創業者クリストフ・マンケは、1953年生まれ。元々は彫刻家でフルート奏者でもありました。
演奏を学んでいたことがきっかけで楽器の構造そのものに興味を持ち、
金属加工を学んだ後
1986年に最初の頭部管を製作しました。
クリストフの息子トビアスはダナ・シェリダンにフル
ート製作を師事。現在は工房主として父と共同でドイツ西部のスパイヒャーで頭部管を製作
しています。

Flute Headjoints
たっぷりと吹き込める歌口カットは、奏者の細やかなニュアンス、繊細なコントロールを敏感に察し、
より自由でメリハリのある音楽表現を可能にします。
また、音抜けの良い吹奏感は呼吸
コントロールを自然体へと導き、深くパワフルな音を体の奥深くから生み出すことができます。
中音域から高音域にかけての開放感ある音色は大きな会場でも充分な響きをもたらし、立体
的な音楽へと仕上げてくれることでしょう。音の方向性が明確なのも特徴のひとつ。伸びやかかつ滑らかな響きで、
あなたの音楽表現を的確に聴き手に伝えます。
ゆったりした音楽はもち
ろんのこと、早いパッセージもぼやけることがなく、音の粒が立ちます。息のスピードや息量に余裕のある方はプラチナライザー、小柄な方や繊細に吹きたい方はゴールドライザーがおす
すめです。
シルバー製頭部管にグラナディラのリッププレートモデル、木製頭部管にゴールドライザーモデル等、今までにないラインナップが豊富なのも魅力です。多くのモデルから求めて
いる音色が必ず見つかります。
AG

シルバー製

¥ 347,600 税込

¥316,000 税抜

AG-9KR

シルバー製 ライザー/9Kゴールド

¥ 387,200 税込

¥352,000 税抜

AG-14KR

シルバー製 ライザー/14Kゴールド

¥ 426,800 税込

¥388,000 税抜

AG-18KR

シルバー製 ライザー/18Kゴールド

¥ 466,400 税込

¥424,000 税抜

AG-21.5KR

シルバー製 ライザー/21.5Kゴールド

¥ 504,900 税込

¥459,000 税抜

AG-PTR

シルバー製 ライザー/プラチナ

¥ 553,300 税込

¥503,000 税抜

AG-9KL&R

シルバー製 リッププレート＆ライザー/9Kゴールド

¥ 600,600 税込

¥546,000 税抜

AG-14KL&R

シルバー製 リッププレート＆ライザー/14Kゴールド

¥ 678,700 税込

¥617,000 税抜

AG-18KL&R

シルバー製 リッププレート＆ライザー /18Kゴールド

¥ 765,600 税込

¥696,000 税抜

AG-21.5KL&R

シルバー製 リッププレート＆ライザー/21.5Kゴールド

¥ 852,500 税込

¥775,000 税抜

AG-14KL&PTR

シルバー製 リッププレート/14Kゴールド ライザー/プラチナ

¥ 829,400 税込

¥754,000 税抜

AG-18KL&PTR

シルバー製 リッププレート/18Kゴールド ライザー/プラチナ

¥ 915,200 税込

¥832,000 税抜

AG-21.5KL&PTR

シルバー製 リッププレート/21.5Kゴールド ライザー/プラチナ

¥ 1,003,200 税込

¥912,000 税抜

AG-WGL

シルバー製 リッププレート/グラナディラ

¥ 355,300 税込

¥323,000 税抜

AG-WGL&14KR

シルバー製 リッププレート/グラナディラ ライザー/14Kゴールド

¥ 466,400 税込

¥424,000 税抜

AG-WGL&PTR

シルバー製 リッププレート/グラナディラ ライザー/プラチナ

¥ 568,700 税込

¥517,000 税抜

ALL14K

14Kゴールド製

¥1,358,500 税込

¥1,235,000 税抜

ALL14K-18KL&R

14Kゴールド製 ライザー/18Kゴールド

¥1,441,000 税込

¥1,310,000 税抜

ALL14K-21.5KL&R 14Kゴールド製 ライザー/21.5Kゴールド

¥1,521,300 税込

¥1,383,000 税抜

ALL14K-PTR

¥1,547,700 税込

¥1,407,000 税抜

ALL14K-18KL&PTR 14Kゴールド製 リッププレート/18Kゴールド ライザー/プラチナ

¥1,580,700 税込

¥1,437,000 税抜

ALL14K-21.5KL&PTR 14Kゴールド製 リッププレート/21.5Kゴールド ライザー/プラチナ

¥1,661,000 税込

¥1,510,000 税抜

14Kゴールド製 リッププレート/グラナディラ

¥ 1,212,200 税込

¥1,102,000 税抜

ALL14K-WGL&14R 14Kゴールド製 リッププレート/グラナディラ ライザー/14Kゴールド

¥1,315,600 税込

¥1,196,000 税抜

ALL14K-WGL&PTR 14Kゴールド製 リッププレート/グラナディラ ライザー/プラチナ

¥1,410,200 税込

¥1,282,000 税抜

ALL18K

¥1,617,000 税込

¥1,470,000 税抜

ALL18K-21.5KL&R 18Kゴールド製 リッププレート＆ライザー/21.5Kゴールド

¥1,698,400 税込

¥1,544,000 税抜

ALL18K-PTR

¥1,756,700 税込

¥1,597,000 税抜

¥1,838,100 税込

¥1,671,000 税抜

ALL14K-WGL

14Kゴールド製 ライザー/プラチナ

18Kゴールド製

18Kゴールド製 ライザー/プラチナ

ALL18K-21.5KL&PTR 18Kゴールド製 リッププレート/21.5Kゴールド ライザー/プラチナ
WG

グラナディラ製

¥ 339,900 税込

¥309,000 税抜

WG HEAVY

グラナディラ製 ヘヴィー管

¥ 365,200 税込

¥332,000 税抜

WG-14KR

グラナディラ製 ライザー/14Kゴールド

¥ 458,700 税込

¥417,000 税抜

WG-PTR

グラナディラ製 ライザー/プラチナ

¥ 553,300 税込

¥503,000 税抜

木製オプション

モパネ製

追加料金 なし

アフリカンオリーブ製

追加料金 ¥

19,800 税込

¥18,000 税抜

ピンクアイボリー製

追加料金 ¥

29,700 税込

¥27,000 税抜

ココボロ製

追加料金 ¥

39,600 税込

¥36,000 税抜

キングウッド製

追加料金 ¥

56,100 税込

¥51,000 税抜

コーカスウッド製

追加料金 ¥

62,700 税込

¥57,000 税抜

ヘヴィー管

追加料金 ¥

25,300 税込

¥23,000 税抜

Piccolo Headjoints
すでに高い評価を得ていたフルート頭部管に続き、
2013年にピッコロ頭部管を発表。

マンケのピッコロ頭部管は、発音と操作性を飛躍的に高め、
フルート同様にストレスの
ない自由自在さを与えることに成功しました。

material
通常選択できる材質として、
グラナディラ、
モパネ、
ローズウッドの
3種類。
オプション価格を加えて選択できるものとして、
ココボロ、
ピンクアイボリー、
キングウッド、
コーカスウッドがラインアップさ
れています。

ストレート

ミディアムウェーブ

リッププレート

cutting
歌口のタイプは、
ストレート、
リフォーム、
リッププレートの3種類。
いずれも発音性の良
さは随一。美しく繊細なドイツ伝統のサウンドに、現代において求められるインターナ
ショナルな音質が絶妙なバランスで融合されています。

joint
世界のピッコロ本体の内径の太さは多岐にわたります。

マンケでは、接続部の太さとソケット部のサイズにバリエ
ーションを設けることで、
ほとんどのピッコロへの装着を
可能にしています。

ソケット状のパーツを使い、
フルートと同様、頭部管を胴
体の内側に差し込んで装着します。

▼ あらゆるサイズに対応するパーツの数々

line up
ストレート

グラナディラ製 / モパネ製

¥ 132,000 税込

¥120,000 税抜

ミディアムウェーブ

グラナディラ製 / モパネ製

¥ 162,800 税込

¥148,000 税抜

ウェーブクレスト

グラナディラ製 / モパネ製

¥ 174,900 税込

¥159,000 税抜

リッププレート

グラナディラ製 / モパネ製

¥ 194,700 税込

¥177,000 税抜

オプション

オリーブ製/ポコテ製

追加料金

¥ 12,100 税込

¥11,000 税抜

ココボロ製/ピンクアイボリー製/ローズウッド製

追加料金

¥ 23,100 税込

¥21,000 税抜

キングウッド製

追加料金

¥ 30,800 税込

¥28,000 税抜

コーカスウッド製

追加料金

¥ 45,100 税込

¥41,000 税抜

14Kゴールド ライザー

追加料金

¥ 100,100 税込

¥91,000 税抜

14Kゴールド コルクプレート

追加料金

¥ 30,800 税込

¥28,000 税抜

2021年1月21日現在

外観、仕様および価格は予告なく変更する場合がございます。

