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ケルトの笛屋さんの代表 hatao は、現役のケルトの笛演奏家でもあります。 
ここでは、そんな hatao の活動について、少しお話いたします。 

2018 年 hatao の活動報告 

ケルトの笛な日々 
hataoの

irishflute.info

❶ 新刊書「はじめよう！アイリッシュ・セッション」
を出版しました。 

笛のレッスンでは外国の曲集を使っていましたが、内
容にいまいち満足できない。それなら最高の曲集を
作ってしまおう！ということで作成した楽譜集です。
セッションでよく知られたアイルランドの伝統曲
100曲を掲載し、解説も充実。聴いて楽しめる 3時
間半もの音源が付属しています。なんと初版 1000
部が 3ヶ月を待たずして売り切れて、現在第二版を
販売中。日本の各講師の皆様、台湾や韓国では指定教
科書として使っていただいています。ホームページか
らお申し込みください。

❷ アジアの 3カ国でケルトの笛の伝道
活動をしました。 

この夏は台湾、中国、韓国の 3カ国で
コンサートやレッスンをしました。毎年
通っている国々ですが、1ヶ月おきに
回ったのは初めて。それぞれの国でケル
トの笛が好きな方々と交流しました。
アジアの料理は大好物。来年はさらに交
流が深まりそうです。 

❸ ジャンミシェル・ヴェイヨンさんのツアーを企画しました。 

ブルターニュの革新的フルート奏者、Jean-Michel Veillon さんを日本に招き 
11 月 2日～ 11日まで各地でツアーをしました。初めての日本ツアー、そして 
世界的に知られた大演奏家で大きな挑戦でしたが、お陰様で成功裏に終えることが
できました。このようなツアーをまた企画したいです！ 

❹ プライベートでは… 

歌山県田辺市の本宮大社そばの山間部に別荘として土地と民家 2棟を買いました。携
帯電話の電波も届かない僻地で、ネットもテレビもない家なので、これからは執筆や
製作にこもるために使いたいと思っています。
趣味の外国語学習では中国語の検定試験「HSK5級」（ビジネスクラス）に合格しま
した。
詳細は hatao のホームページでご覧ください。 

hatao & nami ライブ情報
LIVE info
hatao & nami

その他のライブ情報はこちらから !

ミュージックカフェ・アンジェス music cafe’Anges
毎月第1月曜日開催 12:30～13:30 ◎1,400円（ランチ付）
住所：奈良県橿原市新賀町485番地  
予約：0744-35-4018（月～土/11:00～18:00）  info@cafeanges.com

❶
月

「静かな森の音じかん」 
自然食カフェ ばんまい 
　毎月第3火曜日
　15:00～16:30
　◎無料、チップ制
　（飲食のご注文をお願いします）
　住所：大阪府池田市鉢塚3-15
　電話：072-761-0064

カプリシカ
　毎月第4金曜日
　21:00～23:00
　◎ミュージックチャージ 　
300円
　住所：兵庫県西宮市甲風園
　1-4-15 2F
　電話：0798-66-5399

❸
火

❹
金

ケルトの笛屋さん公式

新入荷商品のお知らせやイベン情報を

発信しています。お買い物のご相談、

お問い合わせにもご利用いただけます

ので、お友だち登録お願いします！



ケルトの笛屋さん
京都 field 店 大紹介！

お陰様でケルトの笛屋さんは順調に成長することができています。これはすべて当
店を日頃から支えてくださっているお客様のおかげです。本当にいつもありがとう
ございます。 

2018 年は、目標だった実店舗を開くことができました。30代までを区切りにし
ていたので、本当は 2017年 11月 21日の 39歳の誕生日に開店する予定だった
のですが、アクシデントがあり、ちょうど 4ヶ月遅れの 2018年 3月 21日に開店
できました。今から思えば、春分の日で開店記念パーティをするのに覚えやすく、
祝日でお客様が集まりやすい良い日ですね。2019年 3月 21日は 1周年記念パー
ティを企画していますので、本紙の右下をご覧ください。

さて、2019年の展望をここに書きます。いくつ達成できるかは 1年後にわかるこ
とでしょう。 

❶　2019年前半にアイリッシュ・フルートの解説書を出版します。原稿をほぼ書
き終えました。これまで 10年以上にわたるリサーチとレッスンでの知見をまとめ
た、日本で最初の本となります。ケルトの笛屋さんでは年間数十本のアイリッシュ・
フルートを販売しており、今後レッスンやサポートの問い合わせも増えるかと思い
ますので、多くの方の役に立つと信じています。他にも、まだ明かせませんが、何
本もの出版の企画があります。 

❷　hatao & nami の 4枚目 CDの製作をはじめる 

2018 年にはオリジナル曲がたくさんできたので、そろそろ次のCDを作る準備が
整ってきました。今回は 1枚目のCD "Silver Line" の続編というコンセプトで、
ピアノ、フルートを中心に、ストリングスやベースを加えた編成で考えています。
完成したらCDを持ってツアーをしますので、ぜひ見に来てくださいね。 

2019 年も健康第一に、バリバリ活動いたします！ 

こんにちは！ケルトの笛屋さん代表でケルトの笛演奏家の hatao です。 
2019 年でケルトの笛屋さんは 8周年となります。2018年 3月に開店した京都の
「ケルトの笛屋さん field 店」は、皆様のおかげで順調に営業を続けています。これ
に慢心することなく皆様が胸躍る空間であり続けるように、ますます商品内容や
サービスを充実させていきますので、京都にお越しの際はぜひお立ち寄りください
ませ。

hatao
ごあいさつ

より

celtnofue.com/kyoto_store/

イベントのご案内

日時：2019年 3月 21日（木） 15 時～ 23時 

● 内容： 
春分の日はケルトの笛屋さん京都 field 店の開店記念日！ 
普段はお休みの木曜日ですが、店舗は 15時～ 20時は特別営業！当店の公
認楽器アドバイザーが常駐し、皆さんと楽器のお話ができます。お買い物相
談もぜひどうぞ！ 

楽器店の下の階の Irish PUB field のご協力をいただき、15時～18時、20
時～ 23時にセッションを開催。アイリッシュのあらゆる楽器が揃うケルト
の笛屋さんの楽器を持ち出して試奏しちゃいましょう。 

● セッション参加者はドリンク半額になりますので、お気軽に手ぶらで遊
びに来てください。 
● 場所：ケルトの笛屋さん field 店、Irish pub field 
　　　　 京都府京都市中京区元法然寺町 
● 参加費：無料、申込み不要 ※ 飲食をご注文ください 

ネット通販店「ケルトの笛屋さん」の実店舗が 2018年 3月に開業しました。 
普段ネットショップをご利用くださっている皆様に、店舗のことをご案内します！ 

場所は京都の一等地・阪急烏丸駅から徒歩 1分の立地で、京都駅からもアクセス
抜群。京都の台所「錦市場」を目指して烏丸通りと錦通りの交差点を東に入り少
し歩くと左手にアイリッシュ・パブ field があります。field は毎週アイリッシュ・
セッションを開催する老舗。その上の階が、ケルトの笛屋さんです。階段を登っ
て 3階までお越しください。 

店舗スペースは小さいですが、各種ケルトの楽器がぎっしり詰まっています。管
楽器としては、常時 5種類以上のアイリッシュ・フルートを販売しており、ティン・
ホイッスルやロー・ホイッスルも様々な価格帯やメーカー、調のものを取り揃え
ています。バグパイプ、北欧の笛といった珍しい楽器もあります。 
弦楽器としては、ブズーキ、バンジョー、マンドリン、アイリッシュ・ハープ、
ハンマーダルシマー。打楽器は様々なサイズのバウロン、スプーンズ、ボーンズ。
蛇腹楽器としてはボタン・アコーディオンとコンサーティーナ。国内で活躍する
アーティストお墨付きの信頼できる製品を取り揃えています。 

CDや楽譜は国内最大の品揃え。アイリッシュ系は 400枚以上在庫し、楽譜や教
材は現地から直輸入しています。そのほか様々な地域のケルト音楽、北欧音楽の
CDもあります。 

すべての商品は試奏可能で、地方発送を承ります。商品の取り寄せ、修理取次も
対応いたします。営業日をご確認のうえ、ご来店ください。ご来店をお待ちして
います。

みなさんこんにちは！ネットショップの方の店長の JPです！
2018年 3月の京都店オープン以降、笛以外の楽器の取り扱いがはじまり、すっ
かり在庫の数が増えました。これまでずっと店長宅でたくさんの笛の管理をして
いたのですが、さすがにハープや太鼓に蛇腹楽器まで、となると寝るスペースの
確保すら怪しくなってしまったので、在庫＆仕事部屋を借りて、新たな体制を作
りました！

店長は（hatao さんには負けますが）昔から結構な笛マニアで、世界の色々な国
の珍しい笛を集めては夜な夜な吹いてみる、という素敵な趣味を持っています。（妖
怪のたぐいではない） で、そんな笛オタ店長の目の前に、最近弦楽器と打楽器、
そして蛇腹楽器が現れたわけです。在庫楽器は「品質の確認以外で演奏しない」
ポリシーを持っている店長としては、実際に演奏したり練習したりするわけでは
ないのですが、毎日仕事場で眺めたり、ホームページの更新作業なんかでも笛以
外の話題に触れる機会が増えてくると、やっぱりこう、自分でも演奏したい、と
いう欲が湧いてくるものでございます。で、最近はバンジョーとボーンズ を演奏

ケルトの笛屋さん
2019年の「夢」

皆さんこんにちは。field 店の店長の松尾
です！ ホイッスルとギターを練習してい
ます。趣味は映画鑑賞、料理やゲームを
する事です。家にいるときは猫とひたす
らくっついています。ご来店の際は「まっ
つん」と呼んでください！

住所

最寄駅

駐車場

営業時間

メール

電話

京都市中京区元法然寺町 683烏丸錦ビル 3F
 
阪急四条烏丸駅（地下鉄四条駅）から徒歩 3分 
JR 京都駅からは地下鉄で 3分

お店周辺に有料駐車場があります。

※ 迷った際は 080-3826-7224（松尾店長）まで
お電話ください。 

毎週火・土・日曜日　15時～20時

shop@celtnofue.com 

080-3826-7224（松尾店長） 

店長の JP より ごあいさつ

できるようになりたいなぁ、とふと考えてしまい
ます。でもバグパイプもはじめたいし、キー付き
アイリッシュ・フルートの練習ももっとしたい… 
そんな感じで楽器のことばかり考えて毎日楽しく
生きている店長です。2019年も色々な方面から
楽しめるホームページを作っていきたいと思いま
すので、今後ともよろしくお願いします！


