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

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

・フルート四重奏・
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=ニースナージャスト・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

ハッセンベルグ 小四重奏曲　作品99　（3FL.AFL） C ZIM ¥2,540
クーラウ 四重奏曲 作品103 C SMC ¥5,000 よっつのふえ

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
ライヒャ 四重奏  作品19 B GB ¥3,100
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

・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

・クラリネット三重奏・
チャーチル ハイ・ホー A Rmusic ¥1,300
チャーチル いつか王子様が A Rmusic ¥1,300
サティ ジュ・トゥ・ヴ A Rmusic ¥1,300
ベートーベン メヌエットとフィナーレ B RU ¥1,500
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
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

・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　Vol2　（2CL.ACL.B-CL） A RU ¥800
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
ベリオ/かとうまさゆきワルツ「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
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
ファルカシュ ハンガリーの情景  （EbCL．2CL．B-CL） B EMB ¥1,800
ガーナー ミスティ　（4CL/3CL.B-CL） B Com ¥1,800
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

　/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
メンデルスゾーン タランテラ  （EbCL．2CL．B-CL） B GB ¥1,300
永井　彰 くまさん変奏曲　（4CL) B 音友 ¥3,400
ポラック ザッツ・ア・プレンティー　（2ＣＬ.A-CL（CL）.B-CL) B MUP ¥2,540
シュトラウス ピッチカートポルカ　（3CL.B-CL) B GB ¥1,900

・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
森田一浩/ﾓｰﾂｧﾙﾄアイネクライネナハトムジーク （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/小林聡歌劇「ジョコンダ」より時の踊り　（4CL.B-CL) Ｃ ﾌﾞﾚｰﾝ ¥3,200
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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-CL）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

ベートーヴェン/草野交響曲第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/かとうまさゆきワルツ「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/かとう3つのプレリュード　（EbCL.2CL.A-CL.B-CL.CB-CL) B Foster ¥4,000
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

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-CL.CB-CL）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

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．CA-CL）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/森田一浩トルコ行進曲　（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/かとうまさゆき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/かとうまさゆきタンゴ組曲　（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
リムスキーコルサコフ軽業師の踊り　（EbCL.3CL・A-CL.B-CL.（CB-CL） C SMC ¥3,600
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

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-CL．CB-CL）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 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

　　/磯崎敦博 乾杯　（EbCL.3CL.A-CL（CL).B-CL） B ﾔﾏﾊ ¥3,400

・木管三重奏・
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

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

ヘンデル ソナタ　（OB（FL）.CL．FG） C SMC ¥1,600
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
    /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・
グリーグ 妖精の踊り　（2FL.（Ob）.2CL） A KM ¥1,800

・木管五重奏・
バッハ 主よ人の望みの喜びよ B MPU ¥3,300
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
ビゼー 子どもの遊び　 C IMC ¥6,500
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
ヴェルディ 運命の力 C BA ¥3,100

・木管／その他・
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

バルトーク/黒川圭一「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
    /森田一浩 上を向いて歩こう中村八大メドレー（FL.OB.CL.Asax.Tsax.Bsax)B ﾔﾏﾊ ¥3,000
ﾊｲﾄﾞﾝ／中川良平 ディヴェルティメント（2Ob.2CL.2Hr.2Fg) B 音友 ¥1,400
ミヨー スカラムーシュ （SoloAsax.FL.OB.CL.HR.FG） C Sal ¥10,000
リムスキーコルサコフ熊蜂は飛ぶ　（Asax.EbCL.3CL.A-CL.B-CL.CB-CL） C SMC ¥3,000
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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
メイヨ 三重奏曲　（A．T．B） C GB ¥5,200
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
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・
ダニー・ボーイ（A（S）．A．T．B） A Ron ¥3,600

アルベニス セヴィリア  （S．A．T．B） B MPU ¥3,100
ビゼー アルルの女による四重奏曲  （２A．T．B） B RU ¥1,000
ドビュッシー 小さな羊飼い （S．A．T．B） B MUP ¥2,200
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
ガーシュウィン ３つの前奏曲　（S．A．T．B） B UE ¥3,000
本多　俊之 The　7ｔｈ　Wonder  （S．A．T．B） C HES ¥4,000
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

マンシーニ ピンクパンサー （2A．T．B） B KM ¥2,100
　/モーア編 マンボＮｏ５　（2A．T．B） B Haｌ ¥4,500

作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・サックス四重奏・

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
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
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

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
渡部　哲哉 カプリッチョ B ｳｲﾝｽﾞｽｺｱ ¥4,500

・サックス五重奏以上・
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
ベネット サックス協奏曲　（2A．T．B．Pf） B WIN ¥2,500
ミヨー スカラムーシュ （SoloAsax.FL.OB.CL.HR.FG） C Sal ¥10,000
リムスキーコルサコフ熊蜂は飛ぶ　（Asax.EbCL.3CL.A-CL.B-CL.CB-CL） C SMC ¥3,000
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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

・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
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
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

ジャン.ジャン.フォスター B ﾔﾏﾊ ¥3,400
ガーシュイン 「ポギーとベス」より C MUP ¥5,180
クライスラー 愛の喜び B Dob ¥3,200
ケッツァー 小さなサーカスマーチ　作品79A C EMR ¥4,400 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
パーセル トランペットヴォランタリー B RK ¥2,800
シューベルト アヴェ・マリア B EXP ¥3,500
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

・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
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

ガーシュイン/黒川圭一ガーシュイン・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

八木澤教司 蒼光の紋章-終わりなき時への哀歌（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

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

クレスポ ブルックナーエチュード　（2HR.3TB.TUB) C Lydke ¥5,900
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

作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・金管六重奏以上・

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
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・
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.PER)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
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作曲者 曲    名 難易度 出版 税抜価格 参考CD
・金管／カナディアンブラスシリーズ・

ヘンデル 組曲　「水上の音楽」より　（2TP.HR.TB.TUB） C HAL ¥3,000

・金管／ジャストブラスシリーズ・
プレヴィン 金管五重奏のための4つの野外音楽  （2TP．HR．TB．TUB）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

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
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
アーン 金管六重奏の為の組曲  （3TP．3TB） C JB24 ¥4,200
　　　　　　　　　　 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

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

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
バッハ ３つのコラール　（4TP.HR.4TB.TUB.（PER）） C JB48 ¥7,000
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

バッハ ブランデンブルグ協奏曲　第3番　（3TP.Flugel.HR.4TB.TUB）C JB59 ¥7,360
シャイト 祭典組曲　（2TP.HR.TB.TUB） B JB60 ¥5,520

・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・
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
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
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 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.TUB）B ¥6,297
　/ハーヴェイ編 ディン・ドン・メリリー・オン・ハイ （4TP．HR．4TB．TUB．(PER)）B ¥5,800 ロンドンブラス/きよしこの夜

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

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・
スザート ３つの舞曲 （4TP） B KM ¥1,700

・ホルンアンサンブル・
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

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
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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・

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
ベートーヴェン 3つのエクアーレ (4TB) B JWC ¥4,040
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
　　/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
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

・バリチューバ四重奏・
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
　/ベリー編 タイガー・ラグ 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
コリア/前田憲男編スペイン C HES ¥2,800
ジョップリン ラグタイムダンス C CMP ¥3,300
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

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

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

・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
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

モーアー キャラクターズ　3　（4Per) B Lud ¥2,300
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

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

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

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
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
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

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

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

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

ク　レ　フ　楽　器
〒305-0033  つくば市東新井８－１３

TEL ０２９-８５１－６４２６
FAX ０２９-８５１－６４２７

E-mail clefgakki@nifty.com
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