
作曲家 曲名 出版社 税抜価格 参考ＣＤ
・フルートソロ・

ドビュッシー シリンクス Nov ¥1,650
ピアソラ タンゴ・エチュード HL ¥2,500

・フルート and ピアノ・
ドップラー ハンガリー田園幻想曲 BSS ¥2,800
フランク ソナタ IMC ¥2,600 パユ/フルートソナタ
ヘンデル １１のフルートソナタ BA ¥2,700
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 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
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
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

・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・
バルトーク ルーマニア民族舞曲 UE ¥3,400
ボザ 牧歌（Bucolique) AL ¥3,200
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
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
イベール 物語 AL ¥6,800
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
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
ストラヴィンスキー マーチ、ワルツとポルカ JWC ¥1,800

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

・バスクラリネット and ピアノ・
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・
　　/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

・オーボエ and ピアノ・
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
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
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・
バスーン奏者のための独奏曲 GS ¥3,200

・サクソフォーン and ピアノ・
バッハ/ミュール編 名曲集　第2巻（Asax) AL ¥4,000
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
ボザ 小協奏曲　（Asax） AL ¥4,600 彦坂眞一郎/ダンス
シャイユー アンダンテとアレグロ　（Asax) AL ¥2,800
デュポワ ソナチネ　（Asax) AL ¥3,700
ヘンデル 名曲集　第2巻(Asax) AL ¥3,900
マルタン バラード　(Asax） UE ¥2,900
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
プラネル プレピュードとサルタレロ　（Asax) AL ¥4,000
シューベルト アルペジョーネ・ソナタ　（Asax） Dorn ¥4,000
   ／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
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作曲家 曲名 出版社 値段 参考ＣＤ
・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
バレ アンダンテとアレグロ 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
ボザ カプリス AL ¥4,700 ﾄﾏｽ.ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ名演集
クラーク 霧の乙女 Alfred ¥1,500
ゲディゲ トランペット協奏曲 IMC ¥4,000
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
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
ヘーネ スラブ幻想郷 BO ¥2,590

・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
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

・トロンボーン and ピアノ・
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
ライヒャ 協奏曲 第２番 IMC ¥2,200
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

・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
デ.ラ．ヌー 演奏会用小品 SMC ¥1,500
カーナウ ラプソディ RM ¥4,100
　　/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

・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

・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）

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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