
作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・フルート三重奏・

アルビージ 小組曲第２番 B JFC ¥1,000 ザ・ステップ　フルートコンサートⅡ

ダマーズ 田園組曲 B GB ¥2,700
ドゥファイ ６つのオーディションのための作品 C AL ¥7,500 管楽アンサンブル名曲集/サックス＆フルート

ドヴィエンヌ ６つのトリオ Vol １ （１－３） B IMC ¥4,300
ドヴィエンヌ ６つのトリオ Vol ２ （４－６） B IMC ¥4,400 東京フルートクヮルテット/ジャスト・フォー・フ

ガブリエルスキー グランドトリオコンチェルタンテ C SMC ¥1,700
ハイドン ３つのトリオ B IMC ¥2,000
ハイドン ロンド・スケルツァンド B BO ¥2,700
クーラウ ３つのトリオ C IMC ¥6,100
ロレンツォ 華麗なる奇想曲　3人の名人 C ZIM ¥3,700
三浦真理 想い出は銀の笛 B 教芸 ¥3,800
ポーボン ５つの小品 C GB ¥2,300
ペッツ シンフォニア B BSS ¥2,700
プランツァー テルツェット　第１番 B SMC ¥3,000
トマジ ３つの牧歌 C AL ¥3,400
トュルー 三重奏曲 C IMC ¥3,000
　/デルボルゴ編 マイ.フェイバリット.シングス A HAL ¥4,500

・フルート四重奏・
ベルトミュー アルカディア C Peer ¥7,000 ザフルートクァルテット/アルカディ

ボザ ３つの小品 C AL ¥7,400 ザフルートクァルテット/ベルトミュー、猫

ボザ 山の夏の日 C AL ¥10,200 ザフルートクァルテッ/イタリア組曲

カステレード ヴァカンスのフルート C AL ¥5,900 クドウ・シゲノリ・フルートアンサンブル

ダマーズ 四重奏 C GB ¥4,700 ザフルートクァルテット/アルカディ

ドゥファイ ６つのオーディションのための作品 B AL ¥8,660
ゲッチェ=ニースナ ジャスト・フォー・ファン　（FL（Pic).3FL) B ZIM ¥3,700 東京フルートクヮルテット/ｼﾞｬｽﾄ・ﾌｫｰ・ﾌｧﾝ

グリーグ 「小妖精」と12の小品 B Hof ¥3,400 東京フルートクヮルテット/ｼﾞｬｽﾄ・ﾌｫｰ・ﾌｧﾝ

ハッセンベルグ 小四重奏曲　作品99　（3FL.AFL） C ZIM ¥2,540
伊藤　康英 フルーツ・パフェ B Ito ¥3,000 フルーツ・パフェ

伊藤　康英 ケニアン・ファンタジー B Ito ¥3,000
クーラウ 四重奏曲 作品103 C SMC ¥5,000 よっつのふえ

三浦真理 想い出は銀の笛 B 教芸 ¥3,800
ラウベ コルシカ島の幻影 C ZIM ¥2,300
パッヘルベル カノンとジーグ B RU ¥1,200
ポーボン アヌーシュカ C GB ¥1,720 東京フルートクァルテット/アダージョ

ライヒャ 四重奏  シンフォニコ  作品12 B GB ¥3,620
ライヒャ 四重奏  作品19 B GB ¥3,100
酒井　格 おはよう　！ C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol5/フィオリトゥーラ

シャカリアン 四重奏曲 C BRO ¥2,300 東京フルートクァルテット/アダージョ

ショッカー 妖精たち B Thedore ¥4,900 ザステップ/フルートコンサートⅡ

八木澤　教司 コロラトゥーラ B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol5/フィオリトゥーラ

八木澤　教司 フィオリトゥーラ B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol5/フィオリトゥーラ

・フルート五重奏・
ボワモルティエ ６つの協奏曲　第１番 B GB ¥3,400
ボワモルティエ ６つの協奏曲　第２番 B GB ¥3,700
ボワモルティエ ６つの協奏曲　第３番 B GB ¥3,000
ボワモルティエ ６つの協奏曲　第５番 B GB ¥2,100
ボワモルティエ ６つの協奏曲　第６番 B GB ¥4,200
ロレンツォ シンフォニエッタ C P ¥3,700

・フルート六重奏・
石毛　里佳 ブリンダーヴァン　（5FL（3Pic）.AFL） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,300
八木澤　教司 ディヴェルテイメント　（4FL（2Pic）.AFL.BFL） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥4,000 ブレーン・アンサンブル・コレクションライブ
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作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・クラリネット三重奏・

　/ヴァックスマン ３本のクラリネットのための室内楽　Vol1 A RU ¥1,500
　/ヴァックスマン ３本のクラリネットのための室内楽　Vol2 A RU ¥1,500
ベートーベン アレグロ　トリオ作品87より B SMC ¥2,900
ベートーベン メヌエットとフィナーレ B RU ¥1,500
ボンボルティ 三重奏のソナタ B GB ¥2,600
ブーフィル ６つの三重奏曲  作品7-1 B GB ¥1,950
ブーフィル ６つの三重奏曲  作品7-2 B GB ¥1,950
ドゥファイ ６つのオーディションのための作品 C AL ¥9,900
フォーレ パヴァーヌ B BA ¥2,500
ハーヴェイ ４つの易しい三重奏 A BSS ¥4,700
プート テルツェット Ｃ AL ¥5,700 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅷ

シューベルト 舞曲 B BA ¥2,000
ショルティーノ 3つのサイン C GB ¥3,800
高橋　宏樹 3つの魔法 B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,800
チャイコフスキー くるみ割り人形 より B BA ¥2,400
トンプソン 2つのシンコペーディッドダンス B Sta ¥2,700

・クラリネット四重奏・
クラリネットシンフォニー A RU ¥1,300

　/ヴァックスマン クラリネット四重奏曲集　Vol1　（4CL) A RU ¥1,200
　/ヴァックスマン クラリネット四重奏曲集　Vol2　（2CL.ACL.B-CL） A RU ¥800
阿部　勇一 コン・モート　（4CL） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVo17/朱のｲﾝﾊﾟﾙｽ

アルビノーニ ソナタ  (EbCL．2CL．B-CL） B GB ¥2,400 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅲ

アルベニス セヴィリア （3CL.B-CL） B MUP ¥2,840 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅲ

バルトーク ３つの舞曲 （2CL．A-CL．B-CL） A SMC ¥1,400
江原　大介 朱のインパルス　（4CL） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000
ベネット クラリネットラプソディー （2CL．A-CL．B-CL） B CF ¥2,300 アンサンブルソノリテⅡ

ベリオ/かとうまさゆワルツ「マリア・イサベラ」（EbCL.2CL.B-CL） C Foster ¥4,000
ビゼー ファランドール （3CL．B-CL） B SMC ¥1,600
カルレス プレリュードとダンス　（4CL） C AL ¥4,200 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅰ

デポルト フランス組曲　（4CL) C SMC ¥2,600
ドビュッシー ダンス　（4CL/3CL.B-CL） B GB ¥2,200
ドビュッシー 亜麻色の髪の乙女　（2CL.A-CL.B-CL） B SMC ¥1,500
ドゥファイ ６つの演奏会用作品 （4CL） C AL ¥11,000 ザクラリネットアンサンブル/クラリネットラプソ

ファルカシュ ハンガリーの情景  （EbCL．2CL．B-CL） B EMB ¥1,800
フィルモア サーカス・ビー　（3CL.B-CL/2CL.A-CL.B-CL） B MUP ¥3,000
ガーナー ミスティ　（4CL/3CL.B-CL） B Com ¥1,800
ガーシュウィン ３つの前奏曲　（EbCL.2CL.B-CL） B Com ¥2,600
グランドマン カプリス  （3CL．B-CL/4CL/2CL．A-CL．B-CL)） B BH ¥2,700 アンサンブルソノリテ
ハルトマン スカンジナビア民謡の音楽　（4CL) B Deh ¥3,200 ブイケンスクラリネット合奏団/リクディム

ハーヴェイ ファンタジア　（4CL) B BO ¥4,400 クラリネット・アンサンブルVol5

ジェイコブ スケルツェット、パヴァーヌとゴパック （4CL） B EME ¥2,900 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅳ

　/ラベンダー編 ホールニューワールド　（3CL.B-CL/2CL.A-CL.B-CL） B HAL ¥4,800
ビートルズ イエスタディ　（3CL.B-CL/4CL） B Com ¥2,100
長生　淳 暁の変容～クラリネット四重奏のための～　（4CL) Ｃ ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol12/暁の変容

メンデルスゾーン タランテラ  （EbCL．2CL．B-CL） B GB ¥1,300
三浦真理 クローバー・ファンタジー　（3CL．B-CL) B 教芸 ¥3,600 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅳ

モーツァルト アレグロヴィヴァーチェ　（3CL.B-CL/2CL.A-CL.B-CL） B SMC ¥2,800 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅱ

モンティ/森田一浩チャルダッシュ　（3CL.B-CL） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,000 アンサンブルソノリテ

永井　彰 くまさん変奏曲　（4CL) B 音友 ¥3,400
　/オーストリング クラリネットポルカ　（3CL.B-CL/2CL.A-CL.B-CL） B HAL ¥4,500
ポラック ザッツ・ア・プレンティー　（2ＣＬ.A-CL（CL）.B-CL) B MUP ¥2,540
ピアソラ/黒川圭一 革命家　（4CL) Ｃ ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol12/暁の変容

　/レッドマクレッド クラリネットマーマレード（4CL）　 B KM ¥2,000
シュトラウス ピッチカートポルカ　（3CL.B-CL) B GB ¥1,900
トンプソン 組曲「シャルモー・スウィング」　(4CL) B Stu ¥2,300 ザクラリネットアンサンブル/ｸﾗﾘﾈｯﾄﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ

トマジ ３つのディヴェルティメント（4CL） C AL ¥4,300 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅱ

八木澤教司 お団子ヘアノ女の子　（4CL.B-CL） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVo17/朱のｲﾝﾊﾟﾙｽ

・クラリネット五重奏・
ヘンデル/草野次郎組曲「水上の音楽」～アリア （EbCL．2CL．A-CL．B-CL） B ｱﾙｿ ¥1,200 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅴ

石毛里佳 ミニチュア・タウン　（4CL.B-CL) B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,200
モーツァルト/森田一アイネ・クライネ・ナハトムジーク　（EbCL.3CL.B-CL） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,200
森田一浩 キラキラ星による変奏曲（4CL.B-CL） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol2/タナトス

ポンキエルリ/小林 歌劇「ジョコンダ」より時の踊り　（4CL.B-CL) Ｃ ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,200
東海林　修 ディスコ・キッド　（4CL　B-CL) B 東海林 ¥2,000
白川毅夫 Clarinet　Five　（4CL　B-CL) B BMS ¥12,000 白川毅夫作品集1

白川毅夫 大きな古時計変奏曲　（4CL　B-CL) B BMS ¥11,000 白川毅夫作品集1

戸田　顕 クラリネット・バスカーズ（4CL.B-CL） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅹ
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作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・クラリネット六重奏以上・

アブレウ/森田一浩ティコティコ（EbCL.4CL.A-CL.B-CL.CA-CL） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,200 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅲ

アンダーソン/高田シンコペーテッド・クロック（EbCL.4CL.A-CL（CL).B-CL.CA B Foster ¥4,000
天野正道 ドゥ・ダン（EbCL.4CL.BasstHr.B-CL.Cｂ-CL） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥4,600 オブローの魔法使いの弟子

バッハ/森田一浩 トッカータとフーガニ短調　（EbCL.4CL.A-CL.B-CL.CA-CL C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥4,600 第34回全日本アンサンブルコンテスト

バルトーク/小林聡 ルーマニア民族舞曲　（5CL（EbCL）.A-CL.B-CL.CA-CL） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600
ベ－トーヴェン/かとピアノソナタ「悲愴」第1楽章第2楽章（3CL.A-CL.B-CL.CB- B Foster ¥4,000
ベートーヴェン/草 交響曲第8番～第2楽章　（EbCL.4CL.B-CL) B ｱﾙｿ ¥1,400 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅴ

ベリオ/かとうまさゆワルツ「マリア・イサベラ」（EｂCL.3CL.A-CL.B-CL.CB-CL） C Foster ¥4,800
カイリエ クラリネットポエム （EbCL．3CL．A-CL．B-CL．CB-CL） C SMC ¥2,300
　/クリステンセン 聖者が町にやってくる （EbCL．3CL．A-CL．B-CL．CA-CL B KM ¥2,600
ドビュッシー 「小組曲」より小舟にて（3CL.A-CL.B-CL.CA-CL.CB-CL） B WJM ¥2,500
ドビュッシー 「小組曲」よりメヌエット（3CL.A-CL.B-CL.CA-CL.CB-CL） B WJM ¥2,000
ドビュッシー 「小組曲」より行列（3CL.A-CL.B-CL.CA-CL.CB-CL） B WJM ¥2,500
ドビュッシー 「小組曲」よりバレー（3CL.A-CL.B-CL.CA-CL.CB-CL） B WJM ¥2,000
ドヴォルザーク/草野セレナード作品22　第1楽章　（EbCL.3CL.A-CL.B-CL) B ｱﾙｿ ¥1,400 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅴ

フラッケンポール クラリネットラグ （EbCL．3CL．A-CL．B-CL．CA-CL） C KM ¥3,000
ガーシュウィン/かと3つのプレリュード　（EbCL.2CL.A-CL.B-CL.CB-CL) B Foster ¥4,000
ゴードン カプリチオ  （EbCL．3CL．A-CL．B-CL．CB-CL） C KM ¥3,700 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅰ

グリーグ/草野次郎組曲「ホルベルクの時代から」アリア（EbCL.3CL.A-CL.B-CL B ｱﾙｿ ¥1,200 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅴ

グノー/森田一浩編あやつり人形の葬送行進曲（EbCL.3CL（A-CL）B-CL） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,700 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅲ

ハンディ セントルイスブルース（EbCL.3CL.A-CL.B-CL.CB-CL） B KM ¥2,400
ハイドン ディベルティメント第1番（5CL.2B-CL.CB-CL） B SMC ¥2,800
ジェイコブ 序奏とロンド  （EbCL．3CL．A-CL．B-CL．CB-CL） C BH ¥7,300 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅰ

リスト/木村健雄 メフィスト・ワルツ第1番　村の居酒屋での踊り（EｂCL.4CL.2B C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅸ

ルシュール 家族で （EbCL．2CL．A-CL．B-CL．CB-CL） C GB ¥5,600
ミヨー/森田一浩 スカラムーシュ（EbCL.4CL.A-CL.B-CL.CA-CL） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥4,600 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅱ

モ－ツァルト アイネクライネナハトムジーク （EbCL．3CL．A-CL．B-CL．C B KM ¥3,300
モーツァルト フィガロの結婚 （EbCL．3CL．A-CL．B-CL．CB-CL） C SMC ¥5,000
モーツァルト/森田一トルコ行進曲　（EbCL.4CL.A-CL.B-CL.CA（CB）-CL） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,200 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol6/チャルダッシュ

森田一浩 オーバード　（EbCL.4CL.A-CL.B-CL.CB-CL） C 音友 ¥4,000
ネリベル コラールと舞曲  （EbCL．3CL．A-CL．B-CL．CB-CL） Ｃ SMC ¥4,300 華麗なるクラリネットアンサンブルの世界Ⅴ

ピアソラ/かとうまさゆブエノスアイレスの春　（EbCL.4CL.A-CL.B-CL.CB-CL） Ｃ Foster ¥5,600 オブローのティル

ピアソラ/かとうまさゆタンゴ組曲　（EbCL.4CL.A-CL.B-CL.CB-CL） Ｃ Foster ¥8,000 オブローの魔法使いの弟子

プロコフィエフ マーチ「3つのオレンジの恋」より（3CL.A-CL.B-CL) Ｃ WJM ¥2,000
ラベル パヴァーヌ （6CL．B-CL） B SMC ¥2,100
ラベル/木村健雄 「クープランの墓」より　前奏曲、リゴードン（EbCL.3CL.A-CL C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,400
リムスキーコルサコ 軽業師の踊り　（EbCL.3CL・A-CL.B-CL.（CB-CL） C SMC ¥3,600
ロースト リクディム  （EbCL．3CL．A-CL．B-CL．CB-CL） C Deh ¥6,400 ブイケンスクラリネット合奏団/リクディム

ロースト プスタ  （EbCL．3CL．A-CL．B-CL．CB-CL） C Deh ¥6,900 ブイケンスクラリネット合奏団/リクディム

ロッシーニ アルジェのイタリア女  （3CL．A-CL．B-CL．CA-CL） C KM ¥3,000 ブイケンスクラリネット合奏団/ライブ

シュミット 六重奏  （EbCL．2CL．A-CL．B-CL．CB-CL） C GB ¥2,900
チャイコフスキー ロシアの踊り「くるみ割り人形」より （EbCL．4CL．A-CL．B-C B Deh ¥4,400 ブイケンスクラリネット合奏団/リクディム

八木澤教司 「ネーニエ」　嘆きの歌　（EbCL.4CL.A-CL.B-CL.CA-CL） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol6/チャルダッシュ

八木澤教司 パーテル・ノステル　（EbCL.4CL.A-CL.B-CL.CA-CL） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600 第34回全日本アンサンブルコンテスト

　　/森田一浩 サザン・ファンタジー　（5CL.B-CL) B ﾔﾏﾊ ¥3,400
　　/磯崎敦博 乾杯　（EbCL.3CL.A-CL（CL).B-CL） B ﾔﾏﾊ ¥3,400

・木管三重奏・
ロワゾーリール木管三重奏曲集Vol1 OL ¥10,100
　　　ミヨ－ コレットによる組曲　（OB．CL．FG） C メイエ/フランス近代管楽作品集

　　　ソーゲ 三重奏曲　（OB．CL．FG） C

　　　カントルーブ 田園調　（OB．CL．FG） C

ロワゾーリール木管三重奏曲集Vol2 OL ¥11,200
　　　イベール ５つの三重奏小品　（OB．CL．FG） C メイエ/フランス近代管楽作品集

　　　オーリック 三重奏曲　（OB．CL．FG） C ル.トリオレ/木管トリオの愉しみVol2

　　　バロー 三重奏曲　（OB．CL．FG） C

　　　ルシュール 組曲　（OB．CL．FG） C

アーノルド ディヴェルティメント　（FL.OB.CL） C PAT ¥7,100
ベートーベン 大三重奏曲 作品８７ （FL.OB.CL（FG.Asax）） C GB ¥4,400 ベ-トーヴェン管楽器のための音楽

ボザ セレナーデ （FL.CL.FG） C AL ¥5,300
コンスタン 三重奏 （OB.CL.FG） C JWC ¥3,900 ル.トリオレ/木管トリオの愉しみVol2

福田　洋介 イディール　（FL.OB.CL) B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,800 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol9/風のたわむれⅠ

フランセ ディベルティメント  （OB．CL．FG） C BSS ¥7,600 ル.トリオレ/木管トリオの愉しみ

ヘンデル ソナタ　（OB（FL）.CL．FG） C SMC ¥1,600
ハイドン 4つのロンドントリオ（2FL．FG/FL．OB（CL）．FG） B SMC ¥3,500
モーツァルト ディベルティメント第2番  （2CL．FG/2CL．B-CL） C BR ¥3,800
モーツァルト ディベルティメント第2番  （2CL．FG/2CL．B-CL） C BR ¥2,700
モーツァルト ディベルティメント第1番  （ＦＬ．CL．FG） C IMC ¥3,600
モーツァルト ディベルティメント第3番  （ＦＬ．CL．FG） C IMC ¥2,300
モーツァルト ディベルティメント「ドン.ジョヴェンニ」より  （2CL．FG/3CL） C BR ¥3,300
トマジ 田園風コンセール　（OB．CL．FG） C HL ¥4,500 メイエ/フランス近代管楽作品集

ﾓｰﾂｧﾙﾄ.ﾊﾞｯﾊ他 18のトリオ　（2FL．CL/FL．OB．CL） B SMC ¥4,800
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作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・木管三重奏・

　/ヴァックスマン 木管三重奏のための室内楽Vol1  （FL．OB．CL） A ＲＵ ¥1,500
　/ヴァックスマン 木管三重奏のための室内楽Vol2  （FL．CL．FG） A ＲＵ ¥1,200
    /ホヴェイ ７つの小品 （FL．OB．CL） B BO ¥4,300
    /ホルヴァス 初心者のための三重奏曲集 （FL(OB)．CL．SAX） A EMB ¥3,800

・木管四重奏・
ビゼー 「アルルの女 」よりプレリュード （FL．OB．CL．FG(Sax)/4CL Ａ UE ¥3,100
ブラームス ハンガリアン舞曲  （FL．OB．CL．FG(Sax)/4CL） Ａ UE ¥3,600
ドヴォルザーク スラブ舞曲  （FL．OB．CL．FG(Sax)/4CL） Ａ UE ¥3,800
ハイドン／モーツァアンダンテ/メヌエット　（FL．OB．CL．FG（Sax（/4CL） A UE ¥3,000
モーツァルト 「音楽の戯れ」よりフィナーレ  （FL．OB．CL．FG(Sax)/4CL） A UE ¥3,200
シュトラウス シャンパンポルカ  （FL．OB．CL．FG(Sax)/4CL） B UE ¥4,300
ボザ 夜の音楽のための３つの小品 （FL.OB.CL.FG） C AL ¥4,800 アフラートゥス.クインテット/エスプリ

フランセ 四重奏曲  （FL．OB．CL．FG） C BSS ¥6,300 アンサンブルウィーンベルリン/フランセ作品

グリーグ 妖精の踊り　（2FL.（Ob）.2CL） A KM ¥1,800
ヘンデル アリア　「水上の音楽」より  （FL．OB．CL．FG） A WUP ¥2,400
イベール ２つの楽章  （FL．OB．CL．FG） C AL ¥4,600 アフラートゥス.クインテット/エスプリ

ロッシーニ ６つの四重奏曲  １－３  (FL．CL．HR．FG） C BSS ¥4,800
ロッシーニ ６つの四重奏曲  ４－６  (FL．CL．HR．FG） C BSS ¥4,900
シュターミッツ 木管四重奏曲  作品8-2  （OB．CL．HR．FG） C FL ¥2,900

・木管五重奏・
　　/近衛秀健 クラシック名曲アレンジ集 B ﾄﾞﾚﾐ ¥2,200

　ｳｪｰﾊﾞｰ/舞踏への勧誘・ｼｮﾊﾟﾝ/「雨だれ」・ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ/ｽﾗﾌﾞ舞曲第10番
　ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ/ｺﾞﾘｳｫｰｸのｹｰｸｳｫｰｸ・ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ/ｱｳﾞｪﾏﾘｱ

　　/近衛秀健 楽しいパーティー音楽メドレー集 B ﾄﾞﾚﾐ ¥2,500
　ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾐｭｰｼﾞｯｸｺﾚｸｼｮﾝ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾐｭｰｼﾞｶﾙｺﾚｸｼｮﾝ
　ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞｺﾚｸｼｮﾝ・「魔女の宅急便」より

アーノルド ３つの海の歌 B PAT ¥8,000
バッハ 主よ人の望みの喜びよ B MPU ¥3,300
ビゼー 子どもの遊び C BSS ¥3,400
ダマーズ １７の変奏曲 C AL ¥8,100 トゥールーズ木管五重奏団

ダンツィ 五重奏曲 作品５６－１ C FL ¥2,800
ダンツィ 五重奏曲 作品５６－２ C FL ¥4,800
ドビュッシー 子供の領分 B BA ¥5,500
デュカス 魔法使いの弟子 B KM ¥2,300
フォーレ 組曲 ドリー B BSS ¥4,300
フランセ 五重奏曲 C BSS ¥7,300 アンサンブルWB/20世紀の木管五重奏曲

フランセ 五重奏曲 第２番 C BSS ¥6,300 ルヴェンヴェール/パナシェ

ハイドン ディベルティメント B BO ¥3,400 ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙWB/木管五重奏のための作品集

ヒンデミット 五つの管楽器のための小室内音楽 C BSS ¥8,800 トウキョウウインズ/ノヴェレッテ

イベール ３つの小品 C AL ¥6,500 ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙWB/木管五重奏のための作品集

イベール 小さなロバ B MUP ¥2,900
高　昌帥 「茶摘み」によるディヴェルティメント B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol9/風のたわむれⅠ

リゲティ ６つのバガテル C BSS ¥11,900 アンサンブルWB/20世紀の木管五重奏曲

ミヨー ルネ王の暖炉 C SMC ¥2,500 トウキョウウインズ/ノヴェレッテ

モーツァルト フィガロの結婚 C MPU ¥3,050
モーツァルト アダージョ B FL ¥2,200
モーツァルト アダージョとアレグロ C BR ¥1,950
ニールセン 木管五重奏 C WH ¥5,800
ラヴェル ハバネラ形式の小品 C AL ¥2,900
ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ C MPU ¥3,800
ライヒャ 五重奏曲　作品88-1 C FL ¥5,200
ロッシーニ セヴィリァの理髪師 C BA ¥3,000
シュランメル ウィーンはいつもウィーン B Dob ¥2,500
シュトラウス ピッチィカートポルカ B Dob ¥3,100 アンサンブルＷＢ/舞踏への勧誘

シュトラウス 新ピッチィカートポルカ B Dob ¥2,400
シュトラウスⅡ 美しく青きドナウ B MUP ¥3,900
シュトラウスⅡ 観光列車ポルカ B Dob ¥2,000 アンサンブルＷＢ/舞踏への勧誘

タファネル 五重奏曲 C IMC ¥4,400 ルヴェンヴェール/タファネル＆ｼｪｰﾝﾍﾞﾙｸﾞ

ヴェルディ 運命の力 C BA ¥3,100
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作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・木管／その他・

ベートーベン 三重奏曲　作品38 （CL．FG．Pf） C MR ¥4,600
ビゼー 子どもの遊び　（FL．CL．Pｆ） C IMC ¥6,500
ダンツィ 交響的協奏曲 （FL．CL．Pf） C MR ¥4,628
グリンカ 悲愴三重奏曲　ニ短調 （CL．FG．Pf） C IMC ¥4,100 ライスター/悲愴トリオ

ケックラン ジーン・ハーローの墓碑 C ME ¥5,800 彦坂眞一郎/バラード

プーランク 三重奏曲 （OB．FG．Pf） C WH ¥4,900 トリオオカザキ/トリオ

サンサーンス デンマークとロシアの旋律による奇想曲（FL.OB.CL.Pｆ） C Dur ¥7,500
ベートーベン 五重奏曲 作品１６  （OB．CL．HR．FG．Pf） C BR ¥3,700 ベルリンフィル木管ゾリステン

リムスキーコルサコ 五重奏曲  （FL．CL．HR．FG．Pf） C IMC ¥6,800 ウラッハ/管楽作品集

デュポワ シンフォニア.ダ.カメラ（FL.OB.Asax.CL.HR.FG） C AL ¥12,000 ライスラー/モーツァルト＆ブラームス

ミヨー スカラムーシュ （SoloAsax.FL.OB.CL.HR.FG） C Sal ¥10,000
プーランク 六重奏曲  （FL．OB．CL．HR．FG．Pf） C WH ¥11,100 トゥールーズ木管五重奏団

トマジ 春  （FL．OB．CL．HR．FG．Asax） C AL ¥7,100 ルヴェンヴェール/パナシェ

ヒンデミット 七重奏曲　（FL.OB.CL.B-CL.HR.FG.TP） C BSS ¥15,600
グノー 小交響曲  （FL．2OB．2CL．2HR．2FG） C IMC ¥8,800 東京佼成ウインド/セレネーズ

リムスキーコルサコ 熊蜂は飛ぶ　（Asax.EbCL.3CL.A-CL.B-CL.CB-CL） C SMC ¥3,000
モーツァルト セレナーデ第１０番 （2OB．4CL．2FG．４HR．CB） C BA ¥10,300 ムジークフェラインライブ/セレナーデ

モーツァルト 「ドン・ジョヴァンニ」より　第1巻　（2OB.2CL.2FG.2HR） C BR ¥9,200
モーツァルト 「ドン・ジョヴァンニ」より　第2巻　（2OB.2CL.2FG.2HR） C BR ¥7,400
　　/岩井直溥 ベニーグッドマンメドレー（CL.Asax.Tsax.Bsax.3TP.TB.（CB B ﾔﾏﾊ ¥5,000
　　/岩井直溥 白雪姫メドレー　（2FL.2CL.2Asax.Tsax.Bsax.（CB)） B ﾔﾏﾊ ¥5,500
　　/市原宏佑 イン・ザ・ムード　（2FL.2CL.B-CL.Asax.Tsax.Bsax.（CB)） B ﾔﾏﾊ ¥4,500
　　/小山恭弘 星に願いを（2FL.2CL.S（A).A.T.B） B ﾔﾏﾊ ¥3,400
　　/佐橋俊彦 ｲﾌ･ｳｨﾎｰﾙﾄﾞ・ｵﾝ・ﾄｩｹﾞｻﾞｰ（CL.Tsax.Bsax.2TP.HR.TB.） B ﾔﾏﾊ ¥4,500
    /森田一浩 中村八大メドレー（FL.OB.CL.Asax.Tsax.Bsax) B ﾔﾏﾊ ¥3,000
　　/森田一浩 コーヒー・ルンバ　（2FL.CL.FG（B-CL).2Asax.Tsax.Bsax） B ﾔﾏﾊ ¥3,400
　　/真島俊夫 いそしぎ（2FL.2CL.2Asax.Tsax..Bsax） B ﾔﾏﾊ ¥4,000
松下倫士 巡礼歌　（FL.2CL.B-CL.Ssax.Asax.Tsax.Bsax） C ｶﾌｱ ¥4,200 第33回全日本ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ

ドビュッシー/黒川圭ベルガマスク組曲より（FL.OB.CL.Asax.Tsax.B-CL.CB） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥4,300
バルトーク/黒川圭 「ハンガリーの風景」より B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600
ファリャ/黒川圭一 恋は魔術師より（FL.2CL.B-CL.Ssax.Asax.Tsax.Bsax） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥4,600 第34回全日本ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ

天野正道 ル・カオス・エ・ラルモニエ（FL.2Asax.HR.EUP.PER） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600
天野正道 トォロワジエム・バレエ・シメリック（FL.2CL.HR.2TB.TUB.PER C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,800
天野正道 ストラクチュア（FL.CL.Asax.HR.TP.EUP.2PER) C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥4,000
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作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・サックス三重奏・

　/ヴァックスマン ３本のサックスのための室内楽  （2A．T） A ＲＵ ¥1,500
バッハ インヴェンション　1-5　（A．T．B） B MUP ¥3,240
バッハ インヴェンション　6-10　（A．T．B） B MUP ¥3,240
バッハ フーガ１３  （S．A．T．） B WIN ¥1,700
バルヴィンスキー ロシア組曲  （S．A．T．） B WIN ¥2,100
ベラ ヴィヴァーチェ　（A．A．T） B SMC ¥1,600
福島弘和 のっぴきならない虹へ  （S．A．T．） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,700 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol13/ｾｶﾝﾄﾞ・ﾊﾞﾄﾙ

メイヨ 三重奏曲　（A．T．B） C GB ¥5,200
マーフィー ノクターン　（A．T．B) C WIN ¥1,400
モーツァルト セレナーデ  （S．A．T．） B WIN ¥2,100
オストランスキー 農民の踊り  （2A．T） B ＲＵ ¥700
オストランスキー ３つの小品  （２A．Ｔ） B ＲＵ ¥1,300
パトリック 3人のジェシー・クラーク　（2A．T） C CF ¥1,900
ロッシ 3つのカンツォネッタ　（2A．T（A)） B SMC ¥1,500
テレマン 3つのコラール.プレリュード　（A．T．B） B WIN ¥2,100

・サックス四重奏・
サクソフォーンシンフォニー A RU ¥800
ダニー・ボーイ（A（S）．A．T．B） A Ron ¥3,600
ミッキーマウス・マーチ　（A（S)．A．T．B） B ﾔﾏﾊ ¥3,000
星に願いを　（A（S)．A．T．B） B ﾔﾏﾊ ¥3,000
ジッパ・ディ・ドゥー・ダ　（A（S)．A．T．B） B ﾔﾏﾊ ¥3,000
グレンミラーメドレー　（A．A．T．B） B ﾔﾏﾊ ¥3,000

アプシル ルーマニア民謡の主題による組曲（S．A．T．B） C Ceb ¥12,500 アルディー/フォー・カラーズ

アルベニス ３つの小品  （S．A．T．B） B AL ¥5,300
アルベニス/ミュールセヴィリア  （S．A．T．B） B GB ¥2,400 フルモー/華麗なるｻｯｸｽｱﾝｻﾝﾌﾞﾙの世界

アルベニス セヴィリア  （S．A．T．B） B MPU ¥3,100
バッハ 主よ人の望みの喜びよ　（A（S）．A．T．B） B SMC ¥2,000
バルトーク ３つの舞曲 （2A．T．B） A SMC ¥1,800
ベルノー 四重奏曲  （S．A．T．B） C Dur ¥4,300 アルディー/ラ・デリクール

ベネット シンフォニエッタ  （２A．T．B） B CF ¥2,200
ビゼー アルルの女による四重奏曲  （２A．T．B） B RU ¥1,000
ボッケリーニ メヌエット  （S．A．T．B） A GB ¥1,250
ボルゾーニ メヌエット  （S．A．T．B） A GB ¥1,100
クレリス かくれんぼ （S．A．T．B） C AL ¥4,100 アルモ/四重奏の日々Ⅱ

クレリス 序奏とスケルツォ （S．A．T．B） C AL ¥3,600
デザンクロ 四重奏曲  （S．A．T．B） C AL ¥9,100
ドビュッシー 小さな羊飼い （S．A．T．B） B MUP ¥2,200
ドビュッシー ゴリウォッグのケークウォーク （S．A．T．B） B MUP ¥2,480
ドビュッシー 小組曲 （S．A．T．B） B GB ¥5,600
ドビュッシー/中村均アラベスク第一番 （S．A．T．B） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000
デュポワ 四重奏曲  （S．A．T．B） C AL ¥6,400 アルディー/ラ・デリクール

ドヴォルザーク アメリカ　（S．A．T．B） C HL ¥5,900
フォーレ パヴァーヌ　（S．A．T．B） B WIN ¥2,300
フラッケンポール ラグタイム組曲　（S．A．T．B） B Sha ¥4,000
フラッケンポール クリスマスジャズ組曲 （2A．T．B） B KM ¥2,290
フランセ 小四重奏曲  （S．A．T．B） C BSS ¥3,100 トルヴェールカルテット/ミュールに捧ぐ

フランセ 組曲  （S．A．T．B） C BSS ¥5,200 アルモサクソフォーンカルテット/革命児

ガーシュウィン ３つの前奏曲　（S．A．T．B） B UE ¥3,000
ガーシュウィン/中村ラプソディ・イン・ブルー　（S．A．T．B） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥4,600 アルモ/ガーシュウィン

グラズノフ 四重奏曲　作品109  （S．A．T．B） C MPB ¥8,300 雲井サックス四重奏/レシテーション・ブック

葉加瀬太郎/浅利真情熱大陸  （S．A．T．B） B Foster ¥4,000
本多　俊之 The　7ｔｈ　Wonder  （S．A．T．B） C HES ¥4,000
久石　譲/石毛里佳スタジオジブリメドレー　（S．A．T．B） B Foster ¥4,000
イベール 物語  （S．A．T．B） B AL ¥5,200 アルモサクソフォーンカルテット/「ギフト」

伊藤　康英 プレリュードとフーガ　作品35-5　（S．A．T．B） B Ito ¥3,000
伊藤　康英 琉球幻想曲　（S．A．T．B） B Ito ¥3,000 雲井雅人サックス四重奏/むかしの歌

伊藤　康英 木星のファンタジー（S．A．T．B） B Ito ¥2,400
イトゥラルデ ギリシャ組曲　（S．A．T．B） C HL ¥2,700
ジャンジャン 四重奏曲  （S．A．T．B） B Sal ¥6,400 アルモ/四重奏の日々Ⅱ

ジョップリン スコット・ジョップリンズ・ニュー・ラグ B Foster ¥3,600
ランティエ アンダンテとスケルテェット  （S．A．T．B） C GB ¥2,900
ラクール 四重奏曲  （S．A．T．B） C GB ¥3,100
真島俊夫 キャフェ・サンジェルマン  （S．A．T．B） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,500 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol7/イマージュ

マンシーニ ピンクパンサー （2A．T．B） B KM ¥2,100
三浦真理 ティータイムの画集（S．A．T．B） B 教芸 ¥3,600
　/モーア編 マンボＮｏ５　（2A．T．B） B Haｌ ¥4,500
モーツァルト アヴェ・ヴェルム （S．A．T．B） A GB ¥1,500 フルモー/華麗なるｻｯｸｽｱﾝｻﾝﾌﾞﾙの世界

長生　淳 彗星　トルヴェールの《惑星》より　（S．A．T．B） C 全音 ¥1,600
長生　淳 サクソフォン四重奏　（S．A．T．B） C 全音 ¥6,000
ニーハウス クリスマスジャズファイヴァッリツ （2A（S.A）．T．B） B KM ¥4,100
ニーハウス クリスマスジャズ曲集 （2A（S.A）．T．B） B KM ¥2,100
ナイマン ソングフォートニー （S．A．T．B） B JWC ¥5,600 アルモ/ソングフォートニー
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作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・サックス四重奏・

織田　英子 東回りの風　（S．A．T．B） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥4,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol1/サクソフォンズ

パッヘルベル カノンとジーグ　（3A．B） B Ron ¥3,800
パスカル 四重奏　（S．A．T．B） C Dur ¥7,000 トルヴェールカルテット/ミュールに捧ぐ

パスカル スケルツェット　（S．A．T．B） C Com ¥3,200
ピアソラ タンゴの四人  （S．A．T．B） C HL ¥2,700
ピアソラ タンゴの歴史  （S．A．T．B） C HL ¥3,900
ピアソラ/浅利 リベルタンゴ　（S．A．T．B） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000
ピエルネ 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 （S．A．T．B） C AL ¥6,500 アルディー/フォー・カラーズ

ピエルネ 昔の歌 （S．A．T．B） B AL ¥3,100 雲井雅人サックス四重奏/むかしの歌

プラネル バーレスク　（S．A．T．B） B Com ¥6,900 トルヴェールカルテット/ミュールに捧ぐ

ラフマニノフ ヴォカリーズ　（S．A．T．B） B Ron ¥4,000
ラフマニノフ/堀井 ヴォカリーズ　（S．A．T．B） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000
リヴィエ グラーヴェトとプレスト  （S．A．T．B） C GB ¥3,800 アルディ/アメイジング・グレイス

ロジャース マイ・ファニー・ヴァレンタイン　（S．A．T．B） B Ron ¥4,000
リュエフ 演奏会用四重奏曲  （S．A．T．B） C AL ¥10,800 トルヴェールカルテット/ミュールに捧ぐ

スカルラッティ 三つの小品 （S．A．T．B） B GB ¥4,100 フルモー/華麗なるｻｯｸｽｱﾝｻﾝﾌﾞﾙの世界

シフリン/三浦秀秋 ミッション・インポッシブルテーマ （S．A．T．B） C Foster ¥3,600 スピリタス/SCENE

サンジュレー 四重奏曲 第１番  （S．A．T．B） B Mol ¥7,300 アルディ/アメイジング・グレイス

サンジュレー 演奏会用アレグロ  （S．A．T．B） B CF ¥2,900
サンジュレー 協奏的大四重奏  （S．A．T．B） B HL ¥3,000
ショルティーノ 異教徒の踊り  （S．A．T．B） C CHO ¥10,100 フルモー/華麗なるｻｯｸｽｱﾝｻﾝﾌﾞﾙの世界

シューマン 子供のためのアルバム  （S．A．T．B） B RM ¥4,600
戸田　顕 サクソフォーン・ダンス（S．A．T．B） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,700 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol1/サクソフォンズ

戸田　顕 サクソフォーン・バスカーズ（S．A．T．B） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000
ヴェロンヌ アンダルシアの騎士  （S．A．T．B） B HL ¥2,900 アルモ/四重奏の日々Ⅱ

　/スイニー編 サテン・ドール　（2A．T．B） B Haｌ ¥4,500
八木澤教司 ノヴェレッテ（S．A．T．B） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000

・サックス五重奏以上・
天野　正道 ハッピー・ファンキー・サックス  （S．2A．T．B） C ﾌﾞﾚ-ﾝ ¥3,200
天野　正道 セカンド・バトル  （S．2A．T．B） C ﾌﾞﾚ-ﾝ ¥3,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝ/ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞﾄﾙ

バルトーク/黒川圭 ルーマニア民族舞曲　（S．2A．2T．B） B ﾌﾞﾚ-ﾝ ¥3,500 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol7/イマージュ

ベネット サックス協奏曲　（2A．T．B．Pf） B WIN ¥2,500
ドビュッシー アラベスク第２番  （S．2A．T．B） B WIN ¥3,200
本多　俊之 Quintet＃1　（S(A).A.2T.B) C HES ¥4,000
本多　俊之 Dウォーク・エピローグ・プロローグ（2S．A．T．B) B HES ¥2,800
本多　俊之 ヒグルディピグルディ・ハイファイブ（S．2A．T．B／5S) B HES ¥2,800
本多　俊之 「ソングスオブザミルキーウェイ」より　　 C HES ¥3,000
マスネ 序曲　フェードル　（3A．2T．B） B RU ¥1,700
パレラ エル・カペオ　（2Ａ．T．B (A．T) ) B RU ¥1,300
ラヴェル パヴァーヌ　（S．2A．T．B） B WIN ¥2,900
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作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD

・金管三重奏・
ネリベル トリオ・フォー・ブラス　（2TP.TB) C Lud ¥2,800

ト ・金管四重奏・
ボザ 3つの小品  （2TP．HR.TB） C AL ¥5,700
ガブリエリ カンツォーナ.ペル.ソナーレ第1番　（2TP.HR（TB）.TUB） C RU ¥3,300
ガブリエリ カンツォーナ.ペル.ソナーレ第2番　（2TP.HR（TB）.TUB） C RU ¥4,800
ガブリエリ カンツォーナ.ペル.ソナーレ第3番　（2TP.HR（TB）.TUB） C RU ¥1,850
ガブリエリ カンツォーナ.ペル.ソナーレ第4番　（2TP.HR（TB）.TUB） C RU ¥4,400
ヘンデル 陽気な鍛冶屋  （2TP．HR.TB） C SHN ¥2,100
ハイドン 「天地創造」より （2TP．HR.TB） C SHN ¥2,100
パーセル ２つのトランペットチューンとエアー  （2TP．2TB） B RK ¥5,300
スザート 3つの舞曲  （TP．HR.2TB） B RK ¥4,800
ヴァスコーニ プロムナード （2TP.TB.TUB） C SMC ¥1,000
　/ヴォックスマン 金管四重奏曲　Vol.1　（2TP.HR.TB) A RU ¥1,300
　/ヴィックスマン 金管四重奏曲　Vol.2　（2TP.2TB) A RU ¥1,200

・金管五重奏・
金管合奏のためのカロル集　Ⅱ A BO ¥3,100
アメージンググレイス　 B MUP ¥3,000
ロンドンデリーの歌 B BVD ¥3,000 華麗なるブラスアンサンブルの世界Ⅲ

  /キング編 「吟遊詩人の歌」によるソナタ B RK ¥2,900 華麗なるブラスアンサンブルの世界Ⅰ

アルベニス セヴィリア B EXP ¥3,000 華麗なるブラスアンサンブルの世界Ⅲ

アーバン ヴェニスの謝肉祭 C RM ¥4,900
アーノルド 五重奏曲　 C PAT ¥6,800
バッハ 主よ人の望みの喜びよ B EXP ¥25,900
バッハ フーガの芸術  対位法Ⅰ B RK ¥3,100 バロック・ブラス/エムパイヤ・ブラス

バッハ フーガの芸術  対位法Ⅲ B RK ¥3,300
バーンスタイン 舞踏組曲 C BO ¥5,300
ビゼ－/織田英子 カルメンハイライト （2TP．HR．TB．TUB） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol3/晴れた日は恋人と市場へ

ボザ ソナチネ　（2TP.HR.TB.TUB) C AL ¥9,800
エルガー 「威風堂々」　第１番 B MUP ¥2,300
エワルド 五重奏曲  第1番 C BVD ¥4,800 東京メトロポリタン・ブラス・クインテット

エワルド 「五重奏曲」より　第３楽章 C RU ¥2,700
エワルド 五重奏曲  第２番 C GS ¥3,600 エヴァルド金管五重奏曲集/ロシアン・ブラス

エワルド 五重奏曲  第３番 C GS ¥4,000 エヴァルド金管五重奏曲集/ロシアン・ブラス

ワイゼン コンチェスター・ファンタジー C SMC ¥4,800
ジャン.ジャン.フォスター B ﾔﾏﾊ ¥3,400

フラッケンポール ポップ組曲 B KM ¥2,600
ガーシュイン 「ポギーとベス」より C MUP ¥5,180
ヘンデル 「水上の音楽」 より アレグロ・マエストーソ （2TP.HR.TB.TU B EXP ¥1,750
ヘンディー セントルイス・ブルースマーチ B MUP ¥2,700 東京メトロポリタン・ブラス・クインテット

ホルスト 第１組曲 B Tou ¥6,900
ホロヴィッツ ミュージックホール組曲 B Ｎｏｖ ¥14,300 ベルリンフィルブラスクインテット/クリンゲン

ジョップリン ラグタイムダンス B Wha ¥2,700
クライスラー 愛の喜び B Dob ¥3,200
ケッツァー 五重奏曲　作品65 C EMR ¥9,800
ケッツァー 小さなサーカスマーチ　作品79A C EMR ¥4,400
ケッツァー 子供のサーカス　作品79ｂ C EMR ¥7,700 ロンドンブラス/高貴なるブドウ酒を讃えて

ミーチャム アメリカンパトロール  B KM ¥2,200
ムーレ ロンド B RU ¥1,950
プロコフィエフ/高橋ロメオとジュリエット C ドレミ ¥2,500 東京メトロポリタン・ブラス・クインテット

パーセル トランペットヴォランタリー B RK ¥2,800
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ B Tap ¥3,000
シューベルト アヴェ・マリア B EXP ¥3,500
すぎやまこういち ドラゴンクエスト C ドレミ ¥2,500
シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 B Dob ¥2,730
ヴェルディ 凱旋行進曲　「アイーダ」より B EXP ¥3,500
ヴェヴァルディ 「四季」より春 C EXP ¥3,400
ワーグナー 「ローエングリン」よりエルザの大聖堂への行進 B EXP ¥2,700
渡部　哲哉 ブラス・カラーズ C Foster ¥14,000

・金管六重奏以上・
モーツァルト アヴェ・ヴェルム・コルプス (2TP.HR.TB.EUP.TUB) B ｱﾙｿ ¥1,800 華麗なるブラスアンサンブルの世界Ⅱ

マイアベーア 戴冠式行進曲（2TP.PicTP.2HR.TB.EUP.TB） B ｱﾙｿ ¥2,000 華麗なるブラスアンサンブルの世界Ⅱ

ショパン ポロネーズ「軍隊」 (2TP.2HR.2TB.EUP.TUB) B ｱﾙｿ ¥2,000 華麗なるブラスアンサンブルの世界Ⅱ

ロジャース サウンド・オブ・メドレーⅠ（2TP.2HR.2TB.EUP.TUB) B ｱﾙｿ ¥3,000 華麗なるブラスアンサンブルの世界Ⅱ

モーツァルト ドイツ舞曲より　第1番、第6番 B 華麗なるブラスアンサンブルの世界Ⅱ

ロジャース サウンド・オブ・メドレーⅡ（2TP.2HR.2TB.EUP.TUB) B ｱﾙｿ ¥3,600 華麗なるブラスアンサンブルの世界Ⅱ

チャイコフスキー アラビアの踊り・ロシアの踊りトレパック B 華麗なるブラスアンサンブルの世界Ⅱ

不思議な国のアリス (2TP.2HR.2TB.EUP.TUB) B ﾔﾏﾊ ¥3,400
　/岩井直溥 サマー・サンバ　（3TP.HR.3TB.TUB) B ﾔﾏﾊ ¥4,500
　/岩井直溥 メイム　（3TP.HR.3TB.TUB) B ﾔﾏﾊ ¥4,500
　/真島俊夫 ゴー・フォー・イット　（4TP.4TB） C ﾔﾏﾊ ¥4,000
　/横内章次 モーニン　（3TP.2HR.2TB.TUB） B ﾔﾏﾊ ¥4,000
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作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・金管六重奏以上・

高橋伸哉 金管七重奏のためのティータイム（2TP.HR.2TB.EUP.TUB C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,200 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol3/晴れた日は恋人と市場へ

ヘンデル/水口　透組曲　二長調　（PTP.TP（inC）.TP（Flugel).HR.2TB.EUP.T C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,800 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol11/空への祈り

シャルパンティエ/テ・デウム（PicTP（inA)PicTp(inD).Flugel.HR.3TB.TUB.(Ti C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,800 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol15/テレプシコーレ舞曲

建部知弘 晴れた日は恋人と市場へ！（3TP.HR.TB.BTB.EUP.TUB) B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol3/晴れた日は恋人と市場へ

ガーシュイン/黒川ガーシュイン・イン・ブラス（3TP.HR.2TB.EUP.TUB） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol11/空への祈り

プレトリウス／佐藤テレプシコーレ舞曲集（3TP.2HR.2TB.TUB.PER) C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥4,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol15/テレプシコーレ舞曲

八木澤教司 イントラーダ　金管八重奏のための（3TP.HR.3TB.（EUP).T B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol3/晴れた日は恋人と市場へ

八木澤教司 蒼光の紋章-終わりなき時への哀歌（3TP.HR.2TB.EUP.TU C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol11/空への祈り

八木澤教司 古代より伝わる三つの儀式（3TP.HR.3TB.TUB） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol15/テレプシコーレ舞曲

　/兼田　敏 二つのニグロ・スピリチュアル　（2TP.2HR.2TB.EUP.TUB) B 音友 ¥3,150
クレスポ ブルックナーエチュード　（2HR.3TB.TUB) C Lydke ¥5,900
デュカス ペリのファンファーレ　（3TP.3TB.4Hr.TUB） C Dur ¥5,000
ガブリエリ 第一旋法によるカンツォン （2TP．2TB/2TP．2TB） B MR ¥3,200
ガブリエリ ピアノとフォルテのソナタ  （2TP．HR．TB/4TB） B RK ¥3,800
ガブリエリ 第七旋法によるカンツォン第１番  （2TP．2TB/2TP．2TB） B RK ¥4,300
ガブリエリ 第七旋法によるカンツォン第２番  （2TP．2TB/2TP．2TB） B RK ¥3,800
ガブリエリ 第九旋法によるカンツォン  （2TP．HR.TB/2TP．HR．TB） B RK ¥1,150
ヘンデル 水上の音楽より （3TP．2HR．TB（TUB） B RK ¥5,100
オストランスキー 金管六重奏のための組曲　（2TP.HR.TB.EUP.TUB) B RU ¥1,900
リチャーズ 高貴なるぶどう酒を讃えて （4TP．HR．4TB．TUB） C SDC ¥11,200 ロンドンブラス/高貴なるブドウ酒を讃えて

ウール 祝典ファンファーレ  （9TP．6TB．PER） C EE ¥3,100 ＰＪＢＥ/ファンファーレ集

・混合管楽六重奏以上・
　　/岩井直溥 ベニーグッドマンメドレー（CL.Asax.Tsax.Bsax.3TP.TB.（C B ﾔﾏﾊ ¥5,000
　　/佐橋俊彦 ｲﾌ･ｳｨﾎｰﾙﾄﾞ・ｵﾝ・ﾄｩｹﾞｻﾞｰ（CL.Tsax.Bsax.2TP.HR.TB.） B ﾔﾏﾊ ¥4,500
天野正道 ル・カオス・エ・ラルモニエ（FL.2Asax.HR.EUP.PER） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol9/風のたわむれⅠ

天野正道 トォロワジエム・バレエ・シメリック（FL.2CL.HR.2TB.TUB.PE C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,800 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙVol9/風のたわむれⅠ

・金管／カナディアンブラスシリーズ・
アメージンググレイス　（2TP.HR.TB.TUB） C HAL ¥3,000

バッハ G線上のアリア C HAL ¥3,900
バッハ トッカータとフーガ　（2TP.HR.TB.TUB） C HAL ¥3,000
バッハ ブランデンブルグ組曲　第１番　（2TP.HR.TB.TUB） C HAL ¥3,600
デ.コスタ チューバタイガーラグ　（2TP.HR.TB.SoloTUB） B HAL ¥2,700
ヘンデル 組曲　「水上の音楽」より　（2TP.HR.TB.TUB） C HAL ¥3,000
ムーレ ロンド　（2TP.HR.TB.TUB） C HAL ¥3,000

初心者のための五重奏曲集 B HAL ¥10,000

・金管／ジャストブラスシリーズ・
シャイト 戦いの組曲  （2TP．HR．TB．TUB） B JB１ ¥4,000 ベルリンフィルブラスクインテット/クリンゲン
プレヴィン 金管五重奏のための4つの野外音楽  （2TP．HR．TB．TU C JB2 ¥6,100 フィリップジョーンズブラスアンサンブルの世界

ジョルヴェーズ ３つの舞曲　（2TP.HR.TB/TP.HR.TB.TUB） B JB4 ¥3,900 ＰＪＢＥ/ルネサンス名演集

ファーナビー 空想・おもちゃ・夢　（2TP.HR.TB.TUB) B JB5 ¥4,300 ＰＪＢＥ/ルネサンス名演集

ハワーズ ２つの入場のためのファンファーレ　（4TP.4TB） B JB6 ¥3,900
　/アイブソン編 フレール・ジャック  （2TP．HR．TB．TUB） B JB12 ¥3,800 ＰＪＢＥ/アンコール集

ガブリエリ ４声のカンツォーナ  （2TP．HR（TB）．TB） B JB13 ¥4,700
プレムルー ハーター・フェルからの音楽  （3TP．3TB） C JB14 ¥7,200
グリーグ 組曲  （2TP．HR．TB．TUB） B JB19 ¥6,000
スザート ルネサンス組曲  （2TP．HR．TB．TUB） B JB22 ¥5,900
アーン 金管六重奏の為の組曲  （3TP．3TB） C JB24 ¥4,200
ジョップリン ３つのラグ  （2TP．HR．TB．TUB） B JB25 ¥6,000 ＰＪＢＥ/アンコール集

バード オックスフォード伯爵のマーチ（PTP.3TP.HR.4TB.TUB） B JB26 ¥4,300
プーランク ソナタ　（TP.HR.TB) C JB29 ¥3,000 東京メトロポリタンブラストリオ

　　　　　　　　　　 グリーンスリーブス  （PTP．3TP．HR．4TB．TUB） B JB28 ¥3,400 ＰＪＢＥ/アンコール集

ガブリエリ ピアノとフォルテのソナタ （3TP．TB．HR．2TB．TUB） B JB30 ¥4,900 ＰＪＢＥ/ルネサンス名演集

ピーアソン ヒップリップ２　（2TP.HR.TB.TUB） C JB31 ¥6,100
ホロビッツ ファークソングファンタジー （2TP．HR．2TB） B JB33 ¥1,900
           古いフランス舞曲 （PTP．3TP．HR．4TB．TUB） C JB34 ¥6,300 ＰＪＢＥ/ルネサンス名演集

スカルラッティ ３つのソナタ  （2TP．HR．TB．TUB） C JB36 ¥6,000 ＰＪＢＥ/バロックコンサート

ヘーセル ３つのブラスキャット  （4TP．HR．4TB．TUB） B JB37 ¥5,500 ＰＪＢＥ/アンコール集

ヘーセル クラーケン  （4TP．HR．4TB．TUB） B JB38 ¥5,500 ＰＪＢＥ/アンコール集

パーセル トランペットチューンとアリア（4TP．HR．4TB．TUB） B JB40 ¥5,300 ＰＪＢＥ/バロックコンサート

　/アイブソン編 クリスマスクラッカー　（2TP.HR.TB.TUB） B JB43 ¥8,500
ガブリエリ ８声のカンツォン （2TP．2TB/2TP．2TB） B JB44 ¥3,600
スカルラッティ バロックソナタ　（2TP.HR.TB.TUB） C JB45 ¥6,500
ヘンデル シバの女王の入場　（PTP.3TP.HR.4TB.TUB) C JB46 ¥5,600
バッハ ３つのコラール　（4TP.HR.4TB.TUB.（PER）） C JB48 ¥7,000
エワルド 五重奏曲　変ニ長調　（2TP.HR.TB.TUB) C JB49 ¥7,500
ヘンリー８世 とげのないバラ　（2TP.HR.TB.TUB） C JB51 ¥8,200
アイブソン キャロリングブラス１（2TP.HR.TB.TUB） B JB55 ¥4,600
　/ハーヴェイ編 キャロリングブラス２（2TP.HR.TB.TUB） B JB56 ¥4,200 ロンドンブラス/きよしこの夜

パーカー ニューヨークのロンドン子Part1 （EbTP．3TP．HR．4TB．TU C JB57 ¥11,500
パーカー ニューヨークのロンドン子Part2 （EbTP．3TP．HR．4TB．TU C JB58 ¥8,500
バッハ ブランデンブルグ協奏曲　第3番　（3TP.Flugel.HR.4TB.TU C JB59 ¥7,360
シャイト 祭典組曲　（2TP.HR.TB.TUB） B JB60 ¥5,520

 2015アンサンブル譜 クレフ楽器 Page9 



作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・金管／ジュニアジャストブラスシリーズ・

ハワーズ ブラスのための組曲  （2TP．HR．TB） B JJB1 ¥4,400
ヘイツェル ４人のための組曲  （2TP．HR．TB） B JJB6 ¥5,400
グリーグ 3つのノルウェー民謡　（2TP.HR.TB.TUB.PER) B JJB7 ¥3,400
マクドナルド 3つの小景　（2TP.HR.TB.TUB) B JJB8 ¥4,600
プレトリウス テレプシコーレより舞曲　（2TP.HR.TB.TUB.PER） B JJB12 ¥5,200
ジェイコブ ５つのバガテル  （2TP．HR（TB）．TB） B JJB14 ¥4,200
クレス 3つのハンガリー民謡　（2TP.HR（TB).TB（EbBass).PER) B JJB17 ¥4,600

・金管／ジャストブラスロリポップシリーズ・
ドヴォルザーク ユーモレスク　（2TP.HR.TB.TUB) B JPL2 ¥3,300
ジョップリン イージーウィナーズ （PTP．3TP．HR．3TB．BTB．TUB） C JLP6 ¥3,200
グレンジャー 羊飼いの歓声  （2TP．HR．TB．TUB） B JLP8 ¥3,100

・金管／ロンドンブラスシリーズ・
バッハ ブラスのための組曲（3TP.Flugel.HR.4TB.TUB） C ¥10,000
ビゼ－ カルメン組曲 （4TP．HR．4TB．TUB．(PER)） C ¥9,400
シャルパンティエ 「ラ.デウム」よりプレリュード （2TP．HR．TB．TUB） B ¥2,100
クリース グラナドス組曲　（4TP.HR.4TB.TUB) C ¥10,500
ドヴォルザーク スラブ舞曲　第８番　（3TP.Flugel.HR.4TB.TUB） B ¥6,000
フランク イントラーダ （4TP．HR．4TB．TUB） B ¥4,800 ロンドンブラス/バロックブラス

ガーシュイン バイ・ジョージ （2TP．HR．TB．TUB） C ¥9,300
ガーシュイン アイ・ゴット・リズム　（4TP.HR.4TB.TUB.（PER)) C ¥6,600
グート エドワーディアーナ　（2TP．HR．TB．TUB） C ¥7,600
グリーグ 「ペールギュント」より　　（2TP．HR．TB．TUB） C ¥7,400
グリーグ ノルウェーの踊り　第２番　（2TP.HR.TB.TUB） B ¥4,200
グリーグ 過ぎさりし春　（2TP.HR.TB.TUB） B ¥4,200
ヘンデル 陽気な鍛冶屋 （2TP．HR．TB．TUB） C ¥3,700 ロンドンブラス/バロックブラス

ヘンデル 水上の音楽より （2TP．HR．TB．TUB） C ¥4,900
　/ハーヴェイ編 リパブリック賛歌 （4TP．HR．4TB．TUB．(PER)） B ¥5,800 ロンドンブラス/コンドルは飛んで行く

　/ハーヴェイ編 ディン・ドン・メリリー・オン・ハイ （4TP．HR．4TB．TUB．(PE B ¥5,800 ロンドンブラス/きよしこの夜

　/ハーヴェイ編 フェスティヴ・チアー （4TP．HR．4TB．TUB．(PER)） B ¥8,800 ロンドンブラス/きよしこの夜

アイブソン ポストホルン・ギャロップ（Posthorn(TP）2.PTP.TP.HR.4TB. B ¥6,297
ケーン ザウェイ.ユー.ルック.トゥナイト　（4TP.HR.4TB.TUB） B ¥10,800
ララ グラナダ （4TP．HR．4TB．TUB．（2PER)） B ¥10,800 ロンドンブラス/スペインへの招待

リスト ハンガリアンラプソディ第２番　（PTP.3TP.HR.4TB.TUB） C ¥11,200
マンシーニ 酒とバラの日々 （SoloBTB．4TP．HR．3TB．TUB．PER） C ¥4,800 ロンドンブラス/高貴なるブドウ酒を讃えて

　/モワット編 クリスマスソング　（3TP.Flugel.HR.4TB.TUB） B ¥7,800
パラディス シチリアーノ　（4TP.SoloHR.4TB.TUB） B ¥5,800
パーセル アブデレイザーより組曲　（4TP.HR.4TB.TUB） C ¥7,100 ベルリンブラス/シバの女王の入城

ラモ－ タンブリン （2TP(Flugel)．HR．TB．TUB） C ¥3,700 ロンドンブラス/バロックブラス

・トランペットアンサンブル・
ブリテン 聖エドマンズバリーのためのファンファーレ （3TP） B BO ¥2,600 トランペット5　Vol2

ポラック ザッツ･プレンティ（4TP) B ﾔﾏﾊ ¥3,400
スザート ３つの舞曲 （4TP） B KM ¥1,700
シャイト カンツォンコルネット　（4TP） C JWC ¥7,200 まあくんず/フェスティバルファンファーレ

シャイト カンツォンコルネット　（4TP.PF） C Wolf ¥5,100
シンプソン ソナチネ （4TP） C CF ¥2,000 金管アンサンブル名曲集Ⅰ

トマジ 組曲　（3TP） C AL ¥4,000 トランペット5

    /ヴォックスマン四重奏曲  （4TP） B RU ¥5,100
レイノルド ５本のトランペットのための音楽　（5ＴＰ） C RK ¥4,900 トランペット5　Vol2

・ホルンアンサンブル・
ライヒャ ６つの三重奏曲　作品８２ （3Hr） B Hoｆ ¥2,900
ボザ 組曲　（4Hr） C AL ¥4,500 ジャパンホルンカルテット/ホルンシグナル

ヒンデミット ソナタ　（4Hr） C BSS ¥7,000 ジャパンホルンカルテット/ﾋﾝﾃﾞﾐｯﾄ4本のﾎﾙﾝ

ケッツァー サンク・ヌーヴェル　（4Hr) C Bim ¥6,700 ジャパンホルンカルテット/サンク・ヌーヴェル

リー ４つのカンツォン　（4Hr） C HN ¥900
パーキンス ４本のホルンのための協奏曲　（4Hr) C Phoenix ¥5,000 アレキサンダーホルンアンサンブルジャパン

ローゼンタール ジャーマンホルン四重奏曲 Ｖｏｌ１　（4Hr） B WIN ¥3,800
ローゼンタール ジャーマンホルン四重奏曲 Ｖｏｌ２　（4Hr） B WIN ¥4,000
ローゼンタール ジャーマンホルン四重奏曲 Ｖｏｌ３　（4Hr） B WIN ¥4,000

・ホルンアンサンブル・
ショ－ フリッパリーズ Vol１　（4Hr） C HN ¥2,000
ショ－ フリッパリーズ Vol２　（4Hr） C HN ¥1,700
シャントル さあ、狩りに行こう　（4Hr） C HN ¥2,100 つの笛集団/ホルンアンサンブル

ウェーバー 四重奏曲　第１番　（4Hr） B BR ¥2,100 ウィーンフィルハーモニアホルン四重奏

ウィギンズ ５つミニチュア　（4Hr) B Phoenix ¥2,800 ジャパンホルンカルテット/サンク・ヌーヴェル

　　 ホルンシンフォニー　（4Hr） A RU ¥1,200
  /ヴォックスマン 四重奏曲　（4Hr） B RU ¥4,600
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作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD

・トロンボーンアンサンブル・
ベートーヴェン 三重奏曲  （3TB） B KM ¥1,700
ペダーソン テナートロンボーン三重奏曲 第２集 （3TB） C KM ¥2,400
ペダーソン １０の三重奏曲  （3TB） C KM ¥2,600

１７の小品集　第２巻　（4TB） B IMC ¥1,900
ベートーヴェン 3つのエクアーレ (4TB) B JWC ¥4,040
ブレゼヴィッチ コンサート・ワルツ　（4TB） B RU ¥1,100
ボザ 三つの小品 （4TB） C AL ¥4,200
ドンディーヌ 組曲 （4TB） C EMR ¥4,800 東京ＴＢアンサンブル/モルトトロンボーン

ドヴォルザーク ユーモレスク （4TB） B RM ¥1,950
ガーシュウィン ポートレイト （4TB） C RS ¥4,790
ジェルヴェーズ 組曲 （4TB） C RS ¥2,400 金管アンサンブル名曲集Ⅰ

グノー マリオネットの行進　（4TB） B RU ¥1,200
ジョップリン イージーウィナーズ （4TB） C RS ¥4,300
小長谷宗一 ドリーム （4TB） C EMR ¥3,000
　　/長生淳 小さな世界　（4TB） B ﾔﾏﾊ ¥3,000
オストランスキー 2つのエピソード　（4TB/2TB.EUP.TUB) B RU ¥1,200
ピータース 組曲 作品８２ （4TB） B P ¥5,000
ポラック トロンボーン・ア・プレンティ　（2TB.Eup.Tub） A Hal ¥4,800
シュルツネヒト ファイティングトロンボーン （4TB） B EMR ¥2,600
建部知弘 「ケンタウル祭の夜に」　（4TB） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,800
ティボー 序奏、主題と変奏 （4TB） C EMR ¥3,900 金管アンサンブル名曲集Ⅰ

テレマン ４声の協奏曲 （4TB） C EMR ¥2,140 東京トロンボーンアンサンブル/リサイタル

トロンボーンシンフォニー （4TB） A RU ¥1,200
  /ヴォックスマン 四重奏曲 （4TB） B RU ¥6,200

・バリチューバ四重奏・
アーレン/宮川 虹の彼方に B ﾔﾏﾊ ¥3,400
天野正道 四重奏曲 C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,600 テュービアム/テュービアムダンス

バッハ 主よ人の望みの喜びよ B SMC ¥2,300
バッハ 目覚めよと呼ぶ声あり B CMP ¥2,300
C.P.Eバッハ ソルフェジェット C SMC ¥800
ベルリオーズ ハンガリー行進曲 B CMP ¥3,300
　/ベリー編 タイガー・ラグ A Hal ¥4,500
　/クリステンセン編マンボＮｏ５ A Hal ¥4,500
デンツァ/福田編 フニクリ・フニクラ・ファンタジー C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,500 ラスティックバリテューバアンサンブル

ドリーブ/ミード編 フラワーデュエット B Stu ¥2,400
フラッケンポール ポップ組曲 C KM ¥2,700 バリ・チューバアンサンブル

コリア/前田憲男編スペイン C HES ¥2,800
ジェルヴェーズ ダンス組曲 C CMP ¥2,500
ジョップリン ユーフォニックサウンド C CMP ¥2,700
ジョップリン ラグタイムダンス C CMP ¥3,300
レハール/鈴木英史喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000
マンシーニ ピンクパンサー B KM ¥2,100
モーツァルト チューバセレナーデ B EE ¥3,600 ＰＪＢＥ/アンコール集

ニーハウス キーストンチョップ B KM ¥1,700 金管アンサンブル名曲集Ⅰ

ニーハウス オール.トゥー.スーン B KM ¥1,800
ニーハウス ブラスタックス B KM ¥2,300
ニーハウス チューバレーション B KM ¥2,000
　/ニーハウス ロンドンデリーの歌 B KM ¥2,600
ペローニ/前田編 コーヒールンバ B HES ¥2,800
ロッシーニ ウィリアムテル序曲 C Stu ¥4,200
スティーブンス ダンス C Peer ¥4,300
シンバル/前田編 ミスターベースマン B HES ¥2,800
　/スイニー編 テキーラ B Hal ¥4,500
戸田　顕 小組曲　「テュービアム・ダンス」 C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,500 テュービアム/テュービアムダンス

戸田　顕 グリーンスリーヴス・ファンタシー B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000
ヴァスコーニ プロムナード C SMC ¥1,900 金管アンサンブル名曲集Ⅰ

ヴェルディ 「運命の力」序曲 C Stu ¥3,900
八木澤教司 バリ・テューバ四重奏曲「ラプソディー」 B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000 テュービアム/テュービアムダンス
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作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD

・パーカッションアンサブル・
バーネット 緩やかな三重奏 （3PER） A Bel ¥2,100
ブラウン スリー・バイ・スリー （3PER） B Bel ¥1,900
フィルドステイン １５のパーカッションアンサンブル　（3PER） A Bel ¥2,300
グットマン パーカッションのためのスケルツォ  （3PER） A Bel ¥1,500
福田　洋介 ラプソディⅢ　　凛　（3PER） C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥2,700
MATARO ファースト・ストロー　（3PER) C JPC ¥3,100 ＪＰＣアンサンブルコレクション第4集

杉山　義隆 小竹浜獅子舞による幻想曲　（3PER) B 教芸 ¥3,800
アーベル アッシュランド高地 （4PER） B Lud ¥2,000
ブロッドマン グリーティング・トゥ・ハーマン　（4Per） B ZIM ¥2,700 ＪＰＣアンサンブルコレクション第1集

チローネ トリップティック　（4PER） C Bel ¥5,300 ＪＰＣアンサンブルコレクション第1集

ハッドキンソン ドローイング：セットNo1　（4PER) C M.Per ¥2,800 ＪＰＣアンサンブルコレクション第1集

ホーヴィット インタープレイ（4PER) C SMC ¥5,300 ＪＰＣアンサンブルコレクション第2集

モーアー キャラクターズ　3　（4Per) B Lud ¥2,300
オストリング パーカッションのための組曲 （4PER） B Bel ¥2,200
八木澤教司 乙女の祈り　（4PER) C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol8/セレモニー

八木澤教司 スピリチュアル　（4PER) C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,000
チローネ オーバーチュア・イン・パーカッション（5PER) B Bel ¥4,400 ＪＰＣアンサンブルコレクション第3集

フィンク ヴィブラカッション　（5PER) C OTT ¥6,000 ＪＰＣアンサンブルコレクション第2集

猪俣　猛 ｢大地の鼓動」”自由への戦い”（5PER) C JPC ¥2,700 ＪＰＣアンサンブルコレクション第6集

ミラー ５つ小品　（5PER) B Lud ¥3,000 ＪＰＣアンサンブルコレクション第2集

ローズ オグン　バダグリス　（5PER) C BSS ¥13,500 華麗なるパーカッションの世界Ⅱ

スピアーズ スキャンパー　（5PER） C Bar ¥2,300
八木澤教司 バッカナール　（5PER) C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,300
吉岡　孝悦 5人の打楽器奏者のてｍの「セレモニー」　（5PER) C ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,200 ﾌﾞﾚｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾚｸｼｮﾝVol8/セレモニー

アーベル ホリディスペシャル  （6PER） B Lud ¥2,000
ベック ﾃｨﾝﾊﾟﾆとﾊﾟｰｶｯｼｮﾝｱﾝｻﾌﾞﾙのための協奏曲  （6PER） C KM ¥2,800
カルノ 六重奏　（6PER) C Mper ¥7,100
チャベツ トッカータ （6PER） C Bel ¥4,500
デル・ボルゴ プレリューディオ・フォー・パーカッション（6Per) C KM ¥2,800
デ・ポンテ 祝典とコラール　（6PER) C Mper ¥3,100 金管・打楽器アンサンブルの魅力

ファース ６人の小さなインディアン  （6PER） B CF ¥1,900
ゴメス マンボ・アフリカーナ　（6PER) B SMC ¥3,500 ＪＰＣアンサンブルコレクション第3集

ホルスト/菅原淳 「木星」　組曲「木星」より C JPC ¥3,300 ＪＰＣアンサンブルコレクション第6集

伊藤　康英 バリ島からの幻想曲’84　（6PER） C Ito ¥4,000 管楽アンサンブル名曲集

マンシーニ 小象の行進　（6PER） B ﾔﾏﾊ ¥3,400
ミーチャム アメリカンパトロール  （6PER） B KM ¥2,800 管楽アンサンブル名曲集

ピーターセン パーカッション小品  （6PER） A KM ¥1,600
高橋伸哉 ６人の打楽器奏者のための”ジャグラー”  （6PER） B ﾌﾞﾚｰﾝ ¥4,000 小川佳津子&ステラ21

マンシーニ 両極端 （7PER） C KM ¥3,000
野本　洋介 ミラ　（7PER) B JPC ¥3,300 ＪＰＣアンサンブルコレクション第6集

シンスタイン パーカッションのためのスケルツォ  （7PER） B SMC ¥1,600
ベック 打楽器アンサンブルのための序曲  （8PER） C KM ¥3,300 管楽アンサンブル名曲集

ベック ﾄﾞﾗﾑｾｯﾄとﾊﾟｰｶｯｼｮﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙのための協奏曲  （8PER） C KM ¥4,600
ブラント ティファナサンバ  （8PER） B KM ¥2,200 華麗なるパーカッションの世界Ⅲ

グットマン ソウル.グットマン.メモリアル Bel ¥7,900
　パーカッションのためのスケルツォ （3PER） A
　テーマ　アンド　ヴァリエーション　（4PER) B

　プロリフェレイション　スイ－ト　（4PER) B

　カノン　フォー　パーカッション　（6PER) B

以上税抜価格

お電話、ファクシミリでの注文も承っております。

ク　レ　フ　楽　器
〒305-0033  つくば市東新井８－１３

TEL ０２９-８５１－６４２６

FAX ０２９-８５１－６４２７
http://homepage2.nifty.com/clefgakki/

E-mail clefgakki@nifty.com
AM１０：００～PM７：００ / 定休日･火曜日
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