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アレンジ作品編
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Albeniz,I
･ イベリアより

セヴィリアの聖体祭・港

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

原調

上埜

孝 編曲

¥30,000 +税

原調

山本訓久 編曲

¥26,000 +税

原調より5度低い

根本直人 編曲

¥33,000 +税

原調

根本直人 編曲

¥33,000 +税

原調

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

２度低

淀

彰 編曲

¥13,000 +税 ＊

原調

淀

彰 編曲

¥10,000 +税 ＊

原調

Arutiunian,A
Rental ! ･ トランペット協奏曲

Auber,D.F
･ 歌劇「ポルティチの物言わぬ娘」序曲

2017
NE W

Bach,J.S

2017

Rental ! ･ シャコンヌ 「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番」より NE W
Rental ! ･ トッカータとフーガ

2017
NE W

ニ短調

･ トッカータとフーガ

ハ長調

･ パッサカリアとフーガ

ハ短調

･ 聖アンのフーガ

Bartok,B
Rental ! ･ 舞踊組曲

藤田玄播 編曲

¥60,000 +税

原調

Rental ! ･ 舞踊組曲

淀

¥60,000 +税

原調

守 編曲

¥60,000 +税

原調

･ 管弦楽組曲「中国の不思議な役人」より（約6分のカット版）

天野正道 編曲

¥25,000 +税

原調

･ 管弦楽組曲「中国の不思議な役人」より（8分半のカット版）

淀

¥30,000 +税

原調

･ 管弦楽組曲「中国の不思議な役人」より（カット版、中編成用）

水口

¥23,000 +税

原調

Rental ! ･ 管弦楽組曲「中国の不思議な役人」

組曲全曲版

仲田

彰 編曲

彰 編曲
透 編曲

Beethoven,L.V
･ ピアノ協奏曲 第５番「皇帝」より

第１楽章

淀

彰 編曲

¥18,000 +税 ＊

原調

淀

彰 編曲

¥12,000 +税 ＊

原調

藤田玄播 編曲

¥30,000 +税

第5曲のみ短2度高

藤田玄播 編曲

¥100,000 +税

原調

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

原調

Bellini,V
･ オーボエ協奏曲

変ホ長調

Berlioz,H
･ レリオより
第３曲「山賊の歌」

第5曲「エオリアンハープの思い出」
第６曲「ファンタジー」
･ 幻想交響曲（全曲版）
第1楽章
第2楽章
第3楽章

第4楽章
第5楽章
･ 幻想交響曲より

Rental ! はレンタル楽譜です。

夢、情熱
舞踏会
野の風景

断頭台への行進

サバートの夜の夢

第４楽章

断頭台への行進

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。

アレンジ作品編
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･ 幻想交響曲より

第５楽章

サバートの夜の夢

藤田玄播 編曲

¥30,000 +税

原調

淀

¥28,000 +税

原調

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

３度低

･ アルルの女 第２組曲

淀

彰 編曲

¥25,000 +税

原調

･ カルメン組曲

淀

彰 編曲

¥25,000 +税

原調

淀

彰 編曲

¥25,000 +税

原調

淀

彰 編曲

¥25,000 +税

原調

淀

彰 編曲

¥27,000 +税

原調

淀

彰 編曲

¥27,000 +税

原調

（原調・全曲 2011年新版）
･ 幻想交響曲より

第５楽章

サバートの夜の夢

彰 編曲

（2010年改訂新版）
･ 幻想交響曲より

第５楽章

サバートの夜の夢

（カット・移調版）

Bizet,G

第１集
・第１幕への前奏曲 ・ハバネラ

･ カルメン組曲

第２集
・アルカラの竜騎兵 ・闘牛士の歌

･ カルメン組曲

第３集
・衛兵の交代 ・セギディーリャ

･ カルメン組曲

第４集
・間奏曲 ・アラゴネーズ ・ジプシーの踊り

Borodin,A
･ 歌劇「イーゴリ公」より

ダッタン人の踊り

･ ポロヴェツィアン・ダンス・ファンタジー

吉澤賢太郎 編曲 ¥23,000 +税

「ダッタン人の踊り」による "ファンタジー"
･ 交響曲第２番より

第１楽章

淀

彰 編曲

¥13,000 +税 ＊

原調

･ 交響曲第２番より

第２楽章

淀

彰 編曲

¥13,000 +税 ＊

原調

･ 交響曲第２番より

第３・４楽章

淀

彰 編曲

¥15,000 +税 ＊

原調

Brahms,J
･ 大学祝典前奏曲

藤田玄播 編曲

¥15,000 +税 ＊

淀

彰 編曲

¥10,000 +税

f moll

･ 狂詩曲「スペイン」

淀

彰 編曲

¥27,000 +税

原調

･ 英雄ポロネーズ

op.53

藤田玄播 編曲

¥15,000 +税

原調

･ 軍隊ポロネーズ

op.40-1

藤田玄播 編曲

¥15,000 +税

短二度低

Caccini,G
･ アヴェ・マリア

（歌とバンド 、ヘ短調での編曲）

Chabrier,E

Chopin,F

Rental ! はレンタル楽譜です。

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。
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Debussy,C
･ 交響詩「海」

全曲版

藤田玄播 編曲

¥50,000 +税

原調

CD→ KOCD-3008

･ 交響詩「海」

第１楽章

海の夜明けから昼まで

藤田玄播 編曲
¥23,000 +税
CD→ KOCD-3008

原調

･ 交響詩「海」

第２楽章

波の戯れ

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

原調

･ 交響詩「海」

第３楽章

風と海の対話（原調版）

藤田玄播 編曲
¥25,000 +税
CD→ KOCD-3008

原調

･ 交響詩「海」

第３楽章

風と海の対話（移調版）

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

短２度低

･ 交響詩「海」

第３楽章

風と海の対話

淀

¥25,000 +税

原調

･ 夜想曲より

第２曲

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

原調

淀

¥35,000 +税

原調

藤田玄播 編曲

¥15,000 +税 ＊

原調

･ 愛のあいさつ

淀

彰 編曲

¥10,000 +税

短2度低

･ 威風堂々

第１番

淀

彰 編曲

¥20,000 +税

原調

･ 威風堂々

第４番

淀

彰 編曲

¥20,000 +税

原調

CD→ KOCD-3008

祭り

彰 編曲

Delibes,L
Rental ! ･ バレエ組曲「コッペリア」より
・前奏曲とマズルカ ・ワルツ ・鐘の行進曲

彰 編曲

CD→ FHCE-2007

・鐘の祝典曲 ・自動人形の音楽
・情景 ・チャルダッシュ

Dvorak,A
･ 交響曲第８番「イギリス」より

第１楽章

Elger,E

Falla,M
･ バレエ音楽「三角帽子」第二組曲（序奏付き）

全曲版

淀

彰 編曲

¥50,000 +税

原調

･ バレエ音楽「三角帽子」第二組曲より

第１曲

隣人達の踊り

淀

彰 編曲

¥15,000 +税

原調

･ バレエ音楽「三角帽子」第二組曲より

第２曲

粉屋の踊り

淀

彰 編曲

¥15,000 +税

原調

･ バレエ音楽「三角帽子」第二組曲より

第３曲

終幕の踊り

淀

彰 編曲

¥30,000 +税

原調

守 編曲

¥45,000 +税

原調

藤田玄播 編曲

¥30,000 +税

原調

仲田

¥30,000 +税

原調

Rental ! ･ バレエ音楽「三角帽子」第二組曲 全曲版
･ バレエ音楽「恋は魔術師」より
･ 歌劇「はかなき人生」より

Rental ! はレンタル楽譜です。

パントマイム・火祭りの踊り

間奏曲・ダンス

仲田

守 編曲

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。
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Faure,G
･ ドリー組曲より

杉浦邦弘 編曲

¥18,000 +税

・子守歌 ・ミ・ア・ウ

・ドリーの庭 ・スペイン風の踊り

小～中編成バンド用

Glazounov,A.K
･ バレエの情景より

淀

･ バレエ音楽「四季」より

秋

彰 編曲

¥25,000 +税

藤田玄播 編曲

¥28,000 +税

原調

仲田

¥60,000 +税

原調

CD→ KOCD-3008

Gliere,R
Rental ! ･ バレエ音楽「青銅の騎士」 全曲版
･ バレエ音楽「青銅の騎士」より

淀

守 編曲

彰 編曲
¥38,000 +税
序奏・偉大なる都市への讃歌のみ短2度低

・序奏 ・元老院の広場にて ・広場でのダンス ・エフゲニ
・パラシャ ・ダンスの情景 ・偉大なる都市への讃歌
Rental !

･ バレエ組曲「赤いけしの花」

他は原調
仲田

守 編曲

¥60,000 +税

原調

¥40,000 +税

序奏は短二度低
ロシア水夫は原調

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

２度低

淀

彰 編曲

¥40,000 +税

原調

･ ペール ギュント 第１組曲

淀

彰 編曲

¥30,000 +税

短2度低

･ ペール ギュント 第２組曲

淀

彰 編曲
¥30,000 +税
「ペールギュントの帰郷」のみ短2度低

･ オンブラ マイ フ

淀

彰 編曲

・クーリーの勝利の踊り ・情景と踊り
・中国の踊り・フェニックス ・ワルツ
・ロシア水夫の踊り

Rental ! ･ バレエ音楽「赤いけしの花」より

淀

彰 編曲

・序奏 ・ロシア水夫の踊り

Gounod,C
･ 歌劇「ファウスト」より

バレエ音楽

第１・３・終楽章

Grieg,E.H
Rental ! ･ ピアノ協奏曲 作品16

Handel,G.F
（ソプラノとバンド）

¥10,000 +税

変ホ・へ長調対応

･ ハレルヤコーラス

藤田玄播 編曲

¥20,000 +税

･ 水上の音楽より

杉浦邦弘 編曲

¥10,000 +税

淀

¥30,000 +税

原調

¥25,000 +税

原調

（トランペットソロと木管合奏）

Holst,G
･ 組曲「惑星」より

木星

･ パーフェクト・フール

Rental ! はレンタル楽譜です。

彰 編曲

杉本幸一 編曲

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。

アレンジ作品編
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Humperdinck,E
･ 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より
･ ヘンゼルとグレーテル

セレクション

夕べの祈りとパントマイム
（小編成バンド用）

中原達彦 編曲

¥22,000 +税

杉浦邦弘 編曲

¥12,000 +税

小編成バンド用（13パート～）
･ ヘンゼルとグレーテル

セレクション

（中編成バンド用）

杉浦邦弘 編曲

¥18,000 +税

中編成バンド用（25パート程度）

Kabalevsky,D
Rental ! ･ 組曲「道化師」より

鈴木英史 編曲

¥60,000 +税

原調

藤田玄播 編曲

¥60,000 +税

原調

林

紀人 編曲

¥60,000 +税

原調

林

紀人 編曲
¥60,000 +税
収穫祭のみ短2度低、他は原調

林

紀人 編曲 各 ¥10,000 +税

淀

彰 編曲

・プロローグ ・ギャロップ ・スケルツオ
・叙情的情景 ・エピローグ

Khachaturian,A
Rental ! ･ バレエ組曲「ガイーヌ」より
・アイシェの目覚めと踊り ・子守歌

・バラの乙女達の踊り ・剣の舞 ・レズギンカ

Rental ! ･ バレエ音楽「ガイーヌ」より Ａ仕様
・序奏 ・ヌーネの踊り ・バラの乙女達の踊り
・剣の舞 ・レズギンカ

Rental ! ･ バレエ音楽「ガイーヌ」より Ｂ仕様
・序奏 ・友情の踊り ・アイシェの孤独
・剣の舞 ・収穫祭

Rental ! ･ バレエ音楽「ガイーヌ」より（オプション）

原調

子守歌

アイシェの目覚めと踊り
クルト族の若者達の踊り
(林編「ガイーヌ」のA・Bどちらかご利用時のみのオプション)

Rental ! ･ バレエ音楽「ガイーヌ」より
・導入部 ・狩人たちを待つ

¥60,000 +税
収穫祭のみ短2度低、他は原調

・ガイーヌとアルメンのデュエット ・収穫祭

Rental ! ･ バレエ音楽「ガイーヌ」より
･前奏曲 ･友情の踊り ･アイシェの孤独

中原達彦 編曲
¥60,000 +税
収穫祭のみ短2度低、他は原調

･剣の舞 ･収穫祭

Rental ! ･ バレエ音楽「ガイーヌ」より

杉浦邦弘 編曲 各 ¥10,000 +税

3曲以上からのレンタル

･序奏 ･狩り ･アルメンのヴァリエーション

･レズギンカ ･ウズンダーラ ･ガイーヌとアルメンのデュエット

2016年新刊 小・中編成専用

･バラの乙女たちの踊り ･アルメンとゲオルギーの踊り
・子守歌 ･アルメンの不幸 ･アイシェの目覚めと踊り

・山岳民族の踊り ･収穫祭 ･ヌーネのヴァリエーション
・タンバリンを持った娘たちの踊り ･剣の舞

Rental ! ･ ヴァレンシアの寡婦

仲田

守 編曲

¥60,000 +税

原調

仲田

守 編曲

¥60,000 +税

原調

・序奏 ・セレナーデ ・ソング

・コミックダンス ・間奏曲 ・ダンス

Rental ! ･ スパルタクス
・スパルタクスとフリーギアのアダージョ
・市場 ・ギリシャ奴隷の踊り
・エジプトの乙女の踊り

・情景とクロタルを持った踊り

・ガディスの娘の踊りとスパルタクスの勝利

Rental ! はレンタル楽譜です。

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。
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Rental ! ･ 仮面舞踏会

仲田

守 編曲

¥60,000 +税

原調

上埜

孝 編曲

¥60,000 +税

原調

・ワルツ ・ノクターン ・マズルカ
・ロマンス ・ギャロップ

Rental ! ･ 仮面舞踏会
・ワルツ ・ノクターン ・マズルカ
・ロマンス ・ギャロップ

Lanner,J
･ シュタイヤー舞曲集

山本訓久 編曲

･ 「メリー・ウイドー」ファンタジア

淀

近刊

Lehar,F
彰 編曲

¥28,000 +税

中編成対応可

Leoncavallo,R
･ 歌劇「パリアッチ」ファンタジア

淀

彰 編曲

¥35,000 +税

原調

･ ハンガリア狂詩曲 第１番

淀

彰 編曲

¥15,000 +税 ＊

原調

･ ハンガリア狂詩曲 第２番

淀

彰 編曲

¥27,000 +税

ハ短調での編曲

･ エジプト舞曲

淀

彰 編曲
¥25,000 +税
小～中編成向け
第2曲は短二度低、第3曲は短二度高、他は原調

・プロローグ ・衣装を着けろ ・間奏曲
・急げ、急げ ・終曲

List,F

Luigini,A

Mahler,G
Rental ! ･ マーラーの歌曲によるSymphonic Song Suite

(Eup.Solo + Band)

山本訓久 編曲

¥25,000 +税

淀

彰 編曲

¥10,000 +税

原調

･ 序曲「フィンガルの洞窟」

淀

彰 編曲

¥14,000 +税 ＊

原調

･ バレエ音楽「ラ・バヤデール」より

淀

Mascagni,P
･ カヴァレリアルスティカーナより「間奏曲」

Mendelssohn,F

Minkus,L
彰 編曲
¥35,000 +税
第29曲は短二度高、第39曲は短二度低、他は原調

Mozart,W.A
Rental ! ･ ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 KV447
･ 歌劇「魔笛」序曲

Rental ! はレンタル楽譜です。

藤田玄播 編曲

¥30,000 +税

原調

淀

¥15,000 +税 ＊

原調

彰 編曲

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。

アレンジ作品編
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Musorgsky,M.P
･ 禿山の一夜

淀

彰 編曲

¥30,000 +税

原調

･ 歌劇「ウインザーの陽気な女房たち」序曲

淀

彰 編曲

¥28,000 +税

原調

淀

彰 編曲

¥28,000 +税

短二度高

淀

彰 編曲

¥25,000 +税

短二度高

Nicolai,O

Oﬀenbach,J
･ 喜歌劇「天国と地獄」序曲

Ponchielli,A
･ 歌劇「ジョコンダ」より

時の踊り

Prokoﬁeﬀ,S
Rental ! ･ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」より

淀

・モンタギュー家とキャピュレット家 ・仮面

彰 編曲
¥50,000 +税
原調
CD→ KOCD-3311,FHCE-2007

・ジュリエットの墓の前のロメオ
・アンティーユ諸島から来た娘たちの踊り
・タイボルトの死

Rental ! ･ バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より セレクション第１巻

淀

彰 編曲

¥50,000 +税

原調

淀

彰 編曲

¥50,000 +税

原調

藤田玄播 編曲

¥50,000 +税

原調

淀

彰 編曲

¥35,000 +税

淀

彰 編曲

¥35,000 +税

淀

彰 編曲

¥28,000 +税

・序奏 ・朝の踊り ・喧嘩

・大公の宣言～間奏曲 ・少女ジュリエット

Rental ! ･ バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より セレクション第２巻
・序奏 ・マドリガル

・ローレンス僧庵でのロメオ ・マーキュシオの死
・ロメオはマーキュシオの死の報復を誓う～第２幕の終曲

Rental ! ･ バレエ音楽「シンデレラ」より
・序奏 ・王子の最初のギャロップ

・舞踏会を夢見るシンデレラ ・少年の踊り
・継母と義姉妹たちの舞踏会への出発
・シンデレラの舞踏会への出発（ワルツ）

Puccini,G
･ 歌劇「マノン・レスコー」ファンタジア
・序奏 ・この柔らかなレースの中で

・間奏曲 （第三幕） ・終曲（第二幕）
･ 歌劇「ラ・ボエーム」ファンタジア
・序奏 ・冷たい手を ・私の名はミミ

・オレンジ、焼き栗、ナツメヤシはいかが
・私が町を歩くとき（ムゼッタのワルツ）～衛兵の帰営
・終曲

･ 歌劇「トスカ」ファンタジア
･ 歌劇「トスカ」より

Rental ! はレンタル楽譜です。

歌に生き、恋に生き

（歌とバンド）

藤田玄播 編曲

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

¥10,000 +税

原調

表示価格は、本体価格 +税 です。
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Rachmaninoﬀ,S
･ ヴォカリーズ

淀

Rental ! ･ ピアノ協奏曲第２番 第１楽章

彰 編曲

¥15,000 +税

ヘ短調での編曲

亀井光太郎 編曲 ¥25,000 +税

原調

･ 前奏曲「鐘」

淀

¥15,000 +税

原調

･ スペイン狂詩曲（全曲版になりました！）

藤田玄播 編曲

¥36,000 +税

原調

･ スペイン狂詩曲

仲田 守 編曲
¥40,000 +税
CD→ KOCD-3579

原調

藤田玄播 編曲

原調

彰 編曲

Ravel,M

Rental ! ･ バレエ組曲「ダフニスとクロエ 第二組曲」
国立音楽大学ブラスオルケスタ仕様

レンタルの詳細につきましてはお問い合せください。

Rental ! ･ バレエ組曲「ダフニスとクロエ 第二組曲」

淀

彰 編曲

¥60,000 +税

原調

Rental ! ･ バレエ組曲「ダフニスとクロエ 第二組曲」

仲田

守 編曲

¥60,000 +税

原調

･ ボレロ

藤田玄播 編曲

¥30,000 +税

原調

･ ボレロ （カット有り）

櫛田胅之扶 編曲 ¥22,000 +税

原調

･ マ・メール・ロワより

淀

¥25,000 +税

原調

CD→ KOCD-3576

彰 編曲

・眠りの森の美女のパヴァーヌ

・パゴダの女王レドロネット ・間奏曲 ・妖精の園
･ 道化師の朝の歌

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

原調

･ 道化師の朝の歌

仲田 守 編曲
¥30,000 +税
CD→ KOCD-3579

原調

･ 亡き王女のためのパヴァーヌ

藤田玄播 編曲

¥15,000 +税

原調

･ 亡き王女のためのパヴァーヌ

淀

¥15,000 +税

原調

吉澤賢太郎 編曲 ¥23,000 +税

原調

仲田

彰 編曲

Respighi,O
･ リュートのための古風な舞曲とアリア 第３組曲
・イタリアーナ・宮廷のアリア
・シチリアーナ・パッサカリア

2017
NE W

Rental ! ･ 交響詩「ローマの祭」 全曲版

守 編曲

¥50,000 +税

原調

･ 交響詩「ローマの祭」

第１楽章 チルチェンセス

藤田玄播 編曲

¥30,000 +税

原調

･ 交響詩「ローマの祭」

第２楽章 五十年祭

藤田玄播 編曲

¥30,000 +税

原調

･ 交響詩「ローマの祭」

第３楽章 十月祭

藤田玄播 編曲

¥30,000 +税

原調

･ 交響詩「ローマの祭」

第４楽章 主顕祭

藤田玄播 編曲

¥30,000 +税

原調

藤田玄播 編曲

¥40,000 +税

主顕祭は２度低

･ 交響詩「ローマの祭」より

チルチェンセス・主顕祭

Rental ! ･ 交響詩「ローマの松」 全曲版

Rental ! はレンタル楽譜です。

鈴木英史 編曲
¥60,000 +税
CD→ KOCD-3570

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

原調

表示価格は、本体価格 +税 です。
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･ 交響詩「ローマの松」より

第４楽章 アッピア街道の松

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

原調

･ 交響詩「ローマの松」より

第４楽章 アッピア街道の松

淀

彰 編曲

¥25,000 +税

原調

淀

彰 編曲

¥50,000 +税

原調

¥35,000 +税

原調

藤田玄播 編曲
¥25,000 +税
CD→ TOCF-6022

原調

淀

¥30,000 +税

原調

¥25,000 +税

原調

CD→ TOCZ-9154

（ジャニコロの松 終盤からの編曲）

Rental ! ･ 交響詩「ローマの噴水」 全曲版
･ 交響詩「ローマの噴水」より

藤田玄播 編曲

コンピュータ浄書の楽譜なりました！

・朝のトリトンの噴水 ・昼のトレヴィの噴水(終盤カット)
・黄昏のメディチ荘の噴水(前半カット)
･ 交響的印象「教会のステンドグラス」より
第２曲

大天使聖ミカエル

･ バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より
第１楽章
第４楽章

ソロモンの夢

彰 編曲

CD→ KICG-3062

狂宴の踊り

Rimsky-Korsakov,N
･ 歌劇「サルタン皇帝の物語」より

３つの奇蹟

･ 交響組曲「シェヘラザード」
第１楽章

淀

淀

カランダール王子の物語

･ 交響組曲「シェヘラザード」
第３楽章

淀

若い王子と王女

･ 交響組曲「シェヘラザード」
第４楽章

CD→ KOCD-3008

海とシンドバットの船

･ 交響組曲「シェヘラザード」
第２楽章

藤田玄播 編曲

淀

バクダートの祭り・海・難破・終曲

･ スペイン奇想曲

彰 編曲
¥25,000 +税
短２度高
2015年 新装版 パート譜完成！
彰 編曲

¥27,000 +税

短２度高

彰 編曲

¥25,000 +税

短２度高

彰 編曲
¥30,000 +税
CD→ TOCZ-9154

短２度高

2015年 新装版 パート譜完成！

2015年 新装版 パート譜完成！

藤田玄播 編曲
¥32,000 +税
短２度高
2015年 新装版 パート譜完成！

Romberg,S
･ オペレッタ「学生王子」より

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

淀

¥27,000 +税

・第三幕序曲 ・乾杯の歌 ・二人きりで ・セレナーデ
・第四幕終曲「大学寮へ行進だ」 ・我が心君に深く

Rossini,G
･ 歌劇「ウイリアム テル」序曲

彰 編曲

原調

Saint-Saens,C
･ 交響曲第３番 オルガン付より

終楽章

＊ PC浄書譜になりました！
･ 交響曲第３番 オルガン付より

終楽章

藤田玄播 編曲
¥30,000 +税
原調
オルガンは使用しない編曲です。
淀

彰 編曲

¥35,000 +税

原調

原曲通りにオルガンを使用します。
･ 歌劇「サムソンとデリラ」より

･ 交響詩「死の舞踏」

Rental ! はレンタル楽譜です。

バッカナール

木村吉宏 編曲
¥25,000 +税
CD→ YGMO-2001
淀

彰 編曲

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

¥30,000 +税

原調

表示価格は、本体価格 +税 です。
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･ 英雄行進曲

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

原調

･ フランス軍隊行進曲

藤田玄播 編曲

+税

近刊

･ ジムノペディ

藤田玄播 編曲

¥10,000 +税 ＊

原調

鈴木英史 編曲

¥60,000 +税

CD→ KOCD-3008

Satie,E
第２番

Shostakovich,D
Rental ! ･ オペレッタ「モスクワ チェリョムーシカ」
・モスクワを疾走 ・ワルツ ・ポルカ ・ギャロップ

Rental ! ･ バレエ組曲「ボルト」より
・導入 ・ポルカ ・変奏曲 ・タンゴ ・終曲

Rental ! ･ 映画音楽「ベルリン陥落」

木村吉宏 編曲
¥60,000 +税
CD→ FOCD9196
木村吉宏 編曲

¥60,000 +税

CD→ FOCD9196

・前奏曲 ・川のほとり ・攻撃 ・庭にて

・ゼーロフ高地の嵐・破壊された部落で ・地下室 ・終曲

Rental ! ･ 映画音楽「馬あぶ」より
・序曲 ・絶壁 ・ロマンス ・バレルオルガン

木村吉宏 編曲
¥60,000 +税
CD→ FOCD9196

・モンタネッリ ・オーストリア人

Rental ! ･ 交響曲第５番「革命」より 終楽章

上埜

孝 編曲

¥50,000 +税

Rental ! ･ 祝典序曲

上埜

孝 編曲

¥40,000 +税

Smetana,B
･ 連作交響詩「我が祖国」より

モルダウ

淀

彰 編曲

¥30,000 +税

原調

Strauß,,J
･ ハンガリー万歳！

山本訓久 編曲

¥18,000 +税

原調より5度低い

･ ピツィカート・ポルカ

山本訓久 編曲

¥16,000 +税

原調

･ ポルカ「クラプフェンの森にて」

淀

彰 編曲

¥16,000 +税

短二度低

･ ポルカ「狩り」

淀

彰 編曲

¥16,000 +税

短二度低

･ ポルカ「雷鳴と稲妻」

淀

彰 編曲

¥18,000 +税

･ ワルツ「美しく青きドナウ」

淀

彰 編曲

¥26,000 +税

原調

･ ワルツ「美しく青きドナウ」

山本訓久 編曲

¥26,000 +税

原調

･ 歌劇「こうもり」序曲

藤田玄播 編曲
¥27,000 +税
CD→ TOCZ-9154

原調

淀

短2度高

＊ PC浄書譜になりました！
･ 歌劇「こうもり」序曲

Rental ! はレンタル楽譜です。

彰 編曲

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

¥27,000 +税

表示価格は、本体価格 +税 です。
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Strauß,,J (Vater)
･ ラデツキー行進曲

山本訓久 編曲

¥15,000 +税

原調

･ ラデツキー行進曲

淀

¥15,000 +税

短2度高

･ 愛すべきアンネン・ポルカ

山本訓久 編曲

¥16,000 +税

原調

彰 編曲

Strauß,,Josef
･ ポルカ・マズルカ「とんぼ」

山本訓久 編曲

近刊

･ 歌劇「サロメ」から 七つのヴェールの踊り

藤田玄播 編曲

¥30,000 +税

原調

2017
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山本訓久 編曲

¥20,000 +税

原調

･ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

藤田玄播 編曲

¥15,000 +税

･ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

淀

彰 編曲

¥25,000 +税

原調

･ 喜歌劇「詩人と農夫」序曲

淀

彰 編曲

¥10,000 +税 ＊

原調

･ イタリア奇想曲

淀

彰 編曲

¥27,000 +税

短２度低

･ スラヴ行進曲

淀

彰 編曲

¥27,000 +税

淀

彰 編曲

¥50,000 +税

Rental ! ･ バレエ組曲「白鳥の湖」より 序奏 （オプション）

淀

彰 編曲

¥5,000 +税

原調

Rental ! ･ バレエ組曲「白鳥の湖」より 第１巻

淀

彰 編曲

¥35,000 +税

原調

淀

彰 編曲

¥35,000 +税
原調
スペインの踊りのみ短２度低

Strauss,R

･ 国王行進曲

Suppe,F

2015年 新装版！

Tchaikovsky,P.I

Rental ! ･ バレエ音楽「眠れる森の美女」より
・序奏 ・情景 ・ワルツ ・アダージョ
・パノラマ ・終曲～リラの精

・第２幕の情景 ・第１幕の情景 ・ワルツ

チャルダッシュのみ短２度高

・四羽の白鳥たちの踊り ・ナポリの踊り
・チャルダッシュ

Rental ! ･ バレエ組曲「白鳥の湖」より 第２巻
・第３幕の情景 ・スペインの踊り

・小さな白鳥たちの踊り ・第４幕の情景 ・終曲
･ 幻想序曲「ロミオとジュリエット」（カット有）

藤田玄播 編曲

¥30,000 +税

短３度低

･ 幻想序曲「ロミオとジュリエット」（全曲版）

藤田玄播 編曲

¥40,000 +税

長2度低

･ 荘厳序曲「1812年」

淀

¥40,000 +税

原調

Rental ! はレンタル楽譜です。

彰 編曲

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。
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Thomas,A
･ 歌劇｢ミニヨン｣序曲

淀

彰 編曲

¥25,000 +税

原調～短２度上に

Verdi,G
･ 「レクイエム」より

レクイエム ～ 怒りの日

･ 歌劇「アイーダ」より

凱旋行進曲・バレエ音楽

山口修身 編曲

¥23,000 +税

淀

¥27,000 +税

原調

彰 編曲

･ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

短２度低

･ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲

淀

¥11,000 +税 ＊

短２度高

･ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲

（カット版）

彰 編曲

櫛田胅之扶 編曲 ¥22,000 +税

短２度高

･ 歌劇「ナブッコ」序曲

木村吉宏 編曲

¥25,000 +税

･ 歌劇「ナブッコ」序曲

淀

¥25,000 +税

原調

･ 歌劇「運命の力」序曲

藤田玄播 編曲

¥25,000 +税

短２度低

･ 歌劇「運命の力」序曲

木村吉宏 編曲

¥25,000 +税

･ 歌劇「運命の力」序曲

淀

¥25,000 +税

･ 歌劇「椿姫」より

淀

前奏曲

彰 編曲

彰 編曲

CD→ TOCZ-9154

短２度高

彰 編曲
¥20,000 +税
CD→ FHCE-2004

Vivaldi,A
･ 2本のトランペットのための協奏曲

淀

彰 編曲

¥15,000 +税

原調

･ 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲

藤田玄播 編曲
¥26,000 +税
CD→ TOCZ-9154

原調

･ 歌劇「タンホイザー」より

藤田玄播 編曲

¥23,000 +税

短２度低

藤田玄播 編曲

¥20,000 +税 ＊

短２度低

淀

¥25,000 +税

原調

藤田玄播 編曲

¥17,000 +税 ＊

原調

藤田玄播 編曲

¥20,000 +税 ＊

原調

淀

彰 編曲

¥12,000 +税 ＊

原調

淀

彰 編曲

¥13,000 +税 ＊

原調

Wagner,R

入場行進曲

･ 歌劇「タンホイザー」序曲
･ 歌劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」より
･ 歌劇「パルジファル」より

第３幕

第５場

聖金曜日の音楽

･ 歌劇「リエンツィ」序曲
･ 歌劇「ローエングリン」より

第３幕への前奏曲

･ 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より

第１幕の前奏曲

彰 編曲

･ 神々のたそがれより

「葬送行進曲」

藤田玄播 編曲

¥16,000 +税 ＊

原調

･ 神々のたそがれより

第１幕「夜明け」

藤田玄播 編曲

¥18,000 +税 ＊

原調

Rental ! はレンタル楽譜です。

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。

アレンジ作品編

13

Weber,C.M
Rental ! ･ クラリネット協奏曲 第１番
･ 歌劇「魔弾の射手」序曲

藤田玄播 編曲

¥35,000 +税

原調

淀

¥15,000 +税 ＊

原調

彰 編曲

Ziehrer,C.M
･ ワルツ「ウィーン市民」

山本訓久 編曲

近刊

芥川也寸志
Rental ! ･ 交響管弦楽のための音楽

三善

亀井光太郎 編曲 ¥50,000 +税

晃

Rental ! ･ 管弦楽のための協奏曲

根本直人 編曲
¥50,000 +税
未出版 近刊

原調

Rental ! ･ 交響三章より 第三楽章（カット有り）

天野正道 編曲

¥50,000 +税

原調

Rental ! ･ 交響詩「連禱富士」

根本直人 編曲

¥60,000 +税

原調

Rental ! ･ 竹取物語

天野正道 編曲

¥35,000 +税

藤田玄播 編曲

¥60,000 +税

小山清茂
Rental ! ･ 管弦楽のための鄙歌 第２番

矢代秋雄
Rental ! ･ 交響曲より

根本直人 編曲
¥50,000 +税
CD→ KICG-3353

原調

Rental ! ･ 交響曲より 第４楽章

天野正道 編曲

¥60,000 +税

原調

Rental ! ･ 交響曲より 第４楽章

伊藤康英 編曲

¥60,000 +税

原調

Rental ! はレンタル楽譜です。

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。

オリジナル作品編

1

阿部亮太郎
Rental ! ･ 嵌め込み故郷

¥35,000 +税
CD→ KOCD-2901

藤田玄播
･ キャンパスフェスティバルマーチ

¥18,000 +税

＊2013年改訂版、PC浄書譜になりました。

CD→ FPCD-1002/3

･ コンサートマーチ「我ら新入生」

¥10,000 +税 ＊

･ トロンボーンのためのラプソディー
もう暫くお待ちください。
･ ホルン協奏曲

¥25,000 +税

･ 越天楽による「祝典のためのファンファーレ」

¥10,000 +税 ＊

･ 劇的序曲「バルナバの生涯」

¥23,000 +税

･ 幻想的序曲「ゲッセマネの祈り」

¥25,000 +税

･ 行進曲「若人の心」

¥12,000 +税

･ 子供のための小組曲

¥25,000 +税

1.前奏曲 2.かくれんぼ
4.子守唄 5.自転車

3.ぶらんこ

･ 吹奏楽のための「カンツォーネ」

¥22,000 +税

･ 吹奏楽のための「こきりこ踊り」

¥10,000 +税 ＊

･ 吹奏楽のための「ディヴェルティメント」

¥22,000 +税

Rental ! ･ 吹奏楽のための「天使ミカエルの嘆き」

¥35,000 +税

Oboe, Bassoonに2ndパートを新たに用意
･ 切支丹の時代 序曲
･ 組曲「劫火の街」より

原

¥30,000 +税
序章"灯火管制の夜"

¥25,000 +税

･ 木曾節によるパラフレーズ

¥13,000 +税

･ 優雅な行進曲

¥15,000 +税

嘉壽子
Rental ! ･ 吹奏楽のための「岩長幻想」

序奏・酒の歌・オロチ狂乱

¥30,000 +税
CD→ KOCD-4503

Rental ! はレンタル楽譜です。

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。

オリジナル作品編

2

長谷川浩一
･ アロング・ウィズ・マーチ

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

･ マーチ「マイ・ラグジュアリー・ドリーム」

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

･ マイ・ハッピー・メモリーズ

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7542

伊福部 昭
Rental ! ･ ラウダ・コンチェルタータ

¥60,000 +税
CD→ KOCD-2906

石原忠興
Rental ! ･ ウインドオーケストラのためのムーヴメントII「サヴァンナ」

¥40,000 +税
CD→ KOCD-2902

伊藤康英
Rental ! ･ 吹奏楽のための｢台湾狂詩曲｣

神

¥40,000 +税

明
･ マーチ「シルヴァー・ホライズン」

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

兼田 敏
Rental ! ･ 吹奏楽のための哀歌

¥40,000 +税
CD→ 32CG-1293

北爪道夫
Rental ! ･ フェスタ（2004版）

¥25,000 +税
CD→ KOCD-2909

櫛田胅之扶
Rental ! ･ 小協奏曲 -富山地方の民謡によるコラージュ-

平成20年改訂版

¥30,000 +税
2009年新刊

Rental ! ･ 日本の子守歌によるパラフレーズ

平成20年改訂版

¥30,000 +税
2009年新刊

Rental ! ･ 飛天

平成20年改訂版

¥30,000 +税
2009年新刊

松尾善雄
･ マーチ「オーシャン・ブルー」

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

･ マーチ「薫風」

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

Rental ! はレンタル楽譜です。

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。

オリジナル作品編

3

･ 行進曲「青春」

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

･ 行進曲「虹のステップ」

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

中村隆一
Rental ! ･ フラグメント

¥40,000 +税

Rental ! ･ 希求

¥40,000 +税

名取吾朗
･ ポルカ風若草

¥12,000 +税 ＊

･ 交響的幻想曲「ルソン」

1.マニラ湾の洛陽

¥15,000 +税

･ 交響的幻想曲「ルソン」

2.マニラの街にて

¥17,000 +税

･ 交響的幻想曲「ルソン」

3.イゴロット族のたそがれ

¥17,000 +税

･ 交響的幻想曲「ルソン」

4.ボントック街道

¥17,000 +税

･ 交響的詩曲「地底」

¥25,000 +税

･ 黒のファンタジー

¥22,000 +税

･ 最上川舟歌の主題による 旅情

¥17,000 +税 ＊

･ 祝典序曲「青春の鼓動」

¥20,000 +税

･ 吹奏楽のための「トルソ１」

¥24,000 +税

･ 吹奏楽のための詩曲「アトモスフィア」

¥25,000 +税

･ 吹奏楽のための詩曲「永訣の詩」

¥25,000 +税

･ 日本の四季

¥24,000 +税 ＊

･ 六つの音のコンポジション

¥18,000 +税 ＊

･ 煌々

¥18,000 +税 ＊

野村正憲
･ スプリング・マーチ

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

･ 行進曲「輝け！青春」

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

Rental ! はレンタル楽譜です。

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。

オリジナル作品編

4

大石美香
･ マーチ「ブルー・スカイ」

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7542

坂本 智
･ キャンパス・マーチ III

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

杉本幸一
･ さくらマーチ

¥8,000 +税
CD→ BOCD-7472/3

･ ブロック H

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7542

･ ポップス・コンサート・マーチ

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

杉浦邦弘
Rental ! ･ ティンパニーと吹奏楽のための小協奏曲

¥35,000 +税

･ 船渡御絵巻（三都市物語より）

¥25,000 +税

･ アプリコット・マーチ

¥5,000 +税

･ ファンファーレ、バラードとファンタジア

¥15,000 +税

･ ブルグミュラーセレクション

¥15,000 +税

･ プロムナード・マーチ

¥5,000 +税

･ 海と星と大地の神話

¥15,000 +税

･ 小組曲「月森の詩」

¥15,000 +税

･ 吹奏楽のための「3つのインスピレーション」

¥15,000 +税

高橋宏樹

田村文生
Rental ! ･ スノー・ホワイト

¥40,000 +税
CD→ KOCD-2909

矢部政男
･ ドリーム21

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7542

･ 「ブルーインパルス・セレクション」より

ジマー・オブ・ジ・エア

¥15,000 +税
CD→ COCQ-83113

･ 「ブルーインパルス・セレクション」より

ドルフィン・イン・ザ・スカイ

¥15,000 +税
CD→ COCQ-83113

Rental ! はレンタル楽譜です。

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。

オリジナル作品編

5

･ マーチ「ノーザン・エコー」

¥9,000 +税
CD→ COCQ-83113

･ 航空自衛隊行進曲「空の精鋭」

¥8,000 +税
CD→ COCQ-83113

･ 行進曲「海の貴婦人」

¥5,000 +税
CD→ BOCD-7541

･ 太陽に向って

Hudson Nogueira

¥5,000 +税

（ウドソン・ノゲイラ）

･ カーニバルの道

¥23,000 +税

･ ブラジルの肖像画

¥30,000 +税

･ 楽しいカーニバル

¥16,000 +税

･ 祝典序曲

¥20,000 +税

Rental ! はレンタル楽譜です。

価格横の ＊印 はスコアのみの販売となっております。

表示価格は、本体価格 +税 です。

楽しい演奏会用作品 メドレー編
聴衆と一緒に演奏会を盛り上げるための作品をたくさん用意致しました。

杉浦邦弘 編曲作品
21世紀に残したい"こどものうた" （合唱と吹奏楽）

演奏時間 約 10分 0秒

四季のうた・早春賦・しゃぼん玉

¥23,000 +税

CD→ CACG-0008

赤とんぼ・かあさんのうた・ふるさと

K2C for Winds （米米クラブメドレー）

演奏時間 約

¥23,000 +税

演奏時間 約 7分20秒

¥25,000 +税

演奏時間 約 10分 0秒

¥25,000 +税

演奏時間 約

¥25,000 +税

演奏時間 約 12分 0秒

¥25,000 +税

君がいるだけで・愛はふしぎさ

KOME KOME WAR・Funk Fujiyama
愛 KNOW マジック・WE ARE 米米 CLUB
私こしひかり・浪漫飛行
I・CAN ・BE
SURE DANCE

L・O・V・E キャンディーズ ♡
年下の男の子・ハートのエースが出てこない
春一番・つばさ

SEIKO ～FOUR SEASONS
輝いた季節へ旅立とう・赤いスイートピー
チェリーブラッサム・青い珊瑚礁・夏の扉

風立ちぬ・ガラスの林檎・SWEET MEMORIES

SEIKO in WONDERLAND
2017
NE W

・渚のバルコニー

・秘密の花園

・小麦色のマーメイド

・裸足の季節

SYMPHONIC D.P. Deep Purple Medley

- NEW ! -

ハイウェイ・スター
ブラックナイト
チャイルド・イン・タイム

2014年新刊

スモーク・オン・ザ・ウォーター
紫の炎

TOKYO物語

演奏時間 約 8分30秒

¥23,000 +税

ああ上野駅・別れても好きな人
神田川・銀座カンカン娘・大都会

表示価格は、本体価格 +税 です。

アメリカン・ポップス・セレクション

演奏時間 約 7分30秒

Rhythm of The Rain （悲しき雨音）

¥23,000 +税

CD→ CACG-0004

California Dreamin' （夢のカリフォルニア）
Diana （ダイアナ）

ソロとバンドのための作品

Runaway （悲しき街角）
Johnny B. Goode （ジョニー・Ｂ・グッド）
Georgia On My Mind （我が心のジョージア）

ソ・ド・レ・ミ

エキスプレス

- NEW ! -

演奏時間 約 7分 0秒

階名「ソ・ド・レ・ミ」で始まる楽曲だけのメドレー

2014年新刊

どんな内容かはナイショ！（スコアには曲名記載有り）

デュエットソング

エキスプレス

- NEW ! -

居酒屋 ・銀座の恋の物語 ・男と女のラブゲーム
カナダからの手紙 ・3年目の浮気
ロンリーチャップリン

¥24,000 +税

演奏時間 約 6分10秒

2014年新刊

¥22,000 +税

管楽器Duoとバンド

・愛が生まれた日

ど宴会エキスぷれす

演奏時間 約 6分45秒

お富さん・お座敷小唄

¥23,000 +税

CD→ CACG-0034

松の木小唄・星影のワルツ・昴

ソロとバンドのための作品

ど演歌えきすぷれす

¥23,000 +税

演奏時間 約

兄弟仁義・涙の連絡船・天城越え・与作
青い山脈・旅の夜風・リンゴの唄・あの娘たずねて

ソロとバンドのための作品

函館の女・いつでも夢を・津軽海峡冬景色・氷雨
霧の摩周湖・雪のふるまちを

ど演歌えきすぷれす 第2番

演奏時間 約 6分30秒

兄弟船・夜桜お七・KYOTO DOLL（京都の恋）
北の漁場・まごころの橋・夫婦みち

第3番

演奏時間 約 6分 0秒

箱根八里の半次郎・大井追っかけ音次郎

¥23,000 +税

CD→ CACG-0034

浪花恋しぐれ・道頓堀人情・浪花節だよ人生は
旅姿三人男・潮来笠・中の島ブルース

・宗右衛門町ブルース

ピアノと吹奏楽による「スクリーン・テーマ集」
チャイコフスキー ピアノ協奏曲
映画「ライムライト」より テリーのテーマ
モーツアルト ピアノ協奏曲第21番より
ラフマニノフ

CD→ CACG-0004, CACG-0008
ソロとバンドのための作品

風雪ながれ旅・昭和枯れすすき

ど演歌えきすぷれす

¥23,000 +税

ソロとバンドのための作品

演奏時間 約 5分15秒

¥23,000 +税

ピアノソロとバンドのための作品

ピアノ協奏曲第２番より

ゆずバン ～ゆずのメドレー Yuzu of Glory～

演奏時間 約 8分30秒

¥25,000 +税

スーパーマン・夏色・栄光の架橋・またあえる日まで

表示価格は、本体価格 +税 です。

ヨコハマ物語

演奏時間 約 6分 0秒

横浜たそがれ・港のヨーコ ヨコハマ=ヨコスカ

¥23,000 +税

CD→ CACG-0008

恋人も濡れる街角・赤い靴
ブルーライト=ヨコハマ・伊勢佐木町ブルース

ラテン・ファンタジー

演奏時間 約 11分30秒 ¥23,000 +税

La Macarena（闘牛士のマンボ）

CD→ CACG-0004

Tabu（タブー）
Cerisier Rose et Pommier Blanc（セレソ・ローサ）

ソロトランペットとバンドのための作品

Quien Sera（キエン・セラ）
Siboney（シボネー）

わらべうたふぁんたじー （合唱と吹奏楽）

演奏時間 約 8分30秒

かごめかごめ・とうりゃんせ・あんたがたどこさ
かぞえうた（羽根つき唄）・かぞえうた（手まり唄）

¥20,000 +税

児童合唱と合わせると効果的です。

ずいずいずっころばし

音楽室に潜む悪戯な天使たち

演奏時間 約 7分 0秒

¥23,000 +税

演奏時間 約 9分 0秒

¥25,000 +税

演奏時間 約 17分 0秒

¥23,000 +税

演奏時間 約 8分10秒

¥20,000 +税

演奏時間 約 9分 0秒

¥23,000 +税

小学校1年～6年までの音楽教科書に掲載される
遊び歌・唱歌・日本古謡など２４曲が次々出て来ます。

歌のアルバム

（新旧御三家ヒットメドレー）

センチメンタル・ボーイ／高校三年生
星のフラメンコ／ねがい
恋をするなら／恋のメキシカンロック
オレンジの雨／青いリンゴ
よろしく哀愁／哀愁のカサブランカ
傷だらけのローラ／ヤングマン

歌姫

～美空ひばりメドレー～
悲しき口笛・東京キッド・港町十三番地
愛燦燦・おまつりマンボ・真赤な太陽

悲しい酒・リンゴ追分・川の流れのように

海のメドレー

～合唱と吹奏楽のための～

うみ （うみはひろいな・・・）・海
羽衣・砂山・我は海の子

（松原とおく・・・）

九ちゃんグラフィティー
見上げてごらん夜の星を・上を向いて歩こう

CD→ OSBR-16010/11

ともだち・明日があるさ

時代劇えきすぷれす

演奏時間 約 8分30秒

¥23,000 +税

大江戸捜査網・銭形平次
「名奉行 遠山の金さん」B.G.M
「吉宗評判記 暴れん坊将軍」B.G.M
必殺仕事人

殺しのテーマ

表示価格は、本体価格 +税 です。

手塚治虫アニメ・セレクション

演奏時間 約 7分 0秒

¥23,000 +税

演奏時間 約 6分30秒

¥24,000 +税

ジャングル大帝のうた・鉄腕アトム
ジャングル大帝・リボンの騎士

石原裕次郎メモリアル
北の旅人・ブランデーグラス
夜霧よ今夜もありがとう・銀座の恋の物語

ソロとバンドのための作品

太陽にほえろのテーマ

沢田研二 GREATEST HITS

演奏時間 約 7分15秒

¥24,000 +税

演奏時間 約 7分 0秒

¥25,000 +税

演奏時間 約 6分 0秒

¥15,000 +税

危険なふたり・カサブランカ=ダンディ
ダーリング・LOVE（抱きしめたい）
時の過ぎゆくままに・TOKIO

桃娘伝説

（ピンンクレディー・メドレー）
透明人間・ペッパー警部・SOS
UFO・サウスポー

日本縦断民謡まつり
茶っ切り節・ソーラン節・南部牛追い唄

CD→ CACG-0008, OSBR-16010/11

ドンパン節・会津磐梯山・八木節
木曽節・金比羅船々・おてもやん

杉本幸一 編曲作品
ざ・えんか・めどれー
兄弟船・無錫旅情・悲しい酒・北の漁場

サザンオールスターズ・メドレー
TSUNAMI・チャコの海岸物語・HOTEL PACIFIC

演奏時間 約 11分30秒 ¥18,000 +税

ソロとバンドのための作品

演奏時間 約 10分 0秒

¥20,000 +税

CD→ CACG-0054

いとしのエリー・勝手にシンドバット

スウィング大作戦
スウィングしなけりゃ意味がない

演奏時間 約 6分15秒

¥23,000 +税

CD→ OSBR-23029

キャラバンの到着・センチになって
A列車で行こう・ワン=オクロック=ジャンプ

スティーヴィー・ワンダー・メドレー
MY CHERIE AMOUR・FOR YOUR LOVE

演奏時間 約 9分30秒

¥20,000 +税

CD→ CACG-0033

I WISH・SIR DUKE・YOU ARE THE SUNSHINE OF MY

表示価格は、本体価格 +税 です。

ドラえもんメドレー

演奏時間 約 8分30秒

¥18,000 +税

演奏時間 約 9分15秒

¥25,000 +税

演奏時間 約 8分30秒

¥25,000 +税

ドラえもんのうた・青い空はポケットさ

あしたもともだち・ドラえもんえかきうた
ぼくドラえもん2112・ドラえもん音頭
青空っていいな

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」セレクション
序曲
素敵でしょうね

アスコット・ガヴォット
君住む町角
証拠を見せて
彼女の顔に慣れてきた
踊り明かそう

ミュージカル「ラ・マンチャの男」セレクション
我こそはドン・キホーテ

CD→ CACG-0050

ドルシネア姫

演奏会向き

アルドンサ
マンブリーノの金の兜
彼のことしか考えず
愛しのドルシネア
見果てぬ夢

ミュージカル「ラ・マンチャの男」より
我こそはドン・キホーテ
ドルシネア姫
アルドンサ

演奏時間 約 8分 0秒

¥25,000 +税

CD→ VICS-61142
コンクール向き

誘拐
愛しのドルシネア
見果てぬ夢

ミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」より

演奏時間 約 7分15秒

¥25,000 +税

演奏時間 約 5分 0秒

¥22,000 +税

演奏時間 約 11分 0秒

¥18,000 +税

マッチメイカー
奇跡中の奇跡

サンライズ・サンセット
人生に乾杯

永遠の！ディスコ・ヒット・メドレー
ソウルトレインのテーマ(TSOP)
愛がすべて・ハッスル

四季折々の歌「童謡12ヶ月」
春の小川・こいのぼり・てるてる坊主
たなばたさま・うみ・つき
証城寺の狸囃子・村祭・紅葉
たき火・一月一日・雪
うれしいひなまつり・春よ来い

表示価格は、本体価格 +税 です。

世界の童謡民謡メドレー「お江戸ロンドン橋」

演奏時間 約 8分 0秒

¥18,000 +税

演奏時間 約 6分30秒

¥15,000 +税

演奏時間 約 5分 0秒

¥15,000 +税

演奏時間 約 6分30秒

¥20,000 +税

演奏時間 約

¥20,000 +税

演奏時間 約 11分 0秒

¥20,000 +税

お江戸日本橋・タフアフアイ・聖者の行進

ロンドン橋・アビニョンの橋で・オー=ソレ=ミオ
もみの木・おおブレネリ・おお牧場はみどり
ともしび・メキシカン=ハット=ダンス / シェリトリンド

中田喜直・三つの情景
ちいさい秋みつけた・めだかの学校・夏の思い出

藤田玄播 編曲作品
わらべ唄メドレー

（合唱と吹奏楽のための）

あんたがたどこさ・俵はごろごろ・とおりゃんせ

櫛田胅之扶 編曲作品
Set Up Pops No.1
マイ・ウェイ
イエスタディ・ワンス・モア
愛の賛歌

Set Up Pops No.2
ベサメ・ムーチョ
ラ・クンパルシータ
エストレリータ

吉澤賢太郎 編曲作品
バンドで奏でる故郷の詩（ふるさとのうた）
どじょっこふなっこ ・春の小川 ・おぼろ月夜
子守り歌 ・茶摘み ・池の鯉 ・鯉のぼり ・海
我は海の子 ・静かな湖畔 ・ふるさと ・もみじ
村祭り

・村の鍛冶屋

・冬景色

・かあさんの歌

・スキー

表示価格は、本体価格 +税 です。

楽しい演奏会用作品 ピース編
プログラムの中でちょっとしたアクセントになったり、アンコールで活躍する作品です。

・ ガーシュウィン,G ／ 杉本幸一 編曲

¥8,000 +税

ストライク・アップ・ザ・バンド

CD→ CACG-0010
・ カーペンター,R ／ 杉浦邦弘 編曲

青春の輝き

・ シール,R & ワイ ／ 杉浦邦弘 編曲

What a Wonderful World

・ シェーンベルグ, ／ 杉本幸一 編曲

¥10,000 +税

かなわぬ夢

この素晴らしき世界

2017
NE W

（ミュージカル「レ・ミゼラブル」より）

¥12,000 +税
ソロ・トランペット+バンド
¥8,000 +税
CD→ CACG-0019

・ ジョビン,A.C ／ 杉本幸一 編曲

¥8,000 +税

ソング・オブ・ジェット

CCD→ ACG-0001
・ プラード,P ／ 杉本幸一 編曲

¥8,000 +税

マンボのビート

CD→ CACG-0001
・ マクダーモット,G ／ 杉浦邦弘 編曲

アクエリアス

・ ロウ,F ／ 藤田玄播 編曲

踊り明かそう

・ 見岳

川の流れのように

章 ／ 藤田玄播 編曲

・ 中川たかひろ ／ 杉浦邦弘 編曲

¥10,000 +税

（ミュージカル「マイ・フェア・レディ」より）

¥10,000 +税

¥8,000 +税

空より高く （歌と吹奏楽）

¥10,000 +税
CD→ CACG-0034

・ 中田喜直 ／ 藤田玄播 編曲

小さい秋みつけた

・ 中田喜直 ／ 藤田玄播

別れの歌

・ 内野真澄/堀江由 ／ 杉浦邦弘 編曲

だんご３兄弟

・ 尾崎

Oh My Little Girl

¥12,000 +税

・ 米山正夫 ／ 藤田玄播 編曲

りんご追分

¥12,000 +税

・ 團

花のまち

¥10,000 +税

豊 ／ 杉浦邦弘 編曲

伊玖磨 ／ 藤田玄播 編曲

（さよなら）

¥5,000 +税

- NEW ! -

¥10,000 +税

¥5,000 +税

表示価格は、本体価格 +税 です。

Wind Gallery
アンサンブルランドシリーズのすべて

- The Brass Series プロフェッショナルブラスアンサンブル「THE BRASS」が実際に演奏会・レコーディングで使用する楽譜たち。

5 Brasses (2 Trp.Hr.Trb.Tub.)
山口 修身

ロンドンデリー組曲

5,000円 +税

1. スコットランドの釣り鐘草～ロンドン橋

2. グリーンスリーブス 3. ロンドンデリーの歌

6 Brasses (2 Trp, Hr, Trb, Eup, Tub.)
ペーツェル / 山口 修身

ペーツェル・セレクション

5,000円 +税

組曲「動物の謝肉祭」より

10,000円 +税

8 Brasses (2 Trp.2 Hr.2 Trb.Eup.Tub.)
C.サンサーンス / 山口 修身

・序曲とライオン王の入場・象・水族館
・化石・白鳥・終曲

8 Brasses (3 Trp.Hr.3 Trb.Tub.)
J.S.バッハ / 山口 修身

管弦楽組曲第二番より

8,000円 +税

・序曲・ロンド・サラバンド・ブーレ
・メヌエット・パディネリ
J.ブラームス / 山口 修身

ハンガリー舞曲

第５番

W.バード / 山口 修身

オックスフォード伯爵のマーチ

L.ドリーブ / 山口 修身

バレエ音楽「シルヴィア」より

A.ドヴォルザーク / 山口 修身

スラヴ舞曲

G.ヘンデル / 山口 修身

組曲「水上の音楽」より

4,500円 +税
4,500円 +税
バッカスの行列

第１番

10,000円 +税
4,500円 +税
9,000円 +税

・アレグロ・ジーグ・エア

・ブーレとホーンパイプ・メヌエット
A.ハチャトリアン / 山口 修身

仮面舞踏会

Rental !

15,000円 +税

・ワルツ・ロマンス・ギャロップ
M.プレトリウス / 山口 修身

テレプシコーレ

8,000円 +税

・エントリー・王の踊り・スパニョレッタ
・ブーレ・ペリコウのクーラント

・スペインのパヴァーヌ・ヴォルト

Rental ! はレンタル楽譜です。

表示価格は、本体価格 +税 です。

W.A.モーツァルト / 山口 修身

アイネ・クライネ・ナハトムジークより

第１楽章

O.レスピーギ / 山口 修身

リュートのための古風な舞曲とアリア 第３組曲

4,500円 +税
8,000円 +税

・イタリアーナ・宮廷のアリア
・シチリアーナ・パッサカリア
J.シュトラウス / 山口 修身

ピツィカート・ポルカ

4,500円 +税

T.スザート / 山口 修身

スザート・セレクション

8,000円 +税

・モリスダンス・ロンド サルテレーレ
・ロンド・王の踊り・バス ダンス
・パッサメッツォ・パヴァーヌ
横谷

基

「ゲネシス」

金管八重奏の為の

第二番

5,000円 +税

中村 隆一

ラピルス

5,000円 +税

中村 隆一

ブリリアント・ファンファーレ

6,000円 +税

天野 正道

金管八重奏のための断章

4,500円 +税

8 Brasses +Perc. (3 Trp.Hr.3 Trb.Tub.Perc.)
A.ハチャトリアン / 山口 修身

ガイーヌ組曲

Rental !

15,000円 +税

・序奏・狩・友人たちの踊り・バラの乙女の踊り
・子守歌・剣の舞・ゴパーク
J.H.シュランメル / 山口 修身

ウィーンはいつもウィーン

P.I.チャイコフスキー / 山口 修身

胡桃割り人形

4,500円 +税
10,000円 +税

・小序曲・マーチ・金平糖の踊り
・アラビアの踊り・トレパック
成田 為三 / 天野 正道

浜辺の歌

4,500円 +税

天野 正道

ザ・ブラスのマーチ

4,500円 +税

天野 正道

祝典前奏曲

4,500円 +税

10 Brasses +Perc. (4 Trp.Hr.4 Trb.Tub.Perc.)
G.ビゼー / 山口 修身

組曲「カルメン」より

アラゴネーズ

4,500円 +税

G.ビゼー / 山口 修身

組曲「カルメン」より

アルカラの竜騎兵

4,500円 +税

G.ビゼー / 山口 修身

組曲「カルメン」より

ジプシーの踊り

4,500円 +税

G.ビゼー / 山口 修身

組曲「カルメン」より

ハバネラ

4,500円 +税

G.ビゼー / 山口 修身

組曲「カルメン」より

前奏曲

4,500円 +税

Rental ! はレンタル楽譜です。

表示価格は、本体価格 +税 です。

- The Brass Middle Class Series The Brass 主宰、山口修身氏の発案により作成された、
音域や音形を易しくして初・中級者にも扱いやすい楽譜のシリーズです。
特にトランペット奏者の高音域の負担を減らし、全体的に無理のない音域で編曲されています。

5 Brasses (2 Trp.Hr.Trb.Tub.)
W.A.モーツアルト / 山口 修身

モーツアルト小品集

5,000円 +税

7 Brasses + Drum (3 Trp.Hr.2Trb.Tub.Drum)
M.プレトリウス / 山口 修身

テレプシコーレ

8,000円 +税

・エントリー・王の踊り・スパニョレッタ
・ブーレ・ペリコウのクーラント

・スペインのパヴァーヌ・ヴォルト

8 Brasses (2 Tp.2 Hr.2 Trb.Eup.Tub.)
山口 修身

ファレーズによる「16世紀の舞曲集」より

8,000円 +税

山口 修身

金管８重奏のための小組曲

6,000円 +税

山口 修身

金管８重奏のための小組曲

第二番

6,000円 +税

8 Brasses (3 Trp.Hr.3Trb.Tub.)
O.レスピーギ / 山口 修身

リュートのための古風な舞曲とアリア 第３組曲より

6,000円 +税

・イタリアーナ・シチリアーナ・パッサカリア
T.スザート / 山口 修身

スザート・セレクション

8,000円 +税

・モリスダンス・ロンド サルテレーレ
・ロンド・王の踊り・バス ダンス
・パッサメッツォ・パヴァーヌ

表示価格は、本体価格 +税 です。

水口

透

アンサンブル・コレクション
Albinoni,T
サンマルコの協奏曲

8 Brasses

7,000円 +税

4 Brasses + Perc.

6,000円 +税

8 Brasses

8,000円 +税

・鶏のバレエ・ガリアルド・ヴォルト

8 Brasses

7,000円 +税

Debussy,C
ピアノ曲「子供の領分」より

・象の子守唄

・ゴリウォーグのケークウォーク

Gershwin,G
ストライク・アップ・ザ・バンド

Praetorius,M
テレプシコーレ舞曲集より

Puacell,H
アブデラザール

Ver.1

・Rondeau・Air・Air

8 Brasses

7,000円 +税

アブデラザール

Ver.2

・Rondeau・Air・Hornpipe

8 Brasses

7,000円 +税

アブデラザール

Ver.3

・Rondeau・Air・Hornpipe

7 Brasses

7,000円 +税

アブデラザール

Ver.4

・Rondeau・Air・Menuet・Hornpipe

5 Instruments

5,000円 +税

8 Brasses

8,000円 +税

Rimsky-Korsakov,N
歌劇「ムラダ」より

貴族たちの入場

Telemann,G
12の英雄的行進曲より

Ver.1

・荘重・愛情・優雅

8 Brasses

7,000円 +税

12の英雄的行進曲より

Ver.2

・荘重・愛情・優雅

8 Brasses + Perc(option)

7,000円 +税

12の英雄的行進曲より

Ver.3

・荘重・愛情・優雅

8 Brasses

7,000円 +税

12の英雄的行進曲より

Ver.4

・荘重・愛情・優雅

8 Brasses

7,000円 +税

12の英雄的行進曲より

Ver.5

・荘重・愛情・優雅

5 Brasses

5,000円 +税

各曲目の楽器編成・グレードに関しましては次ページをご覧ください。

表示価格は、本体価格 +税 です。

水口 透コレクション
G.テレマン

曲目別楽器編成表

12の英雄的行進曲より
Ver.1

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8

Piccolo Trumpet
& Bb Trumpet
Bb Trumpet
or D Trumpet
Bb Trumpet
or F Horn
F Horn
Trombone or F Horn
Trombone
Euphonium
Tuba

Optional Part

Ver.2

Ver.3

Ver.4

Ver.5

Bb Trumpet

Bb Trumpet

Bb Trumpet

Piccolo Trumpet
& Bb Trumpet

Bb Trumpet

Bb Trumpet

F Horn

Bb Trumpet

Trombone

F Horn

Tuba
Bb Trumpet

Trombone
Tuba

Bb Trumpet
Bb Trumpet
or F Horn
F Horn
F Horn
Trombone or F Horn F Horn
Trombone
Euphonium
Tuba
Timpani
& Glockenspiel

F Horn or Trombone Trombone
Trombone
Euphonium
Tuba
Tuba

グレード

上級

中級

中級

中級

上級

価格（本体+税）

￥7,000 +税

￥7,000 +税

￥7,000 +税

￥7,000 +税

￥5,000 +税

Ver.2

Ver.3

Ver.4

H.パーセル

アブデラザール

M.プレトリウス

Ver.1
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
グレード

Piccolo Trumpet
& Bb Trumpet
Bb Trumpet
Bb Trumpet
F Horn
Trombone

Bb Trumpet

Bb Trumpet

Bb Trumpet
Bb Trumpet
F Horn
Trombone

Bb Trumpet
F Horn
Trombone
Trombone

Trombone
Euphonium
Tuba

Trombone
Euphonium
Tuba

Euphonium
Tuba

価格（本体+税）

テレプシコーレ舞曲集より

Eb Alto Sax.
& Bb Soprano Sax.
Bassoon
Trombone
Euphonium
Tuba

Piccolo Trumpet
& Bb Trumpet
Bb Trumpet & Flug.
Bb Trumpet & Flug.
F Horn
F Horn
Trombone
Trombone
Tuba

上級

中級

中級

中級

中級

￥7,000 +税

￥7,000 +税

￥7,000 +税

￥5,000 +税

￥7,000 +税

歌劇「ムラダ」より
貴族達の入場

ストライク・アップ
・ザ・バンド

子供の領分より

サンマルコの協奏曲

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4

Piccolo Trumpet

Bb Trumpet

Bb Trumpet

Bb Trumpet & Piccolo

Eb or Bb Trumpet
Bb Trumpet
F Horn

Bb Trumpet
F Horn
F Horn

Trombone
Tuba
Tuba

Bb Trumpet
Bb Trumpet & Flugel.
Trombone

Part 5

Trombone
Trombone

Trombone
Trombone

Perc.(Vib. Xyl. Glock.)
Trombone

Trombone
Trombone

Euphonium
Tuba

Euphonium
Tuba

Euphonium
Tuba

Euphonium
Tuba

Part 6
Part 7
Part 8
グレード

価格（本体+税）

上級

上級

上級

上級

￥8,000 +税

￥8,000 +税

￥6,000 +税

￥7,000 +税

吉澤賢太郎
Brass Ensemble Collection
Gervaise,C （C.ジョルヴェーズ）
フランス・ルネッサンス舞曲集 （最上級）

8,000円 +税

8 Brasses (3 Trp./Hr./3 Trb./Tuba)
1st Trp.⇒Picc., 2nd & 3rd Trp.⇒Flug. 持ち替え有り

フランス・ルネッサンス舞曲集 （上級）

7 Brasses & Percussion (2 Trp./Hr./2 Trb./Eup./Tuba/Perc.)

7,000円 +税

1st Trp.⇒Picc. & Flug., 2nd Trp.⇒Flug. 持ち替え有り

フランス・ルネッサンス舞曲集 （中級）

7 Brasses & Percussion (2 Trp./Hr./2 Trb./Eup./Tuba/Perc.)

7,000円 +税

1st & 2nd Trp.⇒Flug. 持ち替え有り

Lauder,J （J.ラウダー）
スコットランド・ルネッサンス舞曲集 （上級）

7 Brasses & Percussion (2 Trp./Hr./2 Trb./Eup./Tuba/Perc.)

7,000円 +税

1st Trp.⇒Picc. & Flug., 2nd Trp.⇒Flug. 持ち替え有り

スコットランド・ルネッサンス舞曲集 （中級）

7 Brasses & Percussion (2 Trp./Hr./2 Trb./Eup./Tuba/Perc.)

7,000円 +税

1st & 2nd Trp.⇒Flug. 持ち替え有り

Schein,J.H （J.H.シャイン）
音楽の饗宴 （上級）

7 Brasses & Percussion (2 Trp./Hr./2 Trb./Eup./Tuba/Perc.)

7,000円 +税

1st Trp.⇒Picc. & Flug., 2nd Trp.⇒Flug. 持ち替え有り

音楽の饗宴 （中級）

7 Brasses & Percussion (2 Trp./Hr./2 Trb./Eup./Tuba/Perc.)

7,000円 +税

1st & 2nd Trp.⇒Flug. 持ち替え有り

表示価格は、本体価格 +税 です。

吉澤賢太郎
Free Colors Collection
Praetorius,M

（M.プレトリウス）

「テレプシコーレ」より

ルネッサンス舞曲集

各曲目の楽器編成・グレードに関しましては次ページをご覧ください。
3重奏～8重奏まで、ご希望の楽器編成・グレードでスペシャルオーダーが可能です！

市販の楽譜では探すことの出来ない楽器編成でも大丈夫です。アンサンブルの楽しさを存分に味わってください。
お値段は3～5重奏で￥15,000 +税 、６～８重奏で￥20,000 +税 とリーズナブル。
詳細は弊社Webページをご覧頂くか、お電話にてお問い合わせください。

まだまだ色々なアンサンブル形態の楽譜がございます。
4 Flutes
杉本 幸一

フルート４重奏のための「子供の唄」

4,000円 +税

L.V. ベートーヴェン / 杉本 幸一

ピアノソナタ「悲愴」より

5,000円 +税

C.サンサーンス / 山口 修身

組曲「動物の謝肉祭」より

10,000円 +税

6 Clarinets (Eb. 3 Bb. Alt. Bas.)

・序曲とライオン王の入場・象・水族館
・化石・白鳥・終曲

6 Clarinets + 2 Percussions (Eb. 4 Bb. 2 Perc.)
櫛田胅之扶

インプレッションズ (Cl. 6+Perc. 2)

8,000円 +税

リュートのための古い歌とアリア 第３組曲

8,000円 +税

小組曲

6,000円 +税

8 Clarinets (Eb. 3 Bb. Alt .Bas. CA. CB.)
O.レスピーギ / 淀

彰

8 Clarinets (Eb. 4 Bb. Alt. Bas. CB.)
B.バルトーク / 淀

彰

ヴィヴァルディ / 淀

彰

調和の霊感

op.3-11

8,000円 +税

4 Saxophones (S. A. T. B.)
櫛田胅之扶

万葉 (Sax 4)

8,000円 +税

足立 正

アイドリームド

5,000円 +税

スラヴ舞曲

5,000円 +税

8 Saxophones (2 S. 2 A. 2 T. 2 B.)
A.ドヴォルザーク / 淀

彰

櫛田胅之扶

作品72-2

花鳥風月インテンション (Sax 8)

8,000円 +税

日本の心

5,000円 +税

5 Wood Winds (Fl. Ob. Cl. Hr. Fg.)
杉浦 邦弘

第二番

-木管五重奏のための-

・森の水車・夏は来ぬ・ちいさい秋みつけた
・冬の星座・ふるさと
杉浦 邦弘

日本の心 木管五重奏のための

5,000円 +税

・浜辺の歌・早春賦・村まつり
・月の砂漠・赤いくつ

表示価格は、本体価格 +税 です。

4 Trombones (3 Ten. Bas.)
シューベルト&ヘンデル / 山口 修身

軍隊行進曲 / ラルゴ

3,000円 +税

6本のトロンボーンのための小組曲

8,000円 +税

ユーフォニアム・チューバ４重奏のための「組曲」

5,000円 +税

マ・メール・ロアより

6,000円 +税

星々の美しい娘（シェナンドウのテーマによる）

6,000円 +税

ガーシュウィン / 杉本幸一

アイ・ガット・リズム

6,000円 +税

足立 正

レジネッタ

7,000円 +税

金管八重奏のための「日本の旋律によるパラフレーズ」

8,000円 +税

魔王

8,000円 +税

5つのインヴェンション

8,000円 +税

4つの祝典ファンファーレ

5,000円 +税

6 Trombones (Alt. 4 Ten. Bas.)
藤田玄播

2 Euphoniums + 2 Tubas
侘美 秀俊

5 Euphoniums
ラヴェル / 淀

彰

6 Brasses (2 Trp. Hr. 2 Trb. Tub.)
足立 正

8 Brasses (2 Trp. 2 Hr. 2 Trb. Eup. Tub.)

8 Brasses (3 Trp. 2 Hr. 2 Trb. Tub.)
櫛田胅之扶

8 Brasses (3 Trp. Hr. 2 Trb. Eup. Tub.)
F.シューベルト / 淀

彰

Brass Ensemble
J.S.バッハ / 山本 訓久

Brass Ensemble + Percussions
山本訓久

8 Instruments
A.ドヴォルザーク / 山口 修身

ハンガリー舞曲

第１番

＊編成の詳細は次ページに

6,000円 +税

A.ドヴォルザーク / 山口 修身

ハンガリー舞曲

第３番

＊編成の詳細は次ページに

6,000円 +税

A.ドヴォルザーク / 山口 修身

ハンガリー舞曲

第５番

＊編成の詳細は次ページに

6,000円 +税

A.ドヴォルザーク / 山口 修身

ハンガリー舞曲

第６番

＊編成の詳細は次ページに

6,000円 +税

A.ドヴォルザーク / 山口 修身

ハンガリー舞曲

第７番

＊編成の詳細は次ページに

5,000円 +税

表示価格は、本体価格 +税 です。

R.ロジャース / 杉浦邦弘

私のお気に入り

「サウンド・オブ・ミュージック」より

8,000円 +税

＊編成の詳細はこのページ下に

8 Instruments (S-Sx. A-Sx. T-Sx. Br-Sx. 2 Trp. Trb. Tub.)
草川

信 / 山口 修身・向後

夕焼け小焼け

（ジャズ・アンサンブル・ヴァージョン）

6,000円 +税

6 Percussions + String Bass
C.ドビュッシー / 杉本 幸一

沈める寺

5,000円 +税

表示価格は、本体価格 +税 です。

混成八重奏

曲

名

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6

Part 7

Part 8

曲別楽器編成表

ブラームス／山口修身
第１番

第３番

ハンガリー舞曲

第５番

R.ロジャース／杉浦邦弘

第６番

第７番

私のお気に入り

Flute

Alto Saxophone

B♭ Clarinet

Tenor Saxophone
Baritone Saxophone

Flute

Flute

Flute

Flute

Oboe

Oboe

Oboe

Oboe

or B♭ Clarinet

or B♭ Clarinet

or B♭ Clarinet

or B♭ Clarinet

B♭ Clarinet

B♭ Clarinet

B♭ Clarinet

B♭ Clarinet

B♭ Clarinet

Flugel horn

Flugel horn

Flugel horn

Flugel horn

Flugel horn

or Trumpet

or Trumpet

or Trumpet

or Trumpet

or Trumpet

Horn

Horn

Horn

Horn

Horn

Trombone

Trombone

Trombone

Trombone

Trombone

or Euphonium

or Euphonium

or Euphonium

or Euphonium

or Euphonium

Tuba

Tuba

Tuba

Tuba

Tuba

or Bass Trombone

or Bass Trombone

or Bass Trombone

or Bass Trombone

or Bass Trombone

or Euphonium

or Euphonium

or Euphonium

or Euphonium

or Euphonium

Marimba

Drums

Drums

Drums

Marimba

管楽アンサンブルの最新情報は

http://www.wind-gallery.co.jp

Trumpet
Trumpet
Trombone

Tuba

Glocken. & Drums

でご確認ください！

楽譜のご購入（レンタル）方法は次の通りでございます。
1. まずはお電話・メール等でご連絡ください。
2. ご来社にてお受け取りをなさる場合はご来社の日時に合わせて楽譜をご用意致します。
3. 通信販売をご希望の場合はお代金と送料（宅配料金 + 梱包料）を現金書留にてお送り
いただき、書留が到着後に楽譜を宅配便にてお送りいたします。
4. レンタル楽譜をご利用の場合は「お申込書」が必要となります。こちらに必要事項を
ご記入・ご捺印の上お代金と一緒に現金書留にてお送りください。
＊「お申込書」はご連絡をいただければすぐにお送りいたします。
5. ご注文は当社 Web サイトでも受付けております。こちらからご注文の場合は銀行振
込のご指定も可能（レンタル楽譜の場合は除きます。
）でございますので、是非ご利用
ください。

http://www.wind-gallery.co.jp/wind-gallery.html

ご注文・お問い合わせは・・・
〒 198-0036
東京都青梅市河辺町 10-6-5 マリオン S 101

ウインドギャラリー
Tel: 0428-84-2633 Fax: 0428-84-2632
e-mail: info@wind-gallery.co.jp
HP URL: http://www.wind-gallery.co.jp

＊このカタログは宣伝用です。ご自由にお使い下さい

