
作曲家 曲名 出版社 税抜価格 参考ＣＤ
・フルートソロ・

C.P.Eバッハ フルートソナタ　イ短調 BA ¥1,900 神田寛明/アパッショナータ
J.S　バッハ/マイゼン無伴奏チェロ組曲・パルティータ 全音 ¥2,400
ドンジョン 独奏会用フルート練習曲集 全音 ¥700
ドビュッシー シリンクス Nov ¥1,650 工藤重典/フルート無伴奏曲集VolⅡ
イベール 小品 AL ¥2,600 高木綾子/ジェントル・ドリームズ
マレ スペインのファリア BA ¥1,600 工藤重典/フルート無伴奏曲集VolⅡ
ピアソラ タンゴ・エチュード HL ¥2,500 工藤重典/アヴェマリア
テレマン 無伴奏フルートのための12のファンタジー BA ¥1,200 ランパル/無伴奏ﾌﾙｰﾄのための12の幻想曲

・フルート and ピアノ・
バッハ ソナタ BWV1034.1035.1030.1032 BA ¥2,700 シュルツ/J.Sﾊﾞｯﾊ　フルートソナタ集
バッハ ソナタ　第４番 SMC ¥2,000
バッハ 管弦楽組曲　第2番 P ¥2,000
シャミナーデ 小協奏曲 ENO ¥3,200
ドビュッシー シリンクス（Solo)　小舟にて EMB ¥1,750
ドビュッシー 月の光 EMB ¥3,300
ドップラー ハンガリー田園幻想曲 BSS ¥2,800
ドップラー 子守唄・マズルカ JFC ¥1,000 中野真理/ロマンティックアルバム
デュティーユ ソナチネ AL ¥4,300 パユ/20世紀フランスフルート音楽
エネスコ カンタービレとプレスト ENO ¥3,100
フォーレ 幻想曲 IMC ¥1,900
フォーレ コンクールの小品 Bou ¥1,400 バイノン/ファンタジー
フランク ソナタ IMC ¥2,600 パユ/フルートソナタ
雁部一浩 三つのロマンスとソナチネ 音友 ¥2,300 ソナチネ北川森央ミニアルバム
ゴーベール マドリガル ENO ¥2,700 中野真理/ロマンティックアルバム
ゴーベール ノクテュルヌとアレグロ・スケルツァンド ENO ¥2,650 ゴールウェイ/ﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｫｰﾏｲﾌﾚﾝﾄﾞ
ヘンデル １１のフルートソナタ BA ¥2,700
イベール フルート協奏曲 AL ¥11,400
クーラウ 序奏とロンド GB ¥2,600 中野真理/ヴィルトーゾロマンス
モーツァルト 協奏曲　第2番　ニ長調 BR ¥2,400 パユ/モーツァルトフルート協奏曲
モーツァルト 協奏曲　第１番　ト長調　K313 全音 ¥1,200
モーツァルト 協奏曲　第2番　ニ長調　K314 全音 ¥1,200
モーツァルト 四重奏曲　第1番　二長調 UE ¥290 工藤重典/ﾓｰﾂｧﾙﾄ.フルート四重奏曲集
ノブロ メロディ JFC ¥500 40フルート小品集
プーランク フルートソナタ JWC ¥3,500 フルーリー/20世紀フランスのフルート音楽
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ JFC ¥900 バイノン/ファンタジー
ライネッケ ソナタ　「ウンディーヌ（水の精）」 IMC ¥3,400
サンサーンス ロマンス 作品３７ Dur ¥2,300 中野真理/ロマンティックアルバム
シューマン ３つのロマンス IMC ¥2,500 中野真理/ヴィルトーゾロマンス
シューベルト アルベジョーネソナタ BA ¥2,047
タファネル アンダンテ.パストラールとスケルツェット IMC ¥1,350 ゴールウェイ/ﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｫｰﾏｲﾌﾚﾝﾄﾞ
テレマン ソナタ　ヘ短調 IMC ¥2,800
トゥルー グランド・ソロ第５番 GB ¥2,200 中野真理/ヴィルトーゾロマンス
ヴィヴァルディ 協奏曲　ハ長調　RV444 IMC ¥3,100
ヴィヴァルディ 協奏曲　イ短調　RV445 IMC ¥3,700
　　/モイーズ フランスの作曲家によるフルート作品集 GS ¥2,500

40の小品 GS ¥1,950
ディズニームーヴィーフェイヴァリッツ HAL ¥4,800
   ｢ｱﾗｼﾞﾝ｣ ｢ﾘﾄﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ｣ ｢美女と野獣｣より

・フルート２重奏・
ベルビギエ 18の練習曲 GB ¥2,700
ガリボルディ デュエット　作品145 ｼﾝﾌｫﾆｱ ¥3,000
クーラウ ３つの二重奏曲　作品10 GB ¥2,500
クーラウ ３つの二重奏曲　作品10 JFC ¥1,400
クーラウ ３つの大二重奏曲　作品39 JFC ¥2,300
クーラウ ３つの二重奏曲　作品80 JFC ¥1,400
クーラウ ３つの大二重奏曲　作品102 JFC ¥150
モーツァルト フィガロの結婚 UE ¥2,800
モーツァルト 魔笛 UE ¥2,600
トゥルー ３つの易しい二重奏　作品102 IMC ¥2,000
ドップラー アンダンテとロンド　（2FL+Pf) GB ¥3,200
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作曲家 曲名 出版社 値段 参考ＣＤ
・クラリネットソロ・

ストラヴィンスキー 3つの小品 JWC ¥2,100
・クラリネット and ピアノ・

アーノルド ソナチネ Lenｑ ¥2,700 赤坂達三/英国の薫り
バルトーク ルーマニア民族舞曲 UE ¥3,400
ベールマン アダージョ BR ¥1,700 藤井一男/ロマンティッククラリネット
バーンスタイン ソナタ BO ¥4,300 大島文子/アメリカン・スナップショット
ボーカン 哀歌 AL ¥1,850 磯部周平/エレジー
ボザ 牧歌（Bucolique) AL ¥3,200
ボザ 牧歌（idylle) AL ¥1,900 亀井良信/ラプソディ
ブラームス クラリネットソナタ Op120-1．120-2 GH ¥4,300 ライスター/クラリネットソナタ
ブラームス クラリネット五重奏曲（A管用） Fen ¥3,500 ライスター/クラリネット五重奏
ブルグミューラー デュオ BSS ¥3,600 ライスター/ロマンティッククラリネット
ボザ 牧歌　（Bucolique) AL ¥3,100
ボザ 牧歌　（Idylle) AL ¥1,900 亀井良信/ラプソディ
ショーソン アンダンテとアレグロ BL ¥2,300 メイエ/フレンチクラリネットアート
クレリス プロムナード AL ¥2,100 松本健司/アラベスク
カユザック カンティレーヌ GB ¥2,200 赤坂達三/チャールダーシュ
コープランド 協奏曲 BO ¥3,900 大島文子/アメリカン・スナップショット
クルーセル 序奏と変奏　作品12 SIK ¥2,900
ドビュッシー 小品 Dur ¥850 赤坂達三/ソワレな夜
ドビュッシー 第一狂詩曲 Dur ¥2,000 磯部周平/エレジー
ドビュッシー 第一ラプソディ／小品 全音 ¥1,400
ドビュッシー 月の光 Jo ¥1,350
ドビュッシー ４つの小品 MR ¥2,000
ドヴィエンヌ ソナタ　第1番 Tra ¥3,100
ドヴィエンヌ ソナタ　第2番 Tra ¥3,100
フィンジ ５つのバガテル　作品23 BO ¥2,400 赤坂達三/英国の薫り
ゴーベール ファンタジー HE ¥5,900 板倉康明/ラプソディ
ガーデ 幻想曲　作品43 WH ¥3,400 ライスター/悲愴トリオ
ガーシュウィン ３つの前奏曲 WB ¥2,900 松本健司/アラベスク
アーン サラバンドとテーマ・ヴァリエ HE ¥3,700
ヒンデミット クラリネットソナタ BSS ¥4,500 ライスター/シューマン夜曲集
イベール 物語 AL ¥6,800
イベール アリア　（A管用） AL ¥1,800
ジャンジャン アラベスク GB ¥1,900 松本健司/アラベスク
北爪やよひ ソナチネ GB ¥2,600 磯部周平/エレジー
ランサン 3つの小品　Ⅰロマンス Molenaar ¥1,800 松本健司/アラベスク
ランサン 3つの小品　Ⅱ牧歌 Molenaar ¥1,800 松本健司/アラベスク
ランサン 3つの小品　Ⅲ悪戯 Molenaar ¥1,800 松本健司/アラベスク
ﾏﾘｱｴﾘｻﾞﾍﾞｰﾄ ロマンス RL ¥2,000
マルティニュー ソナチネ AL ¥4,900
メサジュ コンクールの独奏曲 AL ¥3,900 赤坂達三/チャールダーシュ
メンデルスゾーン ソナタ BA ¥3,800 ライスター/ロマンティックソナタ
ミヨー デュオ　コンチェルタンテ HE ¥3,900 メイエ/フレンチクラリネットアート
ミヨー ソナチネ Dur ¥2,300 メイエ/フレンチクラリネットアート
ミヨー カプリス GB ¥1,500 メイエ/フレンチクラリネットアート
ミヨー スカラムーシュ Sal ¥3,400
モンブラン コンチェルトシュトゥック AL ¥4,700 磯部周平/エレジー
モーツァルト クラリネット協奏曲（A管用） BR ¥3,100
モーツァルト クラリネット協奏曲（A/Bb管用） 全音 ¥2,100
モーツァルト クラリネット協奏曲（Bb管用） BA ¥2,800
モーツァルト クラリネット五重奏曲（Bb管用） BA ¥2,500 ライスター/クラリネット五重奏
ニールセン 幻想曲 JCW ¥2,000 ライスター/ロマンティック・ソナタ
ピエルネ カンツォネッタ AL ¥2,300 赤坂達三/チャールダーシュ
プーランク ソナタ JWC ¥3,400 メイエ/フレンチクラリネットアート
ラボー ソロ・ド・コンクール AL ¥2,900
ラフマニノフ ヴォカリーズ（Bb管用） BO ¥2,300
ラフマニノフ ヴォカリーズ（A管用） EMB ¥1,500
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ Dur ¥3,100
リード ヴィクトリアキッチンガーデン組曲 Air-Edel ¥2,900
レーガー ロマンス BR ¥1,600 ライスター/ロマンティック・ソナタ
ライネッケ 序奏とアレグロアパッショナータ MMP ¥1,800 メイエ/ロマンティッククラリネット
ロッシーニ 序奏．主題と変奏 SIK ¥2,600 ライスター/ロマンティックソナタ
ロッシーニ 変奏曲 Tra ¥2,800
サンサーンス ソナタ Dur ¥2,500 磯部周平/クラリネット室内楽作品集
シュレイナー 段々小さく Lud ¥1,000 松本健司/アラベスク
シューマン 幻想小曲集 作品73（A管用） GH ¥2,700 シュミードル/ﾌﾞﾗｰﾑｽ・ｼｭｰﾏﾝ・ﾍﾞﾙｸﾞ
シューマン 幻想小曲集 作品73（A.Bb管用） 全音 ¥1,500
シューマン ３つのロマンス GB ¥2,300 ライスター/ｳｪｰﾊﾞｰｼｭｰﾏﾝ作品集
シューマン アダージョとアレグロ ZIM ¥2,800 ライスター/シューマンクラリネット作品集
シュポア ロマンス RieRrler ¥2,800 ライスター/ロマンティッククラリネット
C.シュターミッツ 協奏曲　第１番 BL ¥280 フォーコンプレ/クラリネット協奏曲集
C.シュターミッツ 協奏曲　第3番 P ¥2,300 フォーコンプレ/クラリネット協奏曲集
ストラヴィンスキー マーチ、ワルツとポルカ JWC ¥1,800
テンプルトン ポケットサイズソナタ　No2 Sha ¥2,500 赤坂達三/チャールダーシュ
ヴェルディ リゴレットファンタジー GR ¥2,200 ライスター/オペラファンタジー

 2015.ソロ譜 クレフ楽器 Page2



作曲家 曲名 出版社 値段 参考ＣＤ
・クラリネット and ピアノ・

ウェーバー クラリネット協奏曲第１番 BR ¥3,300 ランスロ/クラリネット協奏曲
ウェーバー クラリネット協奏曲第2番 BR ¥3,000
ウェーバー コンチェルティーノ GB ¥2,800
ウィリアムズ イングランド民謡による6つの習作 Ｌｕｄｗｉｇ ¥1,500 三界秀実/スパーンポイント
ウェーバー 変奏曲　作品33 IMC ¥2,500
ウェーバー 序奏・主題と変奏 IMC ¥1,900
ウェーバー 協奏的大二重奏曲　作品48 P ¥2,600 ライスター/ｳｪｰﾊﾞｰｼｭｰﾏﾝ作品集
ヴィドール 序奏とロンド HE ¥3,100 ライスター/フランス近代作品集

　　/ランスロ クラリネット古典曲集Ａ Com ¥3,500
　　/ランスロ クラリネット古典曲集Ｂ Com ¥3,500
　　/ランスロ クラリネット古典曲集Ｃ Com ¥3,300
　　/ランスロ クラリネット古典曲集Ｄ Com ¥3,300

オペラアリア選集 AL ¥3,300
　　ﾋﾞｾﾞｰ/{ｶﾙﾒﾝ｣より　　ｸﾞﾙｯｸ/｢ｵﾙﾌｪｵ｣より
　　ﾌﾟｯﾁｰﾆ/｢ﾄｽｶ」より　ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ/｢ﾘｺﾞﾚｯﾄ」「椿姫」より
２０世紀の作曲家たち GB ¥2,100
　　ｷﾞｬﾛﾝ/ｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ　　ｼｬﾗﾝ/浮気心　　ﾌﾟﾛﾃｨ/黄色いうさぎ
　　ｼﾞｮﾘｳﾞｪ/瞑想　　ﾊｰﾋﾞﾝ/調子はずれのｶﾞｳﾞｫｯﾄ

・バスクラリネット and ピアノ・
ボザ バラード SMC ¥1,500
ハーデルマン スポットライトオンザバスクラリネット Deh ¥3,900
マーティー ファースト　ファンタジー SMC ¥1,700
シェック ソナタ BR ¥5,000

・クラリネット２重奏・
モーツァルト 6つのデュエット　1巻 IMC ¥2,900
モーツァルト 6つのデュエット　2巻 IMC ¥2,900
モーツァルト フィガロの結婚 BSS ¥2,400
モーツァルト 魔笛 BSS ¥2,000
プーランク ソナタ JCW ¥2,300
プランツァー ３つのデュオコンチェルタンテ第１番 Tra ¥3,500
　　/ヴォックスマン クラリネット二重奏曲　第１巻 RU ¥1,600
　　/ヴォックスマン クラリネット二重奏曲　第2巻 RU ¥1,700

・2クラリネット and ピアノ・
メンデルスゾーン 小協奏曲 SIK ¥4,000 オッテンザマー・フックス/クラリネッテン

・オーボエ and ピアノ・
アルビノーニ オーボエ協奏曲 ニ短調 IMC ¥2,600 古部賢一/アマービレ
バッハ ソナタ　ト短調　BWV1030B P ¥4,100 ホリガー/クープランｺﾝｾｰﾙ第9番
バッハ 協奏曲　ハ長調　BWV1055 SIK ¥2,900
ベッリーニ オーボエ協奏曲 変ホ長調 GR ¥1,850 宮本文昭/ミラノの午後
グリンカ ナイチンゲール 全音 ¥1,500
ヘンデル ソナタ　ハ短調 P ¥2,800
ミヨー ソナチネ Dur ¥3,300 茂木大輔/ｵｰﾎﾞｴとﾋﾟｱﾉのための作品
モーツァルト オーボエ四重奏 　K370 P ¥2,400 青山聖樹/ﾌﾟﾚｲｽﾞﾓｰﾂｧﾙﾄ
プーランク ソナタ JWC ¥2,700 茂木大輔/ｵｰﾎﾞｴとﾋﾟｱﾉのための作品
サンサーンス ソナタ　作品166 Dur ¥3,800
シューマン ３つのロマンス　作品94 全音 ¥1,500
テレマン 協奏曲　ニ短調 SIK ¥3,000

オペラ・アリア選集 AL ¥4,300 カラオケCD付
　ﾋﾞｾﾞｰ/「ｶﾙﾒﾝ」より.ｸﾞﾙｯｸ/「ｵﾙﾌｪｵ」より.ﾌﾟｯﾁｰﾆ/「ﾄｽｶ」より
　ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ/「ﾘｺﾞﾚｯﾄ」より.「椿姫」より

・ファゴット and ピアノ・
エルガー ロマンス　作品６３ Nov ¥3,200
ジャンジャン 前奏曲とスケルツォ AL ¥4,100 岡崎耕治/ﾌｧｺﾞｯﾄｺﾝﾌｫｰﾄ
ケックラン ソナタ　作品71 GB ¥3,900
モーツァルト ファゴット協奏曲 変ロ長調 Ｋ１９１ BA ¥3,100 馬込 勇/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾌｧｺﾞｯﾄ協奏曲
タンスマン ソナチネ EXE ¥4,100 岡崎耕治/ﾌｧｺﾞｯﾄｺﾝﾌｫｰﾄ

バスーン奏者のための独奏曲 GS ¥3,200
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作曲家 曲名 出版社 値段 参考ＣＤ
・サクソフォーンソロ・

リュエフ ソナタ　（Asax） AL ¥3,700 須川展也/ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ.ｵﾌﾞ.ｻｸｿﾌｫﾝ
   ／須川展也編 コンサート用練習曲集　初級編（Asax) Deh ¥4,100 模範演奏CD付

　ﾎｰﾙﾊｲｽ/ｶﾝﾄﾘｰ・ﾀﾞﾝｽ・ｽｳｪﾙﾂ/ﾊﾞﾙｶﾛｰﾚ・ﾎｰﾙﾊｲｽ/ﾔﾝｸﾞﾊﾞﾚﾘｰﾅ・ｽﾊﾟｰｸ/ﾓﾝﾏﾙﾄﾙ
　ｺｰﾙｽﾞ/ﾄﾗﾋﾟｰｼﾞｱﾑ・ﾎｰﾙﾊｲｽ/ｽﾋﾟﾆﾝｸﾞ.ｱ.ﾄｯﾌﾟ・ｽｳｪﾙﾂ/ﾒﾓﾘｱﾙ・ｹﾙﾈﾝ/娘たちのﾜﾙﾂ
　ｺｰﾙｽﾞ/ｳｫｰﾀｰ.ﾀﾞﾝｽ・ｽﾊﾟｰｸ/ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ・ｳﾞｨｽﾞｯﾃｨ/ｹｰｸｳｫｰｸ・ｼｭﾜﾙﾂ/ｾﾞｱ.ｱﾝﾄﾞ.ﾊﾞｯｸ
　ｴﾚﾋﾞｰ/Doo-Bee-Doo-Wah！

   ／須川展也編 コンサート用練習曲集　中級編（Asax) Deh ¥4,305 模範演奏CD付
　ｸﾚﾊﾞﾝ/ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ・ｴﾚﾋﾞｰ/ﾊﾞﾛｯｸ.ｼｰｸｴﾝｽ・ﾓﾚﾝ/ﾃﾞｨｯｸﾞ・ﾃﾞｨｽ!・ｽﾎｰﾈﾝﾍﾞｰｸ/ﾀｲﾑﾚｽ・ｿﾝｸﾞ
　ｳﾞｧﾝﾃﾞﾝﾛｰｽﾄ/ﾐｭｾﾞｯﾄﾜﾙﾂ・ﾓﾚﾝ/2つの顔・ﾃﾞﾊｰﾝ/ｹﾙｸｼｮｰｽﾞ・ﾌｪﾙﾗﾝ/ﾌﾞﾙｰｼﾞｭの夜
　ﾃﾞﾊｰﾝ/ﾌｧﾝｷｰなﾊﾟﾘ・ﾌｪﾙﾗﾝ/狂った鳥のﾜﾙﾂ・ﾄﾞｽ/ｽﾄﾚｰﾄ.ｱﾍｯﾄﾞ・ｼｭﾜﾙﾂ/ｻｸｿﾛｼﾞｰ
　ｳﾞｨｽﾞｯﾃｨ/ﾌﾟﾛｸﾗﾒｰｼｮﾝ・ｸﾚﾊﾟﾝ/ｺﾝﾄﾗﾃﾞｨｸｼｮﾝ

   ／須川展也編 コンサート用練習曲集　上級編（Asax) Deh ¥4,305 模範演奏CD付
　ｳｪﾆｬﾝ/ｸﾜｲｴｯﾄ.ｳｫｰｸ・真島俊夫/ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ・ｳｨﾙﾋﾞｰ/ｻﾝﾏﾙｺ広場・小長谷宗一/ﾗﾒﾝﾄｰｿ
　ｼｭﾜﾙﾂ/ｼｬｺﾝﾇ・ｸﾞﾗﾊﾑ/ﾊﾞｯﾊ.ｲﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ・ｳｪﾆｬﾝ/ﾀﾗﾝﾃﾗのように・ﾎｰﾙﾊｲｽ/ﾗﾗﾊﾞｲ
　ｴﾚﾋﾞｰ/ｽﾑｰｽ.ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ・ﾌﾞﾗ/ｴﾁｭｰﾄﾞ第2番・ｽﾎｰﾈﾝﾍﾞｰｸﾞ/ｿﾘﾃｰﾙ・ｴﾚﾋﾞｰ/ﾌﾘｰﾎｲｰﾘﾝｸﾞ
　ｽﾎｰﾈﾝﾍﾞｰｸﾞ/ｸｴｽﾄ・ｴﾚﾋﾞｰ/偽りの関係・ｳｪﾆｬﾝ/田園の瞑想

・サクソフォーン and ピアノ・
バッハ/ミュール編 名曲集　第1巻（Asax) AL ¥3,800
バッハ/ミュール編 名曲集　第2巻（Asax) AL ¥4,000
ベダール ファンタジ-　（S.Tsax） GB ¥2,500 須川展也/ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ.ｵﾌﾞ.ｻｸｿﾌｫﾝ
ベッリーニ/須川 清らかな女神よ　オペラ「ノルマ」より　（A.Tsax） 全音 ¥1,000
バーンスタイン バーンスタインアルトサックス選集（Asax） BO ¥3,600
ボノー 組曲　（Asax） AL ¥4,100
ボザ アリア　（Asax） AL ¥2,300 須川展也/ノスタルジア
ボザ 小協奏曲　（Asax） AL ¥4,600 彦坂眞一郎/ダンス
クレリス セレナーデヴァリエ　（Asax） AL ¥2,700
クレリス セレナーデヴァリエ　（Tsax） AL ¥2,700
シャイユー アンダンテとアレグロ　（Asax) AL ¥2,800
クレストン サキソフォンソナタ　（Asax) SW ¥3,500 須川展也/ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ.ｵﾌﾞ.ｻｸｿﾌｫﾝ
クレストン 協奏曲　（Asax) GS ¥3,800
ダマーズ ヴァカンス　（Asax） GB ¥1,500 大森義基/ヴァカンス
ドビュッシー ラプソディ　（Asax） HL ¥3,300
ドビュッシー 夢　（Asax) Neetzel ¥2,400
デュポワ 協奏曲　（Asax) AL ¥6,500 ルソー/サキソフォン協奏曲
デュポワ ディベルティメント（Asax） AL ¥5,600 フルモー/サクフォソンリサイタル
デュポワ ソナチネ　（Asax) AL ¥3,700
デュポワ 組曲形式による性格的小品集　1スペイン風に AL ¥3,600 ルソー/タイスの瞑想曲
デュポワ 組曲形式による性格的小品集　2ロシア風に AL ¥2,100
デュポワ 組曲形式による性格的小品集　3フランス風に AL ¥2,400
デュポワ 組曲形式による性格的小品集　4ハンガリー風 AL ¥3,300
デュポワ 組曲形式による性格的小品集　5パリ娘風に AL ¥2,600 ルソー/タイスの瞑想曲
デュポワ りす　（Asax） Dur ¥1,700 須川展也/ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ.ｵﾌﾞ.ｻｸｿﾌｫﾝ
デニゾフ ソナタ　（Asax) AL ¥8,400 原　博巳/ＰＣＦ
エルガー 愛の挨拶　（Asax) BSS ¥1,600 武藤賢一郎/ｽｰﾊﾟｰｳﾞｨﾙﾄｰｿﾞ
フォーレ/ﾃﾞｨﾌｧｲｴ シチリアーノ　（Asax） AL ¥1,900
フォーレ/ﾃﾞｨﾌｧｲｴ エレジー　作品24　（Asax） AL ¥1,900
フィオッコ 協奏曲　（Tsax) BSS ¥4,500
フランセ 5つの異国風舞曲　（Asax) BSS ¥2,600 彦坂眞一郎/ダンス
ガルテル/啼鵬 想いの届く日 全音 ¥1,000 須川展也/ａｉｒ
ガーシュウィン/長生ラプソディ・イン・ブルー（S.A.Tsax） 全音 ¥1,800
ガ－シュウィン/伊藤バイ・シュトラウス　（A.Bsax/T.Ssax） 全音 ¥1,100
ガ－シュウィン/伊藤サマータイム　（A.Bsax/T.Ssax） 全音 ¥1,000
グラズノフ サキソフォン協奏曲 変ホ長調　（Asax） AL ¥4,500 雲井雅人/ドリーム・ネット
グノー/須川 アヴェ・マリア　（A.Tsax） 全音 ¥1,000
本多俊之・尚美 ジャズエチュード　（A.Ssax） 全音 ¥1,800 須川展也/メイドインジャパン
ヘンデル 名曲集　第2巻 AL ¥3,900
ヒンデミット サクソフォンソナタ　（Asax) BSS ¥3,300 ロンデックス/サクソフォーンの芸術
イベール 室内小協奏曲　（Asax） AL ¥7,100 ルソー/サクソフォーン協奏曲
イベール 物語　(Asax) AL ¥5,500
イベール アリア　（Asax） AL ¥2,100 彦坂眞一郎/ケックラン・エチュード
イトゥラルデ 小さなチャルダッシュ　(Asax) RM ¥2,600 松雪明/ファンタジー
加羽沢美濃 黒い森／S・N・S　（Asax） 全音 ¥1,200
ケックラン エチュード　（Asax) GB ¥4,100 彦坂眞一郎/ケックラン・エチュード
小六禮次郎 SAKURA　（S.Asax） 全音 ¥2,500 須川展也＆東京佼成/ライブ2004
マルタン バラード　(Asax） UE ¥2,900 須川展也/ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ.ｵﾌﾞ.ｻｸｿﾌｫﾝ
モンティ チャールダーシュ（Asax） HL ¥2,900
モーリス プロヴァンスの風景（Asax) HL ¥3,800
ミヨー スカラムーシュ　（Asax） Sal ¥2,300
ムソルグスキー/長生展覧会の絵　（S.A.T.Bsax） 全音 ¥2,500 須川展也/ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ.ｵﾌﾞ.ｻｸｿﾌｫﾝ
鍋島　佳緒里 エキゾティック・ダンス　（Asax） 全音 ¥1,800 須川展也/メイドインジャパン
西村　朗 ラメント 全音 ¥1,300 須川展也/メイドインジャパン
ノートン マイクロジャズ　第1巻　（Asax） BO ¥2,900 彦坂眞一郎/ダンス
ノートン マイクロジャズ　第2巻　（Asax） BO ¥2,900 彦坂眞一郎/ダンス
ピアソラ タンゴの物語　（Ssax） HL ¥4,600
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作曲家 曲名 出版社 値段 参考ＣＤ
・サクソフォーン and ピアノ・

ピアソラ/啼鵬 アディオス・ノニーノ　（Asax） 全音 ¥1,100 須川展也・東京佼成/Ｐｌａｙ！
ピエルネ カンツォネッタ AL ¥2,600 ミュール/サクソフォーンの芸術
プラネル プレピュードとサルタレロ　（Asax) AL ¥4,000
プラネル ロマンティック組曲　1.セレナーデ・イタリエンヌ AL ¥3,600 波多江史朗/Songs
プラネル ロマンティック組曲　3.哀しい歌 AL ¥3,600 波多江史朗/Songs
プラネル ロマンティック組曲　5.クリスマスのお話 AL ¥3,600 波多江史朗/Songs
ポンセ/朝川 エストレリータ 全音 ¥1,000 須川展也/エストレリータ
プッチーニ/須川 誰も寝てはならぬ　（A.Bsax/T.Ssax） 全音 ¥1,000
ラフマニノフ/須川 ヴォカリーズ（A.Bsax/T.Ssax） 全音 ¥1,200
ラヴェル/須川 亡き王女のためのパヴァーヌ　（S.Tsax/A.Bsax） 全音 ¥1,000
ラヴェル ハバネラ形式による小品　（Asax） AL ¥2,100
リード バラード　(Asax） SMC ¥1,700 波多江史朗/Songs
リュエフ シャンソンとパスピエ　（Asax） AL ¥2,300
シューベルト アルペジョーネ・ソナタ　（Asax） Dorn ¥4,000
シューマン アダージョとアレグロ　（S.Tsax） HL ¥4,300
シューマン/須川 アダージョとアレグロ　（S.Tsax） 全音 ¥1,200
スウェルツ/須川 ウズメの踊り　（Asax） Deh ¥4,900 模範演奏CD付
トマジ バラード　(Asax） AL ¥8,500 波多江史朗/Songs
トマジ 序奏とダンス　（Asax） AL ¥3,300
ヴィラ＝ロボス ファンタジア　（S.Tsax） Peer ¥3,700
吉松　隆 ファジーバードソナタ　（Asax） GB ¥4,500 須川展也/メイドインジャパン

ディズニームーヴィーフェイヴァリッツ HAL ¥4,300
  　 ｢ｱﾗｼﾞﾝ｣ ｢ﾘﾄﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ｣ ｢美女と野獣｣より

   ／ミュール編 クラシック選曲集第１巻　（Asax） AL ¥4,800 デファイエ/魅惑のサクソフォーン
  ﾏﾂﾃｨｰﾇ/愛の喜び・ﾍﾝﾃﾞﾙ/ﾊﾟｽﾄﾗｰﾙ・ｺﾚﾙﾘ/ｱﾀﾞｰｼﾞｮ・ﾗﾓｰ/ﾀﾝﾌﾞﾘﾝ 
  ﾘｭﾘ/「町人貴族」より・ｸｰﾌﾟﾗﾝ/居酒屋ﾐｭｾﾞｯﾄ・ﾙｸﾚｰﾙ/ｱﾘｱ・ﾗﾓｰ/ｶｽﾄｰﾙとﾎﾞﾘｭｸｽ  
  ﾍﾝﾃﾞﾙ/ｱﾚｸﾞﾛ・ﾍﾝﾃﾞﾙ/ﾗﾙｺﾞ・ﾊﾞｯﾊ/組曲ﾛ短調

   ／ミュール編 クラシック選曲集第２巻　（Asax) AL ¥3,400 デファイエ/魅惑のサクソフォーン
  ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ/春の歌・ｸﾞﾙｯｸ/精霊の踊り・ﾓﾝｼｰﾆ/ｺﾞﾙｺﾞﾝﾄﾞの女王
  ﾀﾙﾃｨｰﾆ/ｸﾞﾗｰｳﾞｪﾓｰﾂｧﾙﾄ/ﾌﾟﾃｨ･ﾘｱﾝのﾊﾞﾚｴ・ﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝ/小ﾜﾙﾂ
  ｳｪｰﾊﾞｰ/ﾁﾛﾙ風小ﾜﾙﾂ・ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ/ｾﾚﾅｰﾃﾞ・ｼｭｰﾏﾝ/ﾄﾛｲﾒﾗｲ

   ／ミュール編 クラシック選曲集　（Ssax） AL ¥3,100
　ﾊﾞｯﾊ/ｽｹﾙﾂｫ･ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ/ｱﾀﾞｰｼﾞｮ･ｸｰﾌﾟﾗﾝ/子守唄･ｸﾞﾙｯｸ/ｶﾞｳﾞｫｯﾄ･ﾙｸﾚｰﾙ/ﾑｾﾞｯﾄ
　･ﾍﾝﾃﾞﾙ/ｿﾅﾀ･ﾘｭﾘ/ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞとｶﾞｳﾞｫｯﾄ･ﾗﾓｰ/ﾀﾝﾌﾞﾘﾝ･ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ/ﾜﾙﾂ組曲

   ／須川展也編 ニュー・エッセンシャル・レパ－トリー Deh ¥4,700 模範演奏・ピアノ伴奏CD付
　ｼｭﾜﾙﾂ/ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ.ｻｯｸｽﾁｭｰﾝ・ﾓﾚﾝ/ｱﾘｽﾞﾐｯｸ.ｼﾞｬｽﾞ・ｽﾊﾟｰｸ/ｵｰﾙﾓｽﾄ.ｱ.ﾗｸﾞ
　ｹﾙﾈﾝ/NSのための行進曲・ｳｪﾆｬﾝ/ｼﾞｬｽﾞ.ﾌﾛﾑ.5.ﾄｩ.8・ﾎｰﾍﾞﾝ/元気な子ｿﾞｳ
　ﾌｪﾙﾗﾝ/ｳｧｨｯﾚ.ﾀﾞｵｽﾀ・ﾌｪﾙﾗﾝ/ｶ.ｷﾅﾉ・ｸﾚﾊﾟﾝ/壮麗な式典・ｴﾚﾋﾞｰ/ご機嫌な・ﾃﾞﾊｰﾝ/ｵﾝﾘｰｱﾝｻｰ
　ｹﾙﾈﾝ/風にのって・ｳｪﾆｬﾝ/村人の踊り

   ／須川展也編 ベル・カント曲集　美しいメロディーを美しい音で Deh ¥4,000 模範演奏・ピアノ伴奏CD付
   ／須川展也編 クラシック名曲集 Deh ¥4,300 模範演奏・ピアノ伴奏CD付

・サクソフォーン２重奏・
クラガン 8つの演奏会用デュエット　（2Asax） RU ¥1,500
デュポワ 6つのカプリス（2Sax） AL ¥4,100 6つのカプリス/彦坂・新井
ルクレール 2本のサクソフォンのためのソナタ　（2Sax） AL ¥2,900 6つのカプリス/彦坂・新井
　　/ヴォックスマン サクソフォーン二重奏曲　第１巻　（2Asax） RU ¥1,600
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作曲家 曲名 出版社 値段 参考ＣＤ
・トランペットソロ・

　／スミス 演奏会用練習曲　CD付 HAL ¥3,500

・トランペット and ピアノ・
アンダーソン トランペット吹きの子守唄 Alfred ¥1,700
アンダーソン トランペット吹きの休日 WB ¥1,700
アルチュニアン トランペット協奏曲 全音 ¥2,000 ﾅｶﾘｬｺﾌ/ﾛｼｱのﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ
アルチュニアン コンサート・スケルツォ Bim ¥4,700 ﾄｶﾚﾌ/ｱﾙﾁｭﾆｱﾝﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ協奏曲
バック ハンガリアンメロディ Manduca ¥2,200
バレ アンダンテとアレグロ AL ¥2,800
バレ コンクールの小品 WB ¥1,500
バレ コンクールの作品 AL ¥2,800
バラ ファンタジー AL ¥3,800
バラ レントとスケルツォ AL ¥3,600
バーンスタイン リフェイのためのロンド BO ¥1,450 ﾅｶﾘｬｺﾌ/ﾐﾗｸﾙﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ
ボザ カプリス AL ¥4,700 ﾄﾏｽ.ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ名演集
ボザ 田舎風な AL ¥4,300
ボザ 歌 AL ¥2,500
クラーク 霧の乙女 Alfred ¥1,500
エネスコ 伝説 ENO ¥3,100 ﾏﾙｻﾘｽ/20世紀ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ作品集
ゲディゲ コンチェルト・エチュード EMR ¥5,900
ゲディゲ トランペット協奏曲 IMC ¥4,000
グラズノフ アルバムブラット EMR ¥3,500 高橋敦/ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｲﾝﾌﾞﾙｰ
ハイドン トランペット協奏曲 全音 ¥1,500
ハートマン 華麗なる幻想曲 Mol ¥2,100 高橋敦/ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｲﾝﾌﾞﾙｰ
ヒンデミット ソナタ BSS ¥3,900 ｸﾞｰﾙﾄﾞ/ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ・ﾘｻｲﾀﾙ
ヘーネ スラブ幻想曲 BO ¥2,800 ｸﾞﾛｰﾄ/SALONMUSIK
オネゲル イントラーダ Sal ¥1,550 ﾏﾙｻﾘｽ/20世紀ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ作品集
ユボー ソナタ Dur ¥3,900
フンメル トランペット協奏曲 BO ¥3,100 ﾊｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ/ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ協奏曲
フンメル トランペット協奏曲 GB ¥4,800 ﾊｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ/ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ協奏曲
フンメル トランペット協奏曲 全音 ¥1,800 ﾊｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ/ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ協奏曲
イベール 即興曲 AL ¥1,850
ケナン ソナタ Alfred ¥2,100
ピリス ソナタ UE ¥4,900 神代修/ｼﾞｪﾝﾄﾙ.ｽﾄﾘｰﾑ
プーランク エッフェル塔ポルカ Sal ¥1,700 ﾏﾙｻﾘｽ/20世紀ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ作品集
ロパルツ アンダンテとアレグロ SMC ¥2,600
トマジ トリプティク AL ¥2,600 ﾏﾙｻﾘｽ/20世紀ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ作品集

・トランペット+テナーサックス
山下康介 エターナルストーリー「美の巨人たち」ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾊｯｽﾙｺﾋﾟｰ ¥1,000

・トランペット２重奏・
　　/ヴォックスマン トランペット二重奏曲　第1巻　 RU ¥2,200
アーバン 二重奏曲集 CF ¥2,000

・ホルン and ピアノ・
ベートーベン ソナタ P ¥3,100 ﾊﾞｳﾏﾝ/ﾎﾙﾝとﾋﾟｱﾉのための作品集
デュカス ヴィラネル Dur ¥2,300
フランツ 無言歌 McC ¥3,800 松崎裕/無言歌ホルン作品集
グラズノフ 夢想 Mpb ¥3,900 松崎裕/ｱﾀﾞｰｼﾞｮとｱﾚｸﾞﾛ
ヒンデミット ソナタ BSS ¥4,900
モーツァルト ホルン協奏曲 第１番 BR ¥2,600
モーツァルト ホルン協奏曲 第２番 BR ¥2,300
モーツァルト ホルン協奏曲 第３番 BR ¥2,600
モーツァルト ホルン協奏曲 第４番 BR ¥2,800
ラインベルガー ソナタ BSS ¥4,900
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ EME ¥2,950
サンサーンス ロマンス　作品36 IMC ¥1,800
サンサーンス 演奏会用作品 Op９４ Dur ¥2,000
シューマン アダージョとアレグロ P ¥3,000 松崎裕/ｱﾀﾞｰｼﾞｮとｱﾚｸﾞﾛ
シューマン アダージョとアレグロ 全音 ¥1,200 松崎裕/ｱﾀﾞｰｼﾞｮとｱﾚｸﾞﾛ
Ｆ.シュトラウス ノクターン　作品7 UE ¥1,800 松崎裕/無言歌ホルン作品集
Ｆ.シュトラウス オリジナルファンタジー PIZ ¥1,800 松崎裕/ｱﾀﾞｰｼﾞｮとｱﾚｸﾞﾛ
Ｆ.シュトラウス 海辺での感慨　（ロマンス）　作品１２ SMC ¥1,300 ドール/F&Rシュトラウスホルン作品集
Ｒ.シュトラウス アンダンテ BO ¥2,000 水野信行/ﾛﾏﾝﾃｨｯｸﾎﾙﾝﾑｼﾞｰｸ

・ホルン２重奏・
　　/ヴォックスマン ホルン二重奏曲　第１巻　 RU ¥1,600
　　/ヴォックスマン ホルン二重奏曲　第2巻　 RU ¥1,600
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作曲家 曲名 出版社 値段 参考ＣＤ
・トロンボーン and ピアノ・

エワイゼン ソナタ SMC ¥3,900
フィルモア ラッサストロンボーン CF ¥2,400
ガリアード ６つのソナタ 第１巻 IMC ¥1,800
ガリアード ６つのソナタ 第2巻 IMC ¥1,850
ギルマン 演奏会用小品 IMC ¥2,300
ヘンデル 協奏曲　ヘ短調 IMC ¥1,450
マルチェロ ソナタ イ短調 IMC ¥2,800
マルチェロ ソナタ  ト短調 IMC ¥2,200
ネリベル 協奏曲　（B.Tb） SMC ¥4,300
    ／プライヤー スッコトランドの釣り鐘草 CF ¥1,700
ライヒャ 協奏曲 第２番 IMC ¥2,200
サルツェード 協奏曲的小品 AL ¥3,800
サンサーンス カヴァティーナ　作品144 Duｒ ¥2,200
ストコフスキー 幻想曲 AL ¥3,000

・トロンボーン２重奏・
　　/ヴォックスマン トロンボーン二重奏曲　第１巻　 RU ¥1,600
　　/ヴォックスマン トロンボーン二重奏曲　第2巻　 RU ¥1,850

・ユーフォニウムソロ・
　　/ミード コンサート用練習曲集　1　 Deh ¥4,200 模範演奏CD付
　　/ミード コンサート用練習曲集　2 Deh ¥4,200 模範演奏CD付

・ユーフォニウム and ピアノ・
バラ アンダンテとアレグロ AL ¥3,200
バラ 序奏と舞曲 AL ¥3,500 ボボ/ﾎﾞﾋﾞｯｼﾓ　ﾁｭｰﾊﾞ名演集
カーナウ ラプソディ RM ¥4,100
デ.ラ．ヌー 演奏会用小品 SMC ¥1,500
フォーレ/ﾐｰﾄﾞ 夢のあとに Stu ¥1,500
ジェイコブ ファンタジー BO ¥4,000 外囿祥一郎/ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾕｰﾌｫⅡ
スパーク アイナの歌 Stu ¥1,900 牛上隆司/ﾕｰﾌｫﾘｱ
スパーク ラプソディ Stu ¥2,100
　　/ミード ユーフォニムのためのベルカント Deh ¥7,100 模範演奏+ピアノ伴奏CD付
　　/ミード クラシック・ユーフォニム Deh ¥7,100 模範演奏+ピアノ伴奏CD付

・チューバソロ・
ハートレー ソロチューバのための組曲 Volgen ¥2,200

・チューバ and ピアノ・
ダニーボーイ SMC ¥2,400

バッハ アリアとブーレ CF ¥1,400
ブロートン ソナタ Master ¥1,900
カステレード ソナチネ AL ¥3,600
ハダット チューバのための組曲 Shawnee ¥2,600
ケッツァー コンチェルティーノ Bim ¥3,000
スピルマン ２つの歌 EM ¥3,100
　／フレッチャー テューバ独奏曲集　Vol1 JCW ¥3,800
　／フレッチャー Ｅｂバス独奏曲集　Vol1 JCW ¥2,900

・マリンバ and ピアノ・
シューベルト 軍隊行進曲 RU ¥800
シューベルト アヴェ.マリア RU ¥800
スッペ 「軽騎兵」　序曲 RU ¥1,000

（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/
AM１０：００～PM８：００ / 定休日･火曜日
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