
著　者 題　名 出版社 値段（税抜）
フルート教則本

アルテ/比田井洵編 フルート教則本　第1巻 JFC ¥3,300
アルテ/比田井洵編 フルート教則本　第2巻 JFC ¥3,500
アルテ/比田井洵編 フルート教則本　第3巻 JFC ¥4,000
アルテス フルート教則本　第1巻 シンフォニア ¥3,800
アルテス フルート教則本　第2巻 シンフォニア ¥3,500
アンデルセン 18の練習曲集　作品41 GS ¥1,500
アンデルセン 24の練習曲集　作品15 CF ¥1,900
ベルビギエ 18の練習曲 JFC ¥1,000
ガリボルディ 20の小さな練習曲集　作品132 AL ¥4,300
ガリボルディ 20の小さな練習曲集　作品132 JFC ¥1,200
ガリボルディ 音階の練習　作品127 シンフォニア ¥2,000
カルク＝エラート 30のエチュード 全音 ¥1,000
ケーラー 作品33練習曲 ドレミ ¥1,500
ケーラー 35の練習曲集　第1巻　作品33-1 CF ¥1,600
ケーラー 35の練習曲集　第2巻　作品33-2 CF ¥1,700
ケーラー 25のロマンティックな練習曲集　作品66 ZIM ¥2,400
金　昌国 金　昌国フルート教本　1 ジュピター ¥2,500
トレバー・ワイ/井上昭史訳 トレバー・ワイいちばんはじめのフルート教本 音楽之友社 ¥1,700
トレバー・ワイ/井上昭史訳 トレバー・ワイ　フルート教本1　音づくり　CD付 音楽之友社 ¥3,800
トレバー・ワイ/井上昭史訳 トレバー・ワイ　フルート教本2　テクニック 音楽之友社 ¥2,200
トレバー・ワイ/井上昭史訳 トレバー・ワイ　フルート教本3　アーティキュレーション 音楽之友社 ¥1,800
トレバー・ワイ/井上昭史訳 トレバー・ワイ　フルート教本4　音程 音楽之友社 ¥1,800
トレバー・ワイ/井上昭史訳 トレバー・ワイ　フルート教本5　呼吸法とスケール 音楽之友社 ¥2,400
トレバー・ワイ/井上昭史訳 トレバー・ワイ　フルート教本6　応用編 音楽之友社 ¥2,200
モイーズ/吉田雅夫訳 ソノリテについて　方法と技術 AL ¥5,000
モイーズ フルートのための24の旋律的小練習曲（初級） AL ¥4,700
モイ－ズ フルートのための25の旋律的練習曲と変奏（中級） AL ¥4,300
モイーズ ベルビギエの練習への18の練習曲集 AL ¥4,700
ペレリット フルートのためのモダンフィンガリング Alfred ¥3,850
タファネル/ゴーベール 17のメカニズム日課大練習 AL ¥6,800

上級フルート教本　第1巻 HAL ¥1,700
小泉　浩 朝練フルート 全音 ¥1,000

中学生・高校生のための管打楽器入門　フルート 音楽之友社 ¥1,600
GOGO吹奏楽　レベルアップ　フルート ヤマハ ¥1,500
フルートのためのデイトレ オンキョウ ¥500

クラリネット教則本
ブランクー 40の旋律的で前進的な練習曲　第1巻 AL ¥4,300
カヴァリーニ 30のカプリス GR ¥2,900
デムニッツ 初級教本 P ¥2,400
ディディエ クラリネット奏者のための音階1（19世紀の音楽） HL ¥4,500
ディディエ クラリネット奏者のための音階2 HL ¥4,500
アイヒラー クラリネットスケール 国立 ¥1,000
グルーサン クラリネット学習のための合理的原則 日仏 ¥1,300
グルーサン 音階と分散和音　第1巻 GB ¥1,500
クローゼ クラリネット教本 全音 ¥3,200
ランスロ クラリネットの初歩 日仏 ¥800
ランスロ 26のエチュード 日仏 ¥1,100
ランスロ ベルビギエ・クラマー・カイザーによる15の練習曲集 Tra ¥1,900
ランスロ グルワルド・カイザー・エルマンによる25の易しく漸進的な練習曲集 Tra ¥2,200
ランスロ 33の練習曲集　第1巻 Tra ¥2,300
ランスロ 33の練習曲集　第2巻 Tra ¥1,700
ジャンジャン クラリネット奏者の”座右の銘” AL ¥5,300
ジャンジャン 段階的、旋律的練習曲集　第2巻 AL ¥5,300
ローズ 32の練習曲集 AL ¥7,600
ローズ 32の練習曲集 IMC ¥2,500
ローズ 32のエチュード 全音 ¥1,400
ローズ 40の練習曲集　第2巻 CF ¥1,600
ローズ 40のエチュード 全音 ¥1,600
ローズ 20の大練習曲 IMC ¥2,000
ローズ 20のグランドエチュード 全音 ¥1,600
大橋幸夫 クラリネット教則本 全音 ¥1,700
鈴木良昭 朝練クラリネット 全音 ¥1,000

中学生・高校生のための管打楽器入門　クラリネット 音楽之友社 ¥1,600
クラリネット運里本 ドレミ ¥1,000

角田　晃 クラリネット教本 ドレミ ¥1,000
GOGO吹奏楽　レベルアップ　クラリネット ヤマハ ¥2,000
クラリネットのためのデイトレ オンキョウ ¥500
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著　者 題　名 出版社 値段
オーボエ教則本

ブラット 20の練習曲 GB ¥1,350
フェルリンク 18のエチュード　作品12 全音 ¥1,500
フェルリンク 48のエチュード　作品31 全音 ¥1,800
ヒンケ 初級オーボエ教本 P ¥2,000
ヒンケ オーボエ入門のための基礎練習 全音 ¥1,600
ヴィーデマン 45のエチュード 全音 ¥1,500
梅原美男 オーボー教則本 全音 ¥1,700
山本安洋 朝練オーボエ 全音 ¥1,000

中学生・高校生のための管打楽器入門　オーボエ 音楽之友社 ¥1,600
オーボエのためのデイトレ オンキョウ ¥500

ファゴット教則本
ミルデ 25のエチュード　作品24 全音 ¥1,400
スタディオ 難しいパッセージとソロの部分の練習 GR ¥2,500
ワイセンボーン バスーン練習曲集　第1巻 P ¥3,600
ワイセンボーン バスーン練習曲集　第2巻 P ¥3,900
ヴァイセンボーン 初級者のためのファゴット練習曲　第1巻 全音 ¥1,700
山本安洋 朝練ファゴット 全音 ¥1,000

中学生・高校生のための管打楽器入門　ファゴット 音楽之友社 ¥1,600

サクソフォーン教則本
クローゼ 日課練習曲集 CF ¥2,100
クローゼ/ミュール編 日課練習曲集 AL ¥4,900
ラクール 50の易しく漸進的な練習曲集　第1巻 GB ¥1,900
ラクール 50の易しく漸進的な練習曲集　第2巻 GB ¥2,000
ミュール サミによる24の易しい練習曲集 AL ¥3,700
ニーハウス ジャズコンセプション　ベーシック　Vol1（CD付） Try P C ¥4,800
小串俊寿 サクソフォーンスケールレッスン オンキョウ ¥1,500
小串俊寿 サクソフォーンレッスン オンキョウ ¥900
ルソー ハイ・トーンのための練習曲集 MMB ¥4,300
須川展也 サクソフォーンのためのトレーニングブック 音楽之友社 ¥1,200
阪口　新 サクソフォーン教則本 全音 ¥1,700
中村　均 朝練サクソフォーン 全音 ¥1,000
目崎紫野 一目でわかるサクソフォン上達法　DVD付 サーベル ¥2,600

いますぐアルトサックス　伴奏CD付 全音 ¥1,800
アルトサックス独習ナビ　模範演奏＋カラオケCD付 全音 ¥1,900
中学生・高校生のための管打楽器入門　サクソフォーン 音楽之友社 ¥1,600

MALTA MALTAのジャズポップスサクソフォーン入門 音楽之友社 ¥2,000
大室勇一 サクソフォーン教本 ドレミ ¥1,000

サクソフォン入門 ドレミ ¥1,000
アルトサックス・アドリブ・トレーニング ドレミ ¥2,000
今日からサクソフォン　入門から中級まで ヤマハ ¥2,400
今日からもっとうまくなるアルトサックス教本　初級から中級まで ヤマハ ¥2,500
超入門サックス塾　 ヤマハ ¥900

大森　明 実践JAZZ　Ad　lib.テナーサックス　上巻 ヤマハ ¥2,500
ザジャズ道CD付　アドリヴの極意　アルトサックス ヤマハ ¥2,500
ザジャズ道CD付　アドリヴの極意　テナーサックス ヤマハ ¥2,500
GOGO吹奏楽　レベルアップサクソフォン ヤマハ ¥1,500
ブラスバンドのためのジャズアンサンブル　アルトサクソフォーン ATN ¥1,800
はじめてのビックバンド　アルトサックス編 リットー ¥2,800
アルトサックスのためのデイトレ オンキョウ ¥500
テナーサックスのためのデイトレ オンキョウ ¥50
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著　者 題　名 出版社 値段（税抜）
トランペット教則本

アーバン アーバン金管教本　 全音 ¥2,800
アーバン 14の性格的練習曲 全音 ¥1,500
クラーク 技巧練習曲集 CF ¥2,800
クラーク 特長のある練習曲集 CF ¥2,800
クラーク セッティング・アップ・ドリル CF ¥1,100
コンコーネ 叙情的練習曲 BIM ¥2,500
ディヴィス 20分間のウォームアップ HIP ¥4,400
ゲッチェル 実用練習曲 WB ¥1,400
ゴールドマン 日々のアンブッシャーの練習 CF ¥750
ゴードン 日々の練習への系統的アプローチ CF ¥4,000
ゴードン 金管演奏の基礎への身体的アプローチ CF ¥1,500
ゴードン 舌の練習 CF ¥2,100
コリン リップ・フレキシビリティのための上級教則本 CC ¥3,200
ヘリング 28の旋律的で技巧的な練習曲集 CF ¥1,750
ヘリング 32の練習曲集 CF ¥2,700
ヘリング 40の漸進的な練習曲集 CF ¥2,300
コープラッシュ 60の練習曲集　第2巻 CF ¥1,850
コプラッシュ 60のエチュード（トランペット） 全音 ¥1,600
シュロスベルグ 毎日の練習と技巧的練習曲集 BRN ¥2,900
スタンプ 最新トランペット教則本ウォームアップ+練習曲　(CD付） BIM ¥6,200
ティボー 新しいトランペット技巧教本 AL ¥4,500
中山富士雄 トランペット教則本 全音 ¥1,700
藤井　完 朝練トランペット 全音 ¥1,000

中学生・高校生のための管打楽器入門　トランペット 音楽之友社 ¥1,600
トランペット&コルネット教本 ドレミ ¥1,000
超入門　トランペット塾 ヤマハ ¥900
今日からもっとうまくなる　トランペット　初級から中級まで ヤマハ ¥2,500
はじめてのビックバンド　トランペット リットー ¥2,800
トランペットのためのデイトレ オンキョウ ¥500

ホルン教則本
フェーン 柔軟なホルン演奏のための練習曲集 PRE ¥1,250
ファーカス フレンチホルンの演奏技法 SUM ¥2,800
ファーカス/守山光三　訳 フレンチホルンの演奏技法 全音 ¥2,300
コープラッシュ 60の練習曲集　第1巻 CF ¥1,800
コープラッシュ 60の練習曲集　第2巻 CF ¥1,650
コプラッシュ 60のエチュード（ホルン） 全音 ¥1,600
ランゲー ホルン教本 CF ¥4,000
リトル アンブッシャーのための練習曲 BM ¥1,150
マキシム-アルフォンス 新しい200の練習曲集　第1巻 AL ¥7,700
マキシム-アルフォンス 新しい200の練習曲集　第2巻 AL ¥4,500
ミューラー 34の練習曲　第１巻 IMC ¥3,200
ポッタ 毎日の練習曲集 BM ¥1,050
パリス 毎日の練習とスケール CF ¥1,350
タックウェル フレンチホルンの奏法 全音 ¥1,300
ヴェグレ ホルンがもっとうまくなる 音楽之友社 ¥1,800
山本　真 朝練ホルン 全音 ¥1,000

中学生・高校生のための管打楽器入門　ホルン 音楽之友社 ¥1,600
ホルンのためのデイトレ オンキョウ ¥500

トロンボーン教則本
アーバン スライド及びヴァルブ式トロンボーン.バリトンのための教本 CF ¥4,500
バムブーラ トロンボーン教本 FH ¥4,900
ブルーム Fアタッチメント付トロンボーンのための36の練習曲集 CF ¥1,700
クラーク ヘ音記号表示による楽器の為の練習曲集 CF ¥2,000
ラフォース 総合教則本　第1巻 AL ¥5,500
コープラッシュ 60の練習曲集　第1巻 CF ¥1,600
コプラッシュ 60のエチュード（トロンボーン） 全音 ¥1,600
ミューラー 技巧練習曲集　第1巻 CF ¥3,000
レミントン ウォームアップ練習曲集 ACU ¥3,100
ロシュート ボルドーニのヴォカリーズに基づく旋律的な練習曲集　第1巻 CF ¥3,200
ロシュート ボルドーニのヴォカリーズに基づく旋律的な練習曲集　第2巻 CF ¥3,100
スローカー ウォームアップと技巧の日課練習曲 BIM ¥4,000
山本正人 トロンボーン教則本 全音 ¥1,800
和田美亀雄 朝練トロンボーン 全音 ¥1,000

中学生・高校生のための管打楽器入門　トロンボーン 音楽之友社 ¥1,600
萩谷克己 トロンボーンスケールレッスン オンキョウ ¥1,500

トロンボーンのためのデイトレ オンキョウ ¥500

 2015.教則本 クレフ楽器 Page3



著　者 題　名 出版社 値段
ユーフォニウム教則本

アーバン スライド及びヴァルブ式トロンボーン.バリトンのための教本 CF ¥5,600
ロシュート ボルドーニのヴォカリーズに基づく旋律的な練習曲集　CD付 CF ¥3,200
山本　孝 朝練ユーフォニウム 全音 ¥1,000

中学生・高校生のための管打楽器入門　ユーフォニウム 音楽之友社 ¥1,600
ユーフォニウムのためのトレーニングブック 音楽之友社 ¥1,000

三浦　徹 ユーフォニアム教本 ドレミ ¥1,600
ユーフォニムのためのデイトレ オンキョウ ¥500

チューバ教則本
アーバン/プレスコット ファースト・アンド・セカンド・イヤー CF ¥3,100
ブレゼヴィッチ 70の練習曲集　第1巻 RK ¥2,400
ブレゼヴィッチ 70の練習曲集　第2巻 RK ¥1,400
ボルドーニ 43のベルカント練習曲 RK ¥3,100
コープラッシュ 60の練習曲集 RK ¥2,200
渡辺　功 朝練テューバ 全音 ¥1,000
稲川榮一 チューバ教本 ドレミ ¥1,800

管楽器入門シリーズ　バス（チューバ・ユーフォニム）入門 ドレミ ¥1,200
チューバのためのデイトレ オンキョウ ¥500

コントラバス教則本
シマンデル 新ダブルベース教則本 CF ¥4,300
永島義男 朝練コントラバス 全音 ¥1,000
海田明裕 初心者のウッドベース教本　模範演奏入り・練習用CD付 オンキョウ ¥3,000

パーカッション教則本
ストーン マレットコントロール LUD ¥1,800
ストーン スティックコントロール LUD ¥3,600

打楽器教則本 全音 ¥1,900
松倉利之 朝練パーカッション 全音 ¥1,000

中学生・高校生のための管打楽器入門　パーカッション 音楽之友社 ¥1,600
塚田　靖 小太鼓のための基礎練習 音楽之友社 ¥1,600
S.グッドマン/雨宮靖和　訳 現代のティンパニ奏法 音楽之友社 ¥2,800
石川　武 パーカッション奏法＆リズム・アンサンブル 音楽之友社 ¥3,800
網代景介/岡田知之 小太鼓100曲集 共同 ¥2,500

   通常在庫にしてあります教則本の一覧表です。 以上税抜価格
すべて店頭にてご覧頂けます。

ク　レ　フ　楽　器
〒305-0033  つくば市東新井８－１３

TEL ０２９-８５１－６４２６
FAX ０２９-８５１－６４２７

AM１０：００～PM8：００ / 定休日･火曜日
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