Hz ●ケースカバー付き
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Pearl Flute

●ハンドメイド・オペラ
[ 総金製 ]
OS18KA、OS14KA、OS10KA

Line-up

●ハンドメイド・オペラ／マエスタ
[ 管体・座金・ポスト 金製 ]
OS18KZ、
OS14KZ、
OS10KZ、
MS14KZ、
MD14KZ

金（18K、14K、10K）

●ハンドメイド・マエスタ
[ 管体 金製 ]
MS18K、
MS14K、
MS10K、
MD18K、
MD14K、
MD10K

銀（Ag997)

●ハンドメイド・オペラ／マエスタ
[ 総銀製 ／Ag997]
OS997、MS997、MD997

銀（Ag970)
銀（Ag958)

- A Tradition of Innovation -

●ハンドメイド・オペラ／マエスタ
[ 総銀製 ／Ag970]
OS970、MS970

銀（Ag925)
洋銀

●ハンドメイド・オペラ／マエスタ／カンタービレ
[ 総銀製 ／Ag925]
OS925、MS925、MD925、CD925

木製グラナディラ
グラナディッテ

●カンタービレ
[ 総銀製／管体Ag958 ]
CD958
●エレガンテ
[ 管体
（Ag958)・座金・ポスト・リング 銀製]
ED958

一本芯金 One-piece Core-bar (※フルート全モデルに採用）

●エレガンテ・プリモ
[ 管体 銀製 ]
EP925

フルートを使い込むにつれ、Aキィ(Aisレバー)の動きが悪くなったというトラブルをよく耳にしますが、
これはB♭キィ(左手中指)を酷使することによって生じるものです。
またフルートのメカニズムは、F#キィのとなりにあるメイン・ポストにおいてとりわけ傷みやすいものです。パールの”一本芯金”は上のC#(左手人差し指)からメイン・

●ドルチェ・プリモ
[ 頭部管 銀製 ]
DP

ポストに至るまで、一本の芯金を通すことによってそのトラブルを解消。
その結果、
メカニズムの信頼性が高まり、感触もよく、
さらには調整、
メンテナンスなどがスムーズ
に行えるようになります。
これはまさに、
フルートの進化を促した画期的な改良と評価されています。

●ドルチェ
[ 頭部管 銀製 ]
PF-665
●ブリランテ
[ リッププレート＆ライザー 銀製 ]
PF-525

ピンレス・メカニズム Pinless Construction (※全モデルに採用）

"ピンレス・メカニズム"は19世紀半ばに誕生したベーム式フルートのメカニズムを初めて改良し洗練させた重要な技術革新

●プレスト
[ 洋銀製 ]
PF-505

たのです。
ピン打ちを行う伝統的なフルートの構造では、連動するキィ・メカニズムのパーツをつなぐため、
キィ・シャフトに穴

●アルトフルート
[ 管体 銀製 ]
PFA-207

として知られていますが、実は、
このシステムが"一本芯金"と併用されることにより、完璧なメカニズムを完成させることができ
をあけますが、
これがキィ・シャフト自体を弱めてしまう結果となります。
しかも、汗の侵入を許してしまい、管を酸化させるなど
のトラブルを発生させ、腐食やキィの曲がりを促してしまうのです。パール独自の"ピンレス・メカニズム"では、
ブリッジ機構を

加えることによってこれらの問題を解決し、
メカニズム全体に強度を与えました。
そしてフォルセット・スクリュー(芯金止めネジ）

●アルトフルート
[ 頭部管 銀製 ]
PFA-206

パール フルート クラフツマン Craftsman

●アルトフルート
[ リッププレート 銀製 ]
PFA-201

をキィ・システムの下からねじ込むことにより、
メカニズムへの汗の侵入を防いでいるのです。

楽器の品質がクラフツマンの技量で計れるものだとしたら、パールフルートはまさしく最も優れたレベルにあると言えるでしょう。経験豊かなマイスターをはじめ、

●バスフルート
[ 洋銀製 ]
PFB-305

パールのクラフツマン達は、いくつもの革新的なメカニズムの開発を手掛けてきましたが、
それらの卓越した技術は、いまなお世界中のフルートメーカーに多大な

影響を与え続けています。
また、
日本はもとより、
ヨーロッパや世界各国の一流フルーティストとのコラボレーションを積極的に行い、つねにより高度なレベルに挑戦

してきたことが、パールフルートの進化に繋がっています。
クラフツマンとフルーティストは、互いに理想を追求しているからこそ、最高の楽器が生まれるのです。

品質を創造する Quality

●ピッコロ
[ 頭部管 木製グラナディラ ]
PFP-165

があるからです。
そして、管の素材選びにも、厳しいチェックの目が光ります。
ここでは、”熟練の目”による判断に加え、最新のテクノロジーを駆使した科学的な検証も

●ピッコロ
[ 管体 グラナディッテ ]
PFP-105

パールフルートの製作には、
クラフツマンが自ら設計した道具や設備がふんだんに生かされています。
そのひとつひとつにパールならではの手法があり、
オリジナリティ
不可欠です。
また、製作のプロセスにも日々改良が加えられ、時代とともに進化を遂げています。
これらはすべて、パールフルートの価値ともいえる品質を高め、楽器

の完成度を確かなものにするため、極めて重要な意味をもっています。品質を創造すること。
それはパールにとって、楽器に対する信頼性を守るためにもっとも大切
なことなのです。

■ PEARL FLUTE “MODEL NUMBER”
パールフルート
品番構成
※ドルチェ、
ブリランテ、
プレスト、
アルト、
バス、
ピッコロは除く

①シリーズ
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②トーンホール

【例１】

F-MS14KZ/RBECSCP
① ②

③

④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩

【例２】

マエスタ、
ソルダード、
管体(14K)、
座金・ポスト(14K）
、
リングキィ、
H足部管、
Eメカニズム、
C＃トリル、
全彫刻、
シャンパンゴールドメッキ仕様

③管体材質

④座金・ポスト ⑤キィスタイル

⑥足部管

⑦Eメカニズム

O : オペラ
S (ソルダード：ハンダ付け） 18K（金製） 997（総銀製）
Z = (金製）
表記無=（カバード） 表記無=(C管） E= (Eメカあり）
M : マエスタ
D(ドローン：引き上げ） 14K（金製） 970（総銀製）
R=（リング）
B=（H/B管） 表記無=(Eメカ無し）
C : カンタービレ
10K（金製） 958（総銀製）
表記無し
E : エレガンテ
925（総銀製） ＝（銀製、洋銀製）
18KA=総18K金製
EP : エレガンテ・プリモ
14KA=総14K金製 ※オペラのみ
DP : ドルチェ・プリモ
10KA=総10K金製

F-MD925/E
①

②

③

⑦

マエスタ、
ドローン、
総銀製
（Ag925)、
カバードキィ、
C足部管、
Eメカニズム

⑧キィシステム

C= (C＃トリル)
G= (G/Aトリル)
D =(D#ローラー)
DD=(D/D#ローラー)

⑨彫刻

⑩メッキ

S (全彫刻）
YP (イエローゴールド）
RP(ローズゴールド）
SS (キィのみ）
E1 (リッププレート） CP (シャンパンゴールド）
E2 (リッププレート）
E3 (リッププレート）
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Dolce / Brillante / Presto

とりわけ中学•高校の吹奏楽部におすすめのエントリーモデル。
総銀製の頭部管を採用し、
やわらかく深みのある響きを実現。

どんな時もワンランク上の心地よい響きを。
銀製リッププレート&ライザー仕様のベーシックなモデル。

吹きやすさ&リーズナブルが魅力。
確かなメカニズムに基づくエントリーモデル。

吹きやすさとお求めやすさを追及したモデルで、
銀製頭部管
と洋銀製胴•足部管の組み合わせにより、
鳴らしやすく優れた
レスポンスが特徴です。
エントリーモデルであると同時に、
ハンドメイドマエスタで培った技術を惜しみなく注ぎ込み、
音のクオリティと各部の精度を高めた価値あるフルートです。

リッププレート＆ライザーに銀を採用し、艶やかで豊かな
響きを実感できる、
ぜいたくなスペックのエントリーモデルです。
初めての方でも吹きやすく、安心できる確かな信頼性が
指導者の方々から高く評価されています。
また この価格帯
では数少ない、H足部管モデルもラインナップしています。

洋銀製で鳴らしやすく、
フルートの楽しさを手軽に味わえる
モデルで、優れた信頼性と耐久性を支えるパール独自の
システム、一本芯金、ピンレス・メカニズムを導入するなど
上級モデルの基本性能を継承しつつ、上質感あふれる
エントリーモデルです。
PF-505EUは、
手の小さな幼児や小学生低学年の方々のため
につくられたU字頭部管付きのモデルです。

ドルチェ / 頭部管銀製

ブリランテ / リッププレート＆ライザー銀製

プレスト / 洋銀製

品番

キィ(オフセット）

足部管 税込価格 本体価格

PF-665E
PF-665RE
【受注生産】 PF-665RBE

カバードキィ
リングキィ
リングキィ

C足部管

\154,440
C足部管 \154,440
H足部管 \181,440

\143,000
\143,000
\168,000

品番

キィ(オフセット）

足部管 税込価格 本体価格

品番

PF-525E
PF-525RE
【受注生産】 PF-525RBE

カバードキィ
リングキィ
リングキィ

C足部管

\93,960
C足部管 \93,960
H足部管 \120,960

PF-505E
PF-505EU

\87,000
\112,000

銀（Ag925)

洋銀

■ カバードキィ

■ リングキィ

■ リングキィ

中 央に穴のあいた形 状のキィデザインで、正確な
指使いが求められますが、演奏時の指の形が良く
なるというメリットもあります。
また、
グリッサンドなど
の特殊奏法が行いやすいキィデザインです。

カバードキィ C足部管

\98,280

\91,000

■ カバードキィ

ビギナーや手の小さい方でも楽にキィを押さえることが
出来るキィデザインです。

中 央に穴のあいた形 状のキィデザインで、正確な
指使いが求められますが、演奏時の指の形が良く
なるというメリットもあります。
また、
グリッサンドなど
の特殊奏法が行いやすいキィデザインです。

PF-665E
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・ストレート
・U字頭部管
セットモデル

洋銀

■ カバードキィ

ビギナーや手の小さい方でも楽にキィを押さえることが
出来るキィデザインです。

PF-505EUS

頭部管 キィ(オフセット） 足部管 税込価格 本体価格
ストレート カバードキィ C足部管 \84,240 \78,000
U字頭部管 カバードキィ C足部管 \91,800 \85,000

●洋銀製(銀メッキ仕上げ)
●カバードキィ(オフセット) ポイントアーム標準装備
●足部管＝C足部管
●Eメカニズム標準装備
●頭部管：TPH-5Jタイプ標準装備
●ピッチA＝442Hz
●ケース、ケースカバー付き

洋銀

ビギナーや手の小さい方でも楽にキィを押さえることが
出来るキィデザインです。

Dolce
Brillante
Presto
標準仕様

【受注生産】

●頭部管リップ＆ライザー銀製(Ag925/銀メッキ仕上げ)
管体/キィメカニズム洋銀製(銀メッキ仕上げ)
●リングキィ(オフセット)/カバードキィ(オフセット) ポイントアーム標準装備
●足部管＝C足部管/H足部管(受注生産)
●Eメカニズム標準装備
●頭部管：TPH-5JSLタイプ標準装備
●ピッチA＝442Hz
●ケース、ケースカバー付き

●頭部管銀製(Ag925/銀メッキ仕上げ) 管体/キィメカニズム洋銀製(銀メッキ仕上げ)
●リングキィ(オフセット)/カバードキィ(オフセット) ポイントアーム標準装備
●足部管＝C足部管/H足部管(受注生産)
●Eメカニズム標準装備
●頭部管：TPH-6Jタイプ標準装備
●ピッチA＝442Hz
●ケース、ケースカバー付き

銀（Ag925)

\87,000

■ Eメカニズム (E)

一般的に出しづらいと言わ
れる第 ３オクターブ目の
E(ミ）の音を出しやすくする
ためのメカニズムです。

PF-525E
■ ポイントアーム

ハンドメイドの造りを受け継いだ高級感あふれる
デザインは、センターまでアームを取り付けること
により、
キィの強度を増し、
キィタンポの狂いが少なく
なります。

PF-505E
■一本芯金・メカニズム

パールフルートならではの工夫で、上の
C#(左手人差し指）からメインポストに至
るまで、1本の芯金を通すことによって、
メ
カニズムの信頼性と耐久性を高め、同時
にメンテナンスもスムーズに行えます。

PF-505EU

■ ピンレス・メカニズム

このメカニズムはフルートの画期的な改良と言われるパールフルート独自の
もので、
キィシャフトに穴をあけず、一本芯金とブリッジ機構を導入して改良を
施したもの。
メカニズムの強度を高め、芯金はキィの下からネジで止めるため、
汗の侵入を防ぎます。
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Alto / Bass / Piccolo

伸びやかであたたかみのある響き。
管の響きを感じるハイクオリティなアルト。

卓越したコストパフォーマンスが魅力。
軽量ながら、
深く、
やわらかな音色を発揮。

パールの独創的なメカニズム、
”一本芯金”、
”ピンレス・

独特の頭部管デザインと心地よいキィのフィット感が

音の深みをより追及した管体銀製モデルや、
用途に

です。軽量のボディでありながら、パールならではの

モデル、そしてFis足部管仕様のモデルなど、今や

ラインをしっかりと支えます。C足部管モデルとH足

コストパフォーマンスに優れた充実のラインナップ

バスフルート

メカニズム”を採用し、安定したキーの動きを実現。
合わせ、吹きやすい設計のU字頭部管を採用した
多岐にわたるパールのアルトフルート。

を用意しています。

ディッテ”素材により、
ナチュラルウッドの深い響きを

深みのあるやわらかい響きで、
アンサンブルのベース

レンジが相まって、豊かな表現力を発揮します。

部管モデルをそれぞれ用意しています。

シリーズは、
木製頭部管ならではのあたたかく深みの

再現し、バランスの良い鳴りと幅広いダイナミック
一方、
木製頭部管(グラナディラ製)を導入したPFP-165

ある音色が特徴。斬新な特殊パッド(タンポ)により、

湿気の影響を受けず、
ノイズや緩みを解消することで、

C足部管

￥486,000 (税込） ￥450,000(税抜）

すばやい音の立ち上がりと明瞭な音の輪郭を実現し、

￥529,200 (税込） ￥490,000(税抜）
●洋銀製（銀メッキ仕上げ）・ポイントアーム
●Eメカニズム標準装備
●ケース、ケースカバー付き

デザインは、両シリーズとも、吹きやすさ抜群の

快適なパフォーマンスを支えます。また、歌口の

PFB-305BE H足部管

ハイウェーブタイプと、
やわらかい音色でコントロール

のしやすいスタンダードタイプをラインナップ。

もちろんパール伝統のピンレスメカニズムも標準装備。

【別売】
F-BASS/ST バスフルートサポートバー￥14,580(税込）

アルトフルート
PFA-207ES

PFP-105シリーズは、優れた音響特性をもつ”グラナ

特徴で、抜群の吹きやすさを実現したバスフルート

PFB-305E

【ピンレス・メカニズム】 ピン打ちを行う伝統的な構造
ではなく、ブリッジ機構を
加えることにより、
メカニズム
に強度を与え、
フォルセット
スクリューをキィ・システムの
下からねじ込むことにより、
メカニズムへの汗の侵入
を防ぎ、腐食やキィの曲りを防ぎます。

世界の一流奏者に愛されるパールピッコロ。
使いやすさと、音の上質感が魅力。

■頭部管歌口デザイン
【ハイウェーブタイプ】

G足部管 / 管体銀製（Ag925)

￥442,800 (税込） ￥410,000(税抜）

PFA-207BES Fis足部管 / 管体銀製（Ag925)
￥507,600 (税込） ￥470,000(税抜）
●
●
●
●

【スタンダードタイプ】

管体銀製(Ag925）
銀メッキ仕上げ、ポイントアーム
Eメカニズム標準装備
ケース、ケースカバー付き

PFA-206ES

【ピンレス・メカニズム】
ピン打ちを行う伝統的な構造
ではなく、ブリッジ機構を
加えることにより、
メカニズム
に強度を与え、
フォルセット
スクリューをキィ・システムの
下からねじ込むことにより、
メカニズムへの汗の侵入
を防ぎ、腐食やキィの曲りを防ぎます。

G足部管 / 頭部管銀製（Ag925)

￥378,000 (税込） ￥350,000(税抜）

● 頭部管銀製(Ag925)
● 洋銀製、銀メッキ仕上げ、ポイントアーム
● Eメカニズム標準装備
●ケース、ケースカバー付き

ピッコロ

PFP-165E ハイウェーブタイプ木製頭部管
PFP-165ES スタンダードタイプ木製頭部管

PFB-305E

PFA-201ESU G足部管 / リッププレート銀製

￥199,800 (税込） ￥185,000(税抜）
●木製頭部管(グラナディラ製) 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メカニズム標準装備
●ピッチA＝442Hz
●ケース、ケースカバー付き

ストレート頭部管、U字頭部管付きモデル

￥367,200 (税込） ￥340,000(税抜）

PFA-201ES

G足部管 / リッププレート銀製
ストレート頭部管モデル

￥334,800 (税込） ￥310,000(税抜）

● リッププレート銀製（Ag925）
● 洋銀製、銀メッキ仕上げ、ポイントアーム
● Eメカニズム標準装備
● ケース、ケースカバー付き

銀（Ag925)

PFP-105E ハイウェーブタイプ頭部管
PFP-105ES スタンダードタイプ頭部管
￥160,920 (税込） ￥149,000(税抜）

洋銀
PFA-206ES

PFA-201ESU
●ストレート＆U字頭部管付きモデル
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PFA-201ESU

PFB-305E

●頭部管/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メカニズム標準装備
●ピッチA＝442Hz
●ケース、ケースカバー付き

木製グラナディラ

グラナディッテ

PFP-165E
ハイウェーブタイプ木製頭部管

PFP-105ES
スタンダードタイプ頭部管

洋銀
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フルートケース、
フルートケースカバー／バッグ

大人気のリバティプリント・フルートケースカバー。
生地に裏PVC（ビニール）
コーティングを施し、強度と防水性を高めて
います。
また、インナーは毛足の長いムートン仕様とし、大切なフルー
トを保護します。

C足部管用フルートケースカバー

￥8,640(税込）

FC-1R

FL-BL

Flute Case & Case Covers

英国で140年以上の伝統を誇り、世界中で
愛され続けている「リバティプリント」を使用した
パールフルートのオリジナルアクセサリー。

サイズ：H100×W400×D70mm (裏PVCコーティング仕上げ）

FHC-1

FL-SL
PSC-LFCC17 キティグレイス

PSC-LFCC18 カヨコ

PSC-LFCC19 パトリックゴードン

TFP-237S

TFC-1RW

PSC-LFCC21 グレンジェイド #003

PSC-LFCC24 ポピー＆デイジー #LLE

NEW

ピッコロ＆フルート用ダブルケース
フルートはH足部管/C足部管兼用タイプ
C足部管の場合は付属のスペーサーを差し込みます。

PSC-LFCC25 テータム

※写真のフルート、ピッコロ、
フルート
頭部管等楽器本体は含まれません。

(税込）

フルートケース
NEW PSC-LFCC26 エミリー

NEW PSC-LFCC27 エリザベス

Ｈ足部管用フルートケースカバー ￥9,180(税込）

NEW

PSC-LFCH16

FL-BL
FL-L
FL-BSL
FL-SL
FL-SL2

NEW

テータム

ピッコロ用ケースカバー ￥6,696(税込）

サイズ：H100×W440×D70mm (裏PVCコーティング仕上げ）

PSC-LFCH17

NEW

エミリー

PSC-LFCH18

本革
本革
合皮
合皮
合皮

H足部管付用
C足部管付用
H足部管付用
C足部管付用
EP/DP専用

￥31,320
￥29,160
￥23,760
￥21,600
￥21,600

(税込）
FC-1R
FHC-1
TFC-1RW
TFP-237S

サイズ：H90×W335×D55mm (裏PVCコーティング仕上げ）

フルート・ケースカバー／フルートバッグ
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PSC-LPCC7

テータム

NEW

￥7,560
￥6,480
￥16,200
￥7,560

エリザベス

PSC-FLBAG #W

TFB-35S

NEW

合皮 C足部管付用
頭部管用
合皮 ダブルケース
ピッコロ1本ケース

PSC-LPCC8

エミリー

NEW

PSC-LPCC9

エリザベス

※リバティプリント・アクセサリーは全て”数量限定”のため、無くなり次第終了となります。※縫製上、柄の位置に個体差がございますので予めご了承ください。

TFB-35S
TFB-25S
TFB-5W
PSC-FLBAG

H足部管付用 ショルダーストラップ付き
C足部管付用 ショルダーストラップ付き
ダブルケースカバー
＃W ホワイト(H300ｘW460ｘD120mm)
＃B ブラック(H300ｘW460ｘD120mm)

PSC-FLBAG #B

(税込）
￥4,860
￥4,320
￥4,860
￥5,400
￥5,400
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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&パート楽譜

フルート・アクセサリー

各￥1,080(税込）

※価格は消費税込となります。

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

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。

PRC-1

FCP-50 (レギュラーサイズ/50枚入り)
●装着イメージ

フルート三重奏、四重奏、五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。

編曲

TPK-2P
FCP-50H (ハーフサイズ/50枚入り)

西澤 佳代

＜プロフィール＞
1996年、名古屋芸術大学音楽学部器楽科卒業。1997年、同大学研究生修了。同大学卒業演奏会、同大学音楽学部同窓
会主催新人演奏会、名古屋笛の会主催「フレッシュコンサート」、岐阜県新人演奏会等に出演。卒業後はパールフルー
トギャラリーに勤務。その後、
フルートアレンジ(編曲)を本格的に始める。
自身がアレンジ担当した楽曲は、青木明氏主
催の連続演奏会「室内楽の変遷」、名古屋笛の会主催、
「日本フルートフェスティバルin名古屋」をはじめ、中部地区の
演奏会などにおいても、多岐にわたって演奏されている。
フルートを岩塚孝子、青木明、大海隆宏、井上登紀の各氏に
師事。
フルートアレンジを青木明氏に師事。

■クリーニングペーパー
FCP-50 (レギュラーサイズ：97×65mm)
FCP-50H (ハーフサイズ：97×32mm)

￥540
￥324

■掃除棒
TPK-2P(フルート用) ￥756
TFP-146(ピッコロ用) ￥648

■バスフルート用サポートバー
F-BASS/ST ￥14,580

■フルートパッドセット
F.T-1〜7 ￥6,480

■ガーゼ
PGZ-1(フルート用) ￥432

■リングカバー
PRC-1 （ 1セット6個入り）￥486

Flute Case & Accessories

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

■フルートスタンド
PFS-10 (フルート用)／PFSA-10 (アルト用)／PFSB-10 (バス用) : 各￥3,024

〜PURE MOISTURE LIP CREAM〜
スコア楽譜 （A3サイズ2つ折り）

「フルーティスト＆管楽器プレイヤー」のために生
まれた天然由来保湿リップクリーム。

パート楽譜 （A3またはA4サイズ：パート数分）

天然由来の素材による優れたスキンケア成分が
肌の角質層まで浸透し、唇にみずみずしい潤いを
健やかに保ちます。演奏時に気になるニオイやベ
タつきもなく、唇をやさしく乾燥から守ります。
■成分：馬油、
ミツロウ、
ビタミンE、1，2-ヘキンジ
ンオール ■容量：6g

■ピュア・モイスチャー”リップクリーム
FL-LP ￥1,404

Pearl Flute Gallery

■フルートクロス
PCL-4 ￥2,160

フルーティストのためのスペース パールフルートギャラリー

パールフルートギャラリーではフルートに関するご相談、
レッスン受講、
リペア、
コンサート等のご案内を承っています。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

曲名

作曲者名

編成

PMA-FE/KN1

品番

私を泣かせてください

G.F.ヘンデル

フルート4重奏

PMA-FE/KN3

Jupiter

G.ホルスト

フルート4重奏（3フルート＋アルトフルート）

PMA-FE/KN2

PMA-FE/KN4

クシコスポスト

PMA-FE/KN6

G線上のアリア

PMA-FE/KN5

大きな古時計

アヴェ・マリア

G.カッチーニ

NEW PMA-FE/KN13
NEW PMA-FE/KN14

モルダウ

G.プッチーニ

童謡メドレー「夏」浜辺の歌／たなばたさま／茶つみ

成田為三／下総皖一

童謡メドレー「春」春の小川／朧月夜 ／荒城の月／花

童謡メドレー「秋」七つの子／村祭り／赤とんぼ／紅葉
童謡メドレー「冬」冬の星座／雪／ペチカ／雪山賛歌

クリスマスメドレー きよしこの夜 ／ジングルベル

PMA-FE/KN17

誰も寝てはならぬ 歌劇「トゥーランドット」
より

NEW PMA-FE/KN16

NEW

PMA-FE/KN18

NEW PMA-FE/KN19
NEW PMA-FE/KN20

ふるさと

フルート4重奏

他

フルート4重奏（2フルート＋アルト＋バス）

フルートソロ（アルトオプション）ピアノ伴奏付き
フルート3重奏

山田耕筰／アメリカ民謡

G.ロッシーニ

カーロ・ミオ・ベン

T.ジョルダーニ

中田 章

他

他

フランツ・グルーバー／ジェームズ・ピアポント
G.プッチーニ

フルート3重奏

他

本居長世／山田耕筰／岡野貞一

岡野貞一

●地下鉄千代田線・湯島駅下車1番出口より徒歩1分
●ＪＲ、地下鉄・上野駅下車徒歩7分
●京成・上野駅下車徒歩5分
●地下鉄銀座線・上野広小路駅下車徒歩5分
●地下鉄大江戸線・上野御徒町駅下車徒歩5分
●JR線・御徒町駅北口下車徒歩7分

フルート2重奏（フルート＋アルト）ピアノ伴奏付き

岡野貞一／滝廉太郎

ウィリアム・テル序曲
早春賦

フルート3重奏 ※簡易表記譜付き

B.スメタナ

私のお父さん 歌劇「ジャンニ・スキッキ」
より

NEW PMA-FE/KN15

フルート3重奏

J.S.バッハ

PMA-FE/KN9

NEW PMA-FE/KN12

フルート4重奏

H.C.ワーク
J.シュトラウス

PMA-FE/KN10

フルート4重奏

H.ネッケ

アンネン ポルカ

NEW PMA-FE/KN11

NEW

L.V.ベートーベン

PMA-FE/KN7

PMA-FE/KN8
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歓喜の歌

他

●地下鉄御堂筋線・心斎橋駅 ２番出口よりクリスタ長堀経由
A階段北５号出口徒歩１分
●地下鉄御堂筋線・心斎橋駅 １番出口より徒歩5分
●地下鉄長堀鶴見緑地線・長堀橋駅 2A出口より徒歩5分

-お取扱店-

フルート3重奏

フルート3重奏

フルート4重奏

フルート4重奏

フルート4重奏

フルート5重奏（フルート３＋アルト＋バス）

フルート2重奏 ピアノ伴奏付き

フルート4重奏／フルートソロ＋ピアノ 2バージョン

※表示価格は消費税込となります。
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