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目安であり絶対的なものではありません。 
●カタログ内の価格は全て、税抜価格です。 
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Finke Tenor Trombone 
Distributor by TEEDA 



作曲者 長さ G 品番 本体価格＋税 HP音源

6:10 3 TBB-098 ¥12,000 ○/CD

6:30 3 TBB-093 ¥12,000 ○/CD

5:00 2.5 TBB-097 ¥12,000 ○/CD

7:20 3.5 TBB-099 ¥14,000 ○/CD

6:30 3.5 TBB-091 ¥12,000

5:30 3 TBB-096 ¥12,000 ○/CD

TBB-101 ¥20,000 ○/CD準備中

小泉 貴久

英国を代表する作曲家・アーノルドの名作がついに登場します。
甘美的で芳醇な香りのする楽曲を、小泉貴久氏の円熟なアレンジでお楽しみいただけます。
ハリウッドが生んだ名作映画の世界に是非触れてみてはいかがでしょうか。

今年のおすすめ作品

やまなみのしらせ　〈NEW!〉

E♭Cor・B♭Cornet 1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari（div.）・Trb1/2・B.Trb・Eup・Tub(div.)・Tim・Cym・B.D・S.Cym・

S.Bell・Tri・Chan-Chiki (or Triangle Mute)・締太鼓（or Bongo, S.D）・櫓太鼓（Floor Tom）福田 洋介 -

当代きっての人気作曲家・福田洋介氏によるダイナミックな『和風』作品です。
力強い序奏にお祭り囃子のように賑やかな主題、そして非常にドラマチックな中間部と、雄大な山並みの原風
景を思い起こさせる一曲。チャンチキ・太鼓を用いる作品ですが、それぞれ他の楽器で代用が可能です。

Heroic Dance～勇気の舞曲～　〈NEW!〉

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・AHr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・S.D・B.D・C.Cym・S.Cym・Tri・Glock・Xylo・Tamb富士原 裕章 -

副題に「勇気の舞曲」と銘打たれたこの作品は、非常に快活でリズミカルな作品になっています。
富士原氏作品らしい歌心に溢れた旋律に加え、分かりやすくまた美しいコード進行が特徴です。

田嶋 勉
さわやかかつキャッチーな楽曲。ハイハットシンバルとトライアングルによるリズムが印象的でカッコよく、聴いて
いる側もとてもわくわく・楽しめる一曲です。
作曲はメロディアスな楽曲が持ち味の田嶋勉氏。ハイハット、スネアはドラムセットを用いれば一人でも演奏可
能です。

海神のいぶき　〈NEW!〉
千葉県一宮町立一宮小学校 委嘱作品

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Rari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Glock・Xylo・Timp・B.D・C.Cym・S.Cym・S.D・

Tamb・Tams・Tri田丸 和弥 -

編曲者 曲名

このみちや　〜山頭火が見た風景〜
〈NEW!〉

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・W.Chime・S.D（締太鼓）・

B.D・Glock・Tamb・S.Cym・Tri・FloorTom足立 正 -
「秋風の旅人」「かみごと」で人気を博す足立正氏、待望の新作です！
俳人・種田山頭火を題材に作曲されたこの曲は、山頭火が歩いた大分県玖珠町～深耶馬渓～中津に足立
氏が実際に訪れ書き上げた一曲。叙情的なメロディーに加え、力強くカッコ良いフレーズを持つ打楽器・低音
群が特徴。情景描写豊かで聴かせどころ満載の楽曲です。

「冒険の夢」で人気を博す田丸氏による新作です。
“海神”と題されたこの曲は、民謡調の旋律をもとに広大な海の力強さを感じさせるダイナミックな作品になって
います。楽曲構成は大まかに急ー緩ー急の三部形式とオーソドックスな形式。とてもやりがいのある楽曲です。

金管バンドのためのラプソディー
〈NEW!〉

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Vib・Sus.Cym・Cymbs・Chime・

W.Chime・Tri・S.D・B.D・Tamb岩村 雄太 -

非常に高い演奏効果と情熱的な作品で定評のある岩村雄太氏による新作。
ケルト、スコットランド音楽を題材としたこの曲は、非常にスピーディーでドラマチックなコンクール向きの作品で
す。各楽器にしっかりと見せ場があり、とても取り組み甲斐のある一曲。

風立つときに　〈NEW!〉

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.D・S.Cym・Hi-Hat・B.D・C.Cym・

Claves・Tamb・Glock-

第六の幸運をもたらす宿　〈NEW!〉

※今春発売予定M.アーノルド
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　＜ Ａ ＞

作曲者 長さ G 品番 本体価格＋税 HP音源

6:10 3 TBB-098 ¥12,000 ○/CD

3:00 3 SKB-002 ¥4,500 ○/CD

6:30 2.5 TBB-065 ¥12,000 ○/CD

6:00 2.5 TBB-077 ¥12,000 ○/CD

3:30 3 TBB-015 ¥8,000 ○/CD

5:00 3.5 TBB-079 ¥12,000 ○

　＜ Ｅ ＞

7:00 3 TBB-039 ¥12,000 ○/CD

6:00 3 TBB-081 ¥12,000 ○/CD

　＜ Ｆ ＞

6:30 3 TBB-093 ¥12,000 ○/CD

3:00 3 SKB-003 ¥4,500 ○/CD

6:10 3 TBB-057 ¥10,000 ○/CD

5:00 2.5 TBB-097 ¥12,000 ○/CD

6:00 2 TBB-066 ¥12,000 ○/CD

5:30 2 TBB-080 ¥12,000 ○/CD

　＜ Ｉ ＞

7:20 3.5 TBB-099 ¥14,000 ○/CD

5:30 3 TBB-090 ¥12,000

6:46 3 TBB-059 ¥12,000 ○/CD

6:30 3.5 TBB-087 ¥12,000 ○/CD

　＜ Ｋ ＞

4:00 3.5 TBB-100 ¥8,000 ○/CD

Green Days
【第3回全日本小学生金管バンド選手権 課題曲】

E♭Cor・B♭Cornet 1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・D.S・Tamb・W.Chime&Congas (or

Bongos)・Glock・(S.D&B.D)・(Cym)

-

編曲者

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・W.Chime・S.D（締太鼓）・

B.D・Glock・Tamb・S.Cym・Tri・FloorTom

Dance Nameless
E♭Cor・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・(Bari)・Trb1/2/3・Eup・Bass・Cyms・S.Cym・FloorTom・S.D・B.D・

Mar/ Tamb・Vib・Xylo・Timp&D.S

ＮＡＮＡ

E♭Cor・B♭SoloCor・B♭Cor2/3・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・Tub・BsTub・Timp・MediS.D・B.D・

W.Chimes・Cyms・S.Cym・Tri・RideCym・5TempleBlocks・Glock・Vib・Xylo・TublarBells・Mar

悠久の地

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.D・B.D・C.Cyms・S.Cym・Xylo・Glock

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・Tub・St.Bs・Timp・Glock・S.D・B.D・Claves・S.Cym・Cym

Pulse of The Earth ～蒼い星の鼓動～
鹿児島市立吉野小学校 委嘱作品

B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2・(F.Hr)・Trb1/2・B.Trb・Eup・Tub・Timp・Glock・Tri・W.Chime・Cym(roll)・Cyms・S.D・B.D

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・AHr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・S.D・S.Cym・B.D・C.Cyms・Tri・Glock・Xylo

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/(3)・(Bari)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.Cym・S.D・B.D・Tamb・C.Cyms・

Glock・Xylo

スペース・アドベンチャー

Heroic Dance ～勇気の舞曲～　〈NEW!〉
E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・AHr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・S.D・B.D・C.Cym・S.Cym・Tri・Glock・Xylo・Tamb

-

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・B♭Rep.Cor・F.Hr・A.Hr1/2/3･Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock･Xylo&Vib・S.D・

B.D&W.Blocks・Cym・W.Chime・Tri･S.Cym

富士原 裕章

江原 大介

虹をわたる翼

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・（Bari)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Glock・Timp・S.D・S.Cym・C.Cym・B.D・

Tri・(W.Chime)

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・Cym・S.D・B.D
兼田 敏 -

福田 洋介 -

太陽の輝き　〈NEW!〉
河合町立河合第三小学校 委嘱作品

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・AHr1/2・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.D・Cymbs・Glock・Sus.Cym・B.D

岩村 雄太 -
The song of departure ～旅立ちの歌～
第1回全日本小学生金管バンド選手権

奈良県河合第三小学校 グランプリ受賞曲

金管バンドのためのラプソディー　〈NEW!〉
E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Vib・Sus.Cym・Cymbs・Chime・

W.Chime・Tri・S.D・B.D・Tamb

未来が変わる時

オリジナル作品

足立 正 -

やまなみのしらせ　〈NEW!〉
E♭Cor・B♭Cornet 1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari（div.）・Trb1/2・B.Trb・Eup・Tub(div.)・Tim・Cym・B.D・S.Cym・

S.Bell・Tri・Chan-Chiki (or Triangle Mute)・締太鼓（or Bongo, S.D）・櫓太鼓（Floar Tom）

曲名

つむぎもの ～終わることのない物語のために～
【第2回全日本小学生金管バンド選手権 課題曲】

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass(div.)・Timp・S.D・B.D・Cyms・Tri・S.Cym

秋風の旅人

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.D(締太鼓)・S.Cym・

B.D・Xylo・Glock・C.Cyms

かみごと　～幼い日に見た祭りの情景～

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.D（締太鼓）・B.D（櫓太

鼓）・Claves・S.Cym・S.D・W.Chime・Tam-tam・Xylo・Glock・FloorTom

ジェーナー～沖縄の３つの旋律によるメドレー～
赤嶺 康

-安部泰輝

パブロエスカンデ

-

このみちや　〜山頭火が見た風景〜 〈NEW!〉

MARCH!MARCH!　〈NEW!〉

-
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3:00 3 SKB-001 ¥4,500 ○

5:00 4 TBB-016 ¥12,000 ○/CD

6:00 3 TBB-021 ¥12,000 ○/CD

6:10 3.5 TBB-060 ¥15,000 ○/CD

4:30 3.5 TBB-070 ¥12,000 ○/CD

9:30 4 TBB-088 ¥12,000 ○

8:00 4 TBB-094 ¥16,000 ○/CD

6:00 3.5 TBB-062 ¥15,000 ○/CD

6:30 4 TBB-082 ¥12,000 ○/CD

　＜ Ｎ ＞

6:20 4 TBB-092 ¥12,000

6:00 3 TBB-017 ¥8,000 ○/CD

6:00 3.5 TBB-042 ¥15,000 ○/CD

　＜ Ｍ ＞

6:00 3 TBB-085 ¥12,000 ○/CD

　＜ Ｐ ＞

6:00 4 TBB-043 ¥15,000 ○/CD

　＜ Ｔ ＞

6:30 4 TBB-001 ¥8,000 ○

6:30 3.5 TBB-091 ¥12,000

6:00 3 TBB-061 ¥12,000 ○/CD

5:30 3 TBB-096 ¥12,000 ○/CD

6:00 3 TBB-084 ¥12,000 ○/CD

-

-

-

アドバンシング ナイト

E♭Cor・B♭Cor 1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)･A.Hr1/2/3・Bari1/(2)･Trb1/2・B.Trb・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・

Glock・Xylo・Mar・Timp・Cyms&S.Cym・B.D・Tamb・Tri･S.D

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timpani・S.D・B.D・TomToms・Tri・Xylo・

Glock・S.Cym

E♭Cor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・

S.D・S.Cym・B.D・Cyms・Tri・Glock・W.Chime・(Xylo)

E♭Cor・B♭Cor1&F.Hr・B♭Cor2/3・A.Hr1/2・Bari・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.D・B.D・Cyms・

SleighBells

海は蒼く

ブリリアントシーズン

秋空に～２０１０～

ノーブル・マーチ
【第1回全日本小学生金管バンド選手権 課題曲】

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.D・B.D・W.Block・C.Cym・

Glock

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.Cym・S.D・B.D・C.Cym・Vibraslap・

Glock

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭ Bass・Timp・S.D・Bongo・S.Cym・C.Cym・Claves・W.Chime・B.D・Tamb

E♭Cor・SoloF.Hr&Trp・B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.D・B.D・

Cyms・TamTam&Glock・Chimes

上岡 洋一

KIRIN

Solitary Star ～孤独の星～

Join us for Band ～金管バンド仲間集まれ！～

大空のカンタータ

冒険の夢
第2回全日本小学生金管バンド選手権

奈良県河合第三小学校　グランプリ受賞曲

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・S.D・B.D・Cyms

海神のいぶき　〈NEW!〉
千葉県一宮町立一宮小学校 委嘱作品

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Rari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Glock・Xylo・Timp・B.D・C.Cym・S.Cym・S.D・

Tamb・Tams・Tri

田丸 和弥 -

風立つときに　〈NEW!〉

セルティック･プレリュード

朴 守賢

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.D・B.D・Cyms・Glock・

Chimes

小泉 香

E♭SopCor・B♭SoloCor1/2/3/4・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・

Eup・Bass1/2・Timp・S.D・Glock・Bongo・S.Cym・B.D・Chime・W.Chime・Vib・Tamb
小泉 貴久

B♭SoloCor/E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2・Bari・Trb1/2・Eup・E♭Bass・B♭Bass・S.Cym・Tri・

WoodenPlates・TenorTamb・BassTamb・Glock・Mar・MetalicSticks

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・S.D・Bongo・Conga・Glock・S.Cym

菊池 幸夫 -

前田 恵実

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B

♭Bass・Timp・S.D・Glock・Tri・B.D・TamTam・Vib・Cym・S.Cym・JingleBell・Tamb・Whip

日本の詩

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Timp・S.D・B.D・Bongo・TomTom・Mar・Xylo

戸田 顕

“降臨・鎮座・寓言・行列”-金管合奏のための-　〈NEW!〉

※今春発売予定

西 大樹 -

無限に煌めく星たちへの讃歌　〈NEW!〉

Echo Stones　〈NEW!〉
E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Timp・Tri・S.D・S.Cym・Cym・Tamb・B.D・Tam-Tam

-

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.D・S.Cym・Hi-Hat・B.D・C.Cym・

Claves・Tamb・Glock

-

-

金管バンドのための序曲「君に朝日が差すとき」

メルカレア序曲

田嶋 勉

田嶋 勉 -

-
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　＜ U ＞

6:00 3.5 TBB-095 ¥15,000 ○/CD

　＜ Ｙ ＞

6:00 4 TBB-067 ¥12,000 ○/CD

　＜ A ＞

作曲者 長さ G 品番 本体価格＋税 HP音源

TBB-101 ¥20,000 ○/CD

　＜ Ｂ ＞

8:00 4 TBB-031 ¥12,500 ○/CD

5:00 4 TBB-046 ¥8,000 ○

4:00 3 TBB-047 ¥5,000 ○

4:00 4 TBB-048 ¥5,000 ○

4:00 4 TBB-049 ¥8,000 ○

　＜ Ｅ ＞

7:00 4 TBB-068 ¥15,000 ○/CD

　＜ Ｇ ＞

25:00 5 TBB-035 ¥20,000 ○

5:00 3.5 TBB-086 ¥12,000 ○/CD

　＜ Ｈ ＞

11:00 3.5 TBB-074 ¥15,000 ○

6:30 3.5 TBB-078 ¥10,000 ○

11:00 3.5 TBB-036 ¥16,000 ○/CD

10:00 3.5 TBB-058 ¥16,000 ○/CD

　＜ Ｊ ＞

5:30 4 TBB-045 ¥18,000 ○/CD

6:30 4.5 TBB-076 ¥18,000 ○/CD

G.ホルスト

G.ホルスト

西 大樹

上岡 洋一

準備中

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・Conga・Bongo・Hi-Hat・

TnrDr・Gong・S.Cym・Vibla-slap・W.Chime・Shaker・Claves・Cowbell・Tri・Vib

序曲 祝典

E♭SopCor・B♭SoloCor1/2/3/4・B♭RepCor・B♭Cor1/2・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・

Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・Drums・Cym・Castanet・S.Cym・Tamb・Tri・Xylo・Glock

E♭SopCor・B♭SoloCor1/2/3/4・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Timp・Xylo・S.D・S.Cym・B.D・Tri・C.Cym・Tamb

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Mar・Glock・S.D・Trg・B.D・S.Cym・

C.Cym・Gong・Tamb

E♭Cor・B♭SoliCor・B♭Cor1/2・F.Hr・A.Hｒ1/2・Bari（div.）・Trombone 1/2/3・Eup（div.）・E♭Bass・B♭Bass・

Timp・Vib・Glock・Mar・Xylo・Dr.Set・C.Cyms・W.Chime・S.Cym・Tri・Tamb・Vibraslap・Finger Cymbals

E♭Cor・B♭SoliCor・B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・Tub・BsTub・Timp・S.D・B.D・Cyms (Vibra-

slap)・Glock・TubularBells(Mar)

E♭Cor・B♭SoloCor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.D・Cym・S.Cym・B.D

E♭Cor・B♭SoloCor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.D・Cym・B.D・Tri・

Xylo・Chimes

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Timp・Tambourine de Provence

バンドのための交響曲 第4楽章

シンフォニア・ノビリッシマ

曲名

Lay The Snare - 美しいトリック -

久石 譲

ガーシュウィン

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tuba・Timp・S.Cym・C.Cym・Tri・S.D・Glock

アルルの女 第2組曲より 「ファランドール」

アルルの女 第2組曲より 「メヌエット」

アルルの女 第2組曲より 「間奏曲」

バーンズ

アレンジ作品

鈴木 栄一

小泉 貴久

平田 瑞貴

束科 積夷

戸田 顕

編曲者

鈴木 栄一

ジョバンニーニ

ビゼー

岩村 雄太

アルルの女 第2組曲より 「田園曲」

アルヴァマー序曲

E♭SopCor・B♭SoloCor1/2/3/4・ B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・

Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.D・B.D・Cym

シンフォニック ジブリ on ブラス Vol.1

第一組曲 変ホ長調

序曲 変ロ長調

金管バンドのための「想いは彼方に」　〈NEW!〉

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Timp・Tambourin de Provence・B.D・Cym

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F..Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Timp

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor1/2・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Timp

久石 譲/荒井 由美

蓬田 梓

宇田川不二夫

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・

Timp・S.D・S.Cym・B.D・Cyms・Tamb・Tri・Glock

エリクソン

※今春発売予定

-

-

E♭SopCor・B♭SoloCor1/2/3/4・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・

Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・FieldDrum・S.D・B.D・C.Cym・Gong・Tri・Xylo・Bells

組曲「惑星」より 火星～木星

シンフォニック ジブリ on ブラス Vol.2

Sinfonietta of G.G 　Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ

R.ジェイガー 小泉 貴久

R.ジェイガー 小泉 貴久

M.アーノルド 小泉 貴久

第六の幸運をもたらす宿　〈NEW!〉
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　＜ Ｋ ＞

5:30 3 TBB-022 ¥10,000 ○

6:00 3 TBB-054 ¥12,000 ○/CD

4:00 4.5 TBB-071 ¥12,000 ○/CD

8:30 3.5 TBB-075 ¥15,000 ○

　＜ Ｍ ＞

4:30 3 TBB-018 ¥10,000 ○/CD

7:00 3 TBB-033 ¥12,000 ○/CD

3:00 3 TBB-040 ¥6,000 ○/CD

7:00 3.5 TBB-055 ¥15,000 ○/CD

7:00 4 TBB-063 ¥10,000 ○/CD

　＜ Ｎ ＞

5:30 3.5 TBB-064 ¥12,000 ○/CD

　＜ Ｏ ＞

7:00 3 TBB-020 ¥12,000 ○/CD

7:00 3 TBB-023 ¥12,000 ○/CD

6:00 4 TBB-056 ¥15,000 ○/CD

　＜ Ｐ ＞

6:00 3.5 TBB-038 ¥16,000 ○/CD

　＜ Ｒ ＞

9:00 4.5 TBB-072 ¥16,000 ○/CD

11:00 4 TBB-037 ¥16,000 ○/CD

10:00 5 TBB-044 ¥18,000 ○/CD

24:00 5 TBB-102 ¥38,000

平田 瑞貴

小泉 貴久

小泉 貴久

川口 尚

平田 瑞貴

後藤 洋

鈴木 栄一

E♭Cor・B♭SoliCor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・B.D・

Trg・Cyms・Tri・S.D(without snare)・Xylo・Glock・W.Block

ペルシャの市場

日本民謡組曲「わらべ唄」

E♭Cor・B♭SoloCor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Campane・Tri・

Ratchet・Cyml・S.Cym・S.D・Tam-tam・B.D

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Mar

ポンセデレオン

バラの謝肉祭

E♭Cor・B♭SoloCor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Bells・Xylo・Chimes・

Cyms・Trg・T.Dr・S.D・B.D

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・B♭RepCor・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・

OrchestraBells・Xylo・Vib・Timpi・HandCymbal・S.Cym・S.D・B.D

カヴァレリア・ルスティカーナより間奏曲

組曲『展覧会の絵』より

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・

Timp・S.D・B.D・C.Cym

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・

Timp・S.D・B.D

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・

Timp・S.D・Cyms・Gong・Tri

E♭SopCor・B♭SoloCor1/2/3/4・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・

Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.D・B.D・Castanets・Cyms・Xylo・Maracas・Bell・Tamb・Vib・Mar・S.Cym・

W.Block

高度な技術への指標

バンドのための民話

マーラー E♭Cor・B♭Cor1/2/3・E♭A.Hr・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.D・B.D・Cyms・Glock・

TubilarBells1/2・Mar

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari・Trb1/2/3・(Bari)・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・Glock・

W.Blocks・Bongos・Trg・Gong・Tom-tom・Tamb・SleighBells

大栗 裕

上岡 洋一

兼田 敏

オリヴァドーティ

マスカーニ

イントロダクションとアダージェット

戸田 顕

歌劇「トゥーランドット」ハイライト

吹奏楽のための「小狂詩曲」
～金管バンドヴァージョン～

戸田 顕

鈴木 栄一

プッチーニ

鈴木 栄一

R.ミッチェル

ネリベル

コーディル

河辺 公一 E♭SopCor・B♭SoloCor1/2/3/4・b♭RipCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・

E♭Bass・B♭Bass・DrumKit・Timp・Glock・Tom-Tom・Cyms・B.D・Tamb・Claves

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari・Trb1/2/3・Eup・Basses・Timp・S.D・B.D・Tri・Tamb/Cyms・

Glock

E♭Cor・F.Hr・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Trg・Glock・S.D・Tom-tom・Cyms・SleighBell・

B.D・Tamb・LooseCymbal

フェスティーボ

束科 積夷

E♭SopCor・B♭SoloCor1/2/3/4・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・

Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.Cym・S.D・B.D・Bell・Tamb・Xylo・Vib

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・B♭RepCor・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・

Tri・Pair of Cymbals・S.D・B.D・Xylo・Vib・Glock

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Tri・Tamb・S.Cym・B.D・Tam-tam・

Cyms・S.D・Xylo・Chinese・Gong

大草原の歌

エル・カミーノ・レアル

アルメニアンダンス パート１

鈴木 栄一

春の猟犬

中世のフレスコ画
モリセイ

鈴木 栄一

ケテルビー

ムソルグスキー

O.レスピーギ

Ａ.リード

小泉 貴久

交響詩「ローマの祭り」（全曲・原調版）　〈NEW!〉

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Piano・Timp・G.Cassa・T-tam・Glock・Chime・Sonagliera・Tamb・Tamb.Picc・Tamb.Grande・

Raganella・Xylo・Piatti
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　＜ Ｓ ＞

6:34 3 TBB-002 ¥12,300 ○/CD

6:03 4 TBB-003 ¥11,700 ○/CD

3:18 2.5 TBB-004 ¥8,000 ○/CD

7:12 3 TBB-005 ¥12,300 ○/CD

7:35 4 TBB-006 ¥12,300 ○/CD

4:08 3 TBB-007 ¥7,000 ○/CD

5:55 3.5 TBB-008 ¥11,000 ○/CD

5:30 3 TBB-009 ¥9,900 ○/CD

5:30 3 TBB-010 ¥12,000 ○/CD

5:58 3 TBB-011 ¥11,000 ○/CD

6:19 3 TBB-012 ¥9,000 ○/CD

3:01 3 TBB-013 ¥8,700 ○/CD

6:00 3 TBB-014 ¥9,600 ○/CD

8:00 4 TBB-019 ¥12,000 ○

4:00 3 TBB-032 ¥9,000 ○/CD

7:00 4 TBB-030 ¥12,000 ○/CD

9:00 5 TBB-069 ¥15,000 ○/CD

5:00 2.5 TBB-073 ¥10,000 ○/CD

4:00 3 TBB-041 ¥6,000 ○/CD

4:30 2.5 TBB-089 ¥8,000

岩村 雄太

岩村 雄太

戸田 顕

鈴木 栄一

鈴木 栄一

戸田 顕

タイム・トゥ・セイ・グッバイ

スザート組曲より

海の男たちの歌

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.D・S.Cym・B.D

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/(3)・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Xylo・Mar・Tom・Vib

R. W. スミス

岡田 哲也
ザ・ロスト・コード　〈NEW!〉
E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timpani・Glock・S.Cym・C.Cym・S.D・Gong

B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.D・

S.Cym・C.Cym・B.D・Bells・Chimes・Xylo・

フィンランディア

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・

Timp・MarkTree・S.D・B.D・ConcertTom・LargeGong・C.Cym・S.Cym・Tamb・Tri・SleighBells・Chimes・Xylo・

Marimba・Bells

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・

S.D・B.D・Tri・Cyms・Tamb・MalletPercussion

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Timp・ Percussion 1/2・Mallet Percussion

E♭Cor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・

Timp・S.D・B.D・Cyms・Mallets

E♭Cor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・

Timp・S.D・B.D・S. Cym・Glok

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・

Mallets・Timp・S.D・B.D・C.Cym・S.Cym・Tamb

B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Timp・S.D・

B.D・C.Cym・S.Cym・Tamb・Tri・Cabasa・Whip・Mallets

河ながれるところ

ロマネスク

ノヴェナ

新しい日が明ける

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・B♭RepCor・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・Tub・Piano・Bells・Chimes・

S.Cym.・Mar・Vibes・Timp・Tom-Toms・Marching Block・Gong・ChinaBoyCym.・MulrtipleCyms(ad lib.).・

Ship'sBell・W.Chime・B.D・Ratchet(mounted)・HighClaves・Tri・OceanDrums・Cr.Cyms.・Congas・

AnchorChains・LowClaves

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・

Timp・S.D・SandpaperBlocks・Tri・Toms・B.D・Cyms・Gong・W.Chimes・MarchingBlock・

Bodhran(orTomToms)・Chain・Tamb・Chimes・Glock・SmallShaker

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Bells・Vibes・Xｙlo・Timp・S.D・B.D・BrakeDrum・Tri・C.Cym・Tamb・S.Cym・Cong

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・E♭SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E

♭Bass・B♭Bass・Chimes・Bells・Vibes・Xｙlo・Timp・S.D・B.D・BellTree・SmallTam-Tam・Cabasa・

TempleBlockes・Claves・FloorTom・C.Cym・S.Cym・Cong・SmallTri・FingerCyms・ClosedHi-Hat・MarkTree

語りつがれる栄光

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Timp・Chimes・Bells・Xylo・MarkTree・B.D・Gong・Tri・C.Cym・S.Cym・Tamb

東海林 修

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Mallet Percussion・Timp・Percussion 1/2

サルトーリ

サリバン

美馬 佳世

ディスコキッド

シベリウス

スウェアリンジェン

E♭SopCor・F.Hr・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・B.D・Cyms・Tri・(Chorus)

レット・ザ・スピリット・ソア

栄光のすべてに

シルバークレスト

インヴィクタ序曲

管楽器と打楽器のためのセレブレーション

勝利の時

センチュリア

T. スザート

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr 1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Beｌｌs・Timp・S.D・Tri・S.Cym

不滅の光

伝説のアイルランド

E♭Cor・F.Hr・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・C.Cyms・Timp・Xylo・Glock・S.D・Dｒ.Set
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　＜ Ｔ ＞

1:30 4 TBB-050 ¥5,000 ○

5:00 4 TBB-051 ¥8,000 ○

3:00 4 TBB-052 ¥5,000 ○

3:30 4 TBB-053 ¥5,000 ○

　＜ Ｖ ＞

3:30 2 TBB-024 ¥4,000 ○

3:00 3 TBB-027 ¥4,000 ○

4:00 3 TBB-028 ¥4,000 ○

1:00 3 TBB-029 ¥2,000 ○

　＜ Ｗ ＞

6:00 3 TBB-034 ¥12,000 ○/CD

10:00 3 TBB-083 ¥16,000 ○

　＜ その他 ＞

8:00 3 TBB-025 ¥5,000 ○

4:30 2 TBB-026 ¥4,000 ○

作曲者 長さ G 品番 本体価格＋税 HP音源

足立 正 4:30 2 TBE-016 ¥4,600 ○

足立 正 4:00 2 TBE-017 ¥4,600 ○

岩村 雄太 4:00 2 TBE-024 ¥4,600 ○

岩村 雄太 4:00 2.5 TBE-028 ¥4,600 ○

岩村 雄太 4:00 2 TBE-029 ¥4,600 -

岩村 雄太 3:30 2 TBE-030 ¥4,600 ○

作曲者 長さ G 品番 本体価格＋税 HP音源

アメリカ民謡 3:30 2 TBE-001 ¥4,600 ○

編曲者

蓬田 梓

水口 透

小池 伸幸

小池 伸幸

-

-

薄暮のワルツとポルカ
-

岩村 雄太

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・S.D・Cym・W.Chime・W.Block

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Glock・S.Cym・S.D

イージータンゴ
-

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Glock・Xylo・S.D

イージーコレクション・シリーズ
全国の金管バンド部顧問の先生方のご要望から誕生しましたニューシリーズ！！

E♭Cor・F.Hr・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・Glock・S.D・B.D・Cym・Tri

E♭Cor・F.Hr・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/3/4・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・Glock・Xylo・S.D・B.D

E♭Cor・F.Hr・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/3/4・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・Glock・Xylo・S.D・B.D
小池 伸幸

リパブリック賛歌

B♭Cor1/2/3・F.Hr・Hr1/2/3・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Bells・S.D・Tnr.Dr・Cym・B.D

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Xylo・S.D・B.D・Cyms

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・SoloPETbottle・Timp・S.D・Cym・B.D・Vib

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・S.D・Tri・S.Cym・Glock

曲名

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・S.D・Tri・S.Cym・Glock
ちいさな２つのうた

おおきな星空のうた

ペットボトルポルカ

マーチ ソ・ラ・シ・ド

オリジナル作品
編曲者

-

-

ロシア民謡メドレー

エルザの大聖堂への行列

カプリオール組曲

アメリカ民謡メドレー

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・(Bari)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.D・W.Chime・Tamb・Tri・Tam-

tam・Vibraslap・S.Cym・SleighBells・Shaker・Mar・TubularBells・Xylo・Glock

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Glock・Vib・Mar・S.Cym・Cym・S.D・

B.D・Timp

E♭Cor・F.Hr・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/3・Trb1/2/3・Eup・Bass・Bells・Glock・S.D・Tnr.Dr・Cym・B.D・Tri・

W.Blocks・Whistle

P. ウォーロック

胡桃割人形より 「ロシア舞曲トレパーク」
E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr･SoloA.Hr・A.Hr1/2･Bari1/2･Trb1/2・B.Trb･Eup・E♭

Bass･B♭Bass・Timp・Tamb

アイーダ大行進曲
E♭Cor・F.Hr・B♭Cor(orB♭Trp)1/2/3・A.Hr1/2/3・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・Glock・Xylo・S.D・B.D・Cym

ワーグナー

ヴェルディ

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Timp・Trg

胡桃割人形より 「行進曲」

胡桃割人形より 「花のワルツ」

椿姫より 命のかぎり

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr・SoloA.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2・B.Trb・Eup・E♭

Bass・B♭Bass・Tri

胡桃割人形より 「小さな序曲」

椿姫より 乾杯の歌

椿姫より 第1幕前奏曲

アレンジ作品

曲名

金管バンドを知り尽くした編曲家が、豊かな響きを実現致しました！

リパブリック讃歌・大きな古時計による変奏曲・アニーローリーなど子供たちが楽しく演奏に参加できる曲を集めました！

ロシア民謡

E♭SopCor・B♭SoloCor・B♭RepCor・B♭Cor2/3・F.Hr･SoloA.Hr・A.Hr1/2･Bari1/2･Trb1/2・B.Trb･Eup・E♭

Bass･B♭Bass・Cyms

アメリカ民謡

チャイコフスキー 束科 積夷
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アメリカ民謡 4:00 2 TBE-007 ¥4,600 ○

アメリカ民謡 4:00 2 TBE-012 ¥4,600 ○

アメリカ民謡 4:30 2.5 TBE-013 ¥4,600 ○

アメリカ民謡 4:00 2.5 TBE-033 ¥4,600

アメリカ民謡 4:00 2.5 TBE-014 ¥4,600 ○

ドヴォルザーク 4:30 2.5 TBE-018 ¥4,600 ○

ドビュッシー 3:00 2.5 TBE-015 ¥4,600 ○

フォスター 3:00 2 TBE-008 ¥4,600 ○

フランス民謡 2:30 2 TBE-009 ¥4,600 ○

フランス民謡 4:00 2.5 TBE-021 ¥4,600 ○

ハイドン 4:30 2.5 TBE-004 ¥4,600 ○

いずみ たく 5:00 2.5 TBE-027 ¥4,600 ○

イングランド民謡/アイルランド民謡 4:30 2.5 TBE-019 ¥4,600 ○

ネッケ 2:00 2.5 TBE-022 ¥4,600 ○

中田 喜直 2:30 2 TBE-025 ¥4,600 ○

オッフェンバック 2:00 2.5 TBE-023 ¥4,600 ○

岡野 貞一 2:30 2 TBE-032 ¥4,600 -

プルートン 5:00 2 TBE-003 ¥4,600 ○

ロジャース 5:00 2 TBE-026 ¥4,600 ○

サティ 4:00 2.5 TBE-005 ¥4,600 ○

サティ 2:00 2 TBE-011 ¥4,600 ○

スコットランド民謡 5:30 2 TBE-010 ¥4,600 ○

ワーク 5:00 2 TBE-002 ¥4,600 ○

ツィマーマン 3:00 2 TBE-006 ¥4,600 ○

財津 和夫 5:00 2 TBE-031 ¥4,600 ○

スコットランド民謡 4:00 2 TBE-034 ¥4,600

アビニョン橋の上で

きらきら星変奏曲

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Glock・S.D・B.D・HiHatCym・R.Cym・S.Cym・Tri

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・S.D・C.Cym・S.Cym・Tri

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Xylo・Glock・S.D・Vibra Slap・W.Block・C.Cym・Tri・W.Chime・S.Cym

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Glock・S.D・B.D・Cym・Vib・Tri

峠の我が家

ヤンキー・ドゥードゥル変奏曲

ロンドン橋落ちた～ロンドンデリーの歌

アニーローリー

岩村 雄太

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Vib・D.S
切手のないおくりもの

神野 ハナビ

大きな古時計による変奏曲

錨を上げて

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Xylo・Glock・Dr.Set

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・W.Chime・Glock・C.Cym・S.D・B.D・T.Bell・S.Cym・Mar・S.Bell・

Tri・Claves・Vibra slap

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・S.D・Xylo・Tam-tam・Vibra Slap・S.Cym・Tamb

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・S.D・Tri・W.Block・Shaker・Tamb

クシコス・ポスト

岩村 雄太

米山 邦宏

岩村 雄太

岩村 雄太

「蛍の光」の主題による旅立ちの歌
児玉 英己

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Glock・S.Cym・C.Cym・Tri

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Glock・Xylo・S.D・Cym・B.D

天国と地獄

オーラ・リー

ドレミの歌

ジュ・トゥ・ヴー

ピカデリー

夏の思い出

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Xylo・S.D・Cym・B.D

田丸 和弥

蓬田 梓

田丸 和弥

関向 弥生

岩村 雄太

河田 理奈

蓬田 梓

蓬田 梓

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Glock・Vib・S.Cym・Xylo・S.D・B.D・Tri・HiHatCym

岩村 雄太

関向 弥生

岩村 雄太

西 大樹

富士原 裕章

岩村 雄太

赤い川の谷間

線路は続くよどこまでも
岩村 雄太

岩村 雄太

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・S.D・Cym・Xylo・W.Block・Tri・Bells・Mar

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・S.D・B.D・Xylo・C.Cym・Vibra Slap・Tamb・Tri・S.Cym・W.B

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Glock・W.Chime・HiHatCym・S.D・S.Cym・Tri

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Vib・Cym・S.D・Tri・S.Cym・B.D

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Tri・Glock・Mar・Vib

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Glock・S.D・B.D・Tri

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・・S.D・Glock

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Tri・Vibra slap・W.Chime・S.D・T.Bells・Xylo・S.Cym・Glock

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・S.D・S.Cym・Glock・Xylo

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Tri・B.D・Glock

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Tri・Glock・Mar・Vib

家路～交響曲第９番　第２楽章より

ゴリウォーグのケークウォーク

Oh, Susanna

ディベルティメント
～6つのフェルトバルティー 第6番, 第1楽章～

手のひらを太陽に
岩村 雄太

ふるさと　〈NEW!〉
浅江 政幸

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・Timp・Vib・D.S

幸せなら 手をたたこう　〈NEW!〉
岡田 哲也

【 イージーコレクション・シリーズ出版予定作品 】

B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tuba・S.D・Castanets・Tamb・B.D・S.Cym・C.Cym・S.Bell・Tri・Bells・Xylo

『かわいいあの子』 / インドネシア民謡

『故郷の空』 / スコットランド民謡 『庭の千草』 / アイルランド民謡

『アリラン』 / 朝鮮民謡

8



作曲 長さ G 品番 本体価格＋税 アーティスト

山下 穂尊 5:30 3 CLGBB-001 ¥5,000 いきものがかり

水野 良樹 6:00 3 CLGBB-002 ¥5,000 いきものがかり

織田 哲郎 4:00 2 CLGBB-003 ¥5,000 ZARD

KAN 4:00 3 CLGBB-004 ¥5,000 KAN

水野 良樹 6:00 3 CLGBB-005 ¥5,000 いきものがかり

水野 良樹 4:30 3 CLGBB-006 ¥5,000 いきものがかり

水野 良樹 5:00 3 CLGBB-007 ¥5,000 いきものがかり

山下 穂尊 3:50 3 CLGBB-008 ¥5,000 いきものがかり

BOB CREWE 4:00 3 CLGBB-009 ¥5,000 -

福山 雅治 4:20 4 CLGBB-010 ¥5,000 福山 雅治

笹淵 大介 5:00 3 CLGBB-011 ¥5,000 AKB48

横 健介 5:00 3 CLGBB-012 ¥5,000 AKB48

河原 嶺旭 4:30 3 CLGBB-013 ¥5,000 AKB48

すみだ しんや 5:00 3 CLGBB-014 ¥5,000 AKB48

井上 ヨシマサ 5:30 3 CLGBB-015 ¥5,000 AKB48

上杉 洋史 4:40 3 CLGBB-016 ¥5,000 AKB48

山崎 燿 5:00 3 CLGBB-017 ¥5,000 AKB48

佐伯YOUTHK 5:50 3 CLGBB-019 ¥5,000 西野 カナ

GIRGIO CANCEMI 4:30 3 CLGBB-020 ¥5,000 西野 カナ

北川 悠仁 5:00 3 CLGBB-021 ¥5,000 ゆず

QQ 5:50 3.5 CLGBB-022 ¥5,000 嵐

コラージュ音楽出版 ポップス譜（参考音源ＣＤ付き）

編曲

YELL

いつだって僕らは

曲名

負けないで (E♭SopCor)・B♭Cor・(B♭RepCor)・B♭Cor2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭

Bass・Drums・Tamb・Glock

米山 邦宏

岩村 雄太

水口 透

（E♭SopCor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・Xylo・

Glock・Tamb・Claves・D.S

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Bell・Glock・Vib・S.Cym・Tri・S.D・D.S

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・Druns・Bngo・

Vib・Glock・Tamb

(E♭Cor)・B♭Cor・(B♭RepCor)・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・

Glock・Vib・Tamb・Tri・Drums

西 大樹

岩村 雄太

果てない空

栄光の架橋

Best Friend

君って

ヘビーローテーション

桜の栞

Everyday、カチューシャ

ハルウタ

じょいふる

歩いていこう

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・Vib・Glock・Drums・W.Chime・

S.Cym・C.Cym

(E♭Cor・)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・

Timp・Drums・Tamb・Claves・Glock

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Glock・Xylo・S.Cym・WoodBlocks・D.S

吉村 一哉

岩村 雄太

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭Rep)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Glock・Vib・S.Cym・Tri・W.Chime・D.S

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・D.S・Glock・Xylo・Mar

桜の木になろう

GIVE ME FIVE！

生きてる生きてく

君の瞳に恋してる

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Glock・Xylo・S.Cym・Tri・Tamb・Cym・D.S

(E♭SopCor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・

Timp・S.Cym・S.D・B.D・Shaker・Tamb・W.Chime・SleighBells・Tam-Tam・Mar・Tubularbells・Glock

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Bell・Glock・Vib・S.Cym・W.Chime・Tri

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Bell・Glock・Vib・S.Cym・Cyms・W.Chime・S.D・Tri・D.S

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari・Trb1/2/3・Eup・Basses・Timp・Glock・S.D・S.Cym・C.Cym・Tri

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・D.S・S.D・Glock・Xylo・Mar・Tamb

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Bell・Glock・Vib・D.S・S.Cym・W.Chime・Tri・Shaker

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Glock・Vib・Shaker・D.S

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Glock・Xylo・Cymbs・B.D・D.S

小泉 貴久

岩村 雄太

蓬田 梓

フライングゲット

風は吹いている

小泉 貴久

岩村 雄太

西 大樹

米山 邦宏

西 大樹

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・Glock・Drums・S.Cym・Tri・

C.Cym

（E♭SopCor)・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・Shaker・Conga・Cowbell・Tamb・

Claves・Xylo・Samba Whistle・Drums

愛は勝つ

岩村 雄太

岩村 雄太

岩村 雄太

岩村 雄太

吉村 一哉

岩村 雄太

ありがとう
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谷本 新 5:00 3 CLGBB-023 ¥5,000 嵐

CHRIS JANEY 4:30 5 CLGBB-024 ¥5,000 嵐

馬飼野 康二 3:30 3 CLGBB-026 ¥5,000 光GENJI

槇原 敬之 5:00 3 CLGBB-028 ¥5,000 槇原 敬之

槇原 敬之 4:30 3 CLGBB-029 ¥5,000 槇原 敬之

福山 雅治 5:00 3 CLGBB-030 ¥5,000 福山 雅治

小渕 健太郎 4:30 3 CLGBB-031 ¥5,000 コブクロ

荒井 由実 4:00 3 CLGBB-032 ¥5,000 荒井 由実

BEGIN 4:20 3 CLGBB-033 ¥5,000 BEGIN

G.ホルスト 6:00 3 CLGBB-034 ¥5,000 平原 綾香

黒須 克彦 4:30 3 CLGBB-035 ¥5,000 mao

水野 良樹 7:20 3 CLGBB-036 ¥5,000 いきものがかり

井上 ヨシマサ 5:10 3 CLGBB-037 ¥5,000 AKB48

- 5:00 3 CLGBB-038 ¥5,000 -

上杉 洋史 6:00 3 CLGBB-039 ¥5,000 AKB48

Barry Manillow 5:00 3.5 CLGBB-040 ¥5,000 -

宮沢 和史 4:00 3 CLGBB-041 ¥5,000 THE BOOM

村井 邦彦 4:10 3 CLGBB-042 ¥6,000 川村 かおり

坂本 浩美 4:40 3 CLGBB-043 ¥5,000 -

- 5:30 3 CLGBB-044 ¥5,000 -

Handel 3:00 2 CLGBB-045 ¥4,000 -

千葉 和臣 5:40 3 CLGBB-046 ¥6,000 海援隊

アンジェラ・アキ 4:30 3 CLGBB-047 ¥6,000 アンジェラ・アキ

E♭SopCor・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・Tub・Xylo・Glock・Tamb・D.S

(E♭SopCor)・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Xylo・Glock・Congas・Tamb・D.S

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.D・B.D・

Glock・Xylo・Vib・Mar・Tri

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub1/2・Glock・Mar・Timp・

Tri・Tamb・B.D・Cyms・Chorus

田丸 和弥

田丸 和弥

岩村 雄太

田丸 和弥

田丸 和弥

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub1/2・Glock・Chimes・

Timp・Cyms・B.D

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Glock・Vib・TubularBells・S.Cym・S.D・Tri・D.S

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Basses・Vocals・Piano(or

Key)・Timp・Glock・Vib・D.S・Tri・S.Cym・W.Chime・Bongo&Conga

岩村 雄太

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・

Glock・Vib・Timp・D.S・Tri・Tamb・Vocals

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・

Glock・Vib・Timp・Tri・B.D・W.Chime・S.Cym・Tamb・Chorus

米山 邦宏

米山 邦宏

岩村 雄太

田丸 和弥

米山 邦宏

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Bell・Glock・Vib・S.Cym・Shaker・Tri・D.S

(E♭SopCor)・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Claves・SambaWhistle・Cowbell・

Congas・Cuíca・Tamb・D.S

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Vib・

D.S・FingerCｙｍ・Tamb・Maracus・S.D

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari・Trb1/2/3・Eup・Basses・Glock・Vib・Drums・S.Cym・Tamb・Tri

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Vib・

D.S・S.Cym・B.D・Maracas・Conga・Timbales

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・S.D・B.D・Glock・Xylo・Vib・Mar・Tri

米山 邦宏

吉村 一哉

田丸 和弥

西 大樹

吉村 一哉

蓬田 梓

(E♭SopCor)・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Glock・SambaWhistle・Cowbell・

Timbales・Tamb・S.D・Cyms・B.D

田丸 和弥

西 大樹

田丸 和弥

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

D.S・Guiro・Tamb・Castanets・Claves・Bongo・Conga・Hand Clap

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・

Glock・Vib・D.S・S.Cym・FingerSnap・W.Chime・Maracas・Tri

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari・Trb1/2/3・Eup・Basses・Timp・Glock・S.Cym・C.Cym・S.D

ワイルド アット ハート

サクラ咲ケ

田丸 和弥

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari・Trb1/2/3・Eup・Basses・Timp・Vib・Glock・C.Cym・S.D・

S.Cym・Tri

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Vib・

Mar・Bell・D.S・Timbale・S.Cym・Conga・Hand Clap

(E♭SopCor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・

Timp・S.D・2Congas・B.D・2TempleBlocks・Tam-Tam・S.Cym・Vibraslap・W.Chime・Glock・Xylo・Mar・

TubularBells

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・D.S・Tamb・Glock・Xylo・Vib・Mar

田丸 和弥

西 大樹

Jupiter

笑顔のまんま

卒業写真

桜

桜坂

どんなときも。

遠く遠く

勇気100％
～クラシカルヴァージョン～

手紙
～拝啓十五の君へ～

贈る言葉

勇者は帰りて（得賞歌）

仰げば尊し

旅立ちの日に

翼をください

風になりたい

コパカバーナ

桜の花びらたち

クリスマスパーティー
（もろびとこぞりて 他7曲）

真夏のSounds good ！

風が吹いている
（2012ロンドンオリンピックテーマ曲）

夢をかなえてドラえもん
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Louis Prima 3:20 4 CLGBB-048 ¥5,000 -

スーザ 3:10 3.5 CLGBB-049 ¥5,000 -

シュトラウス 他 6:05 3 CLGBB-050 ¥5,000 -

ショパン 3:00 3 CLGBB-051 ¥5,000 -

大野 雄二 4:20 3.5 CLGBB-052 ¥5,000 -

ショパン 5:50 4 CLGBB-053 ¥5,000 -

ビゼー 他 5:10 4 CLGBB-054 ¥5,000 -

デンツァ 3:40 3 CLGBB-055 ¥5,000 -

チャイコフスキー 7:50 4 CLGBB-056 ¥5,000 -

ベートヴェン 4:50 4 CLGBB-057 ¥5,000 -

Van MacCoy 5:00 3.5 CLGBB-058 ¥6,000 -

宮川泰／すぎやまこういち 4:50 3.5 CLGBB-059 ¥5,000 ザ・ピーナッツ

GReeeeN 5:30 3 CLGBB-060 ¥5,000 GReeeeN

エルナンデス 4:00 3 CLGBB-061 ¥5,000 -

Wilshaw & Deighan 3:40 2.5 CLGBB-063 ¥5,000 -

馬飼野 康二 4:00 3 CLGBB-064 ¥5,000 Sexy Zone

中村 八大 4:00 3 CLGBB-065 ¥5,000

葉加瀬太郎 6:40 4 CLGBB-066 ¥6,000

Richard Carpenter

John Bettis
4:30 3 CLGBB-067 ¥5,000

Kristen Anderson-opez、

Robert Lopez
5:00 3 CLGBB-068 ¥6,000

竹内 まりや 4:00 3 CLGBB-069 ¥6,000

宮沢 和史 4:40 3 CLGBB-070 ¥5,000

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Basses・Glock・Xylo・S.D・

B.D・Cyms・Tri

田丸 和弥

米山 邦宏

岩村 雄太

(E♭SopCor)・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Vib・S.D・Shaker・Claves・D.S

岩村 雄太

西 大樹

岩村 雄太

岩村 雄太

E♭Cor・B♭Cor1(div.)/2/3・F.Hr・A.Hr1/2・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Vib・Xylo・D.S・JingleBells・

S.Cym・WoodBlocks・W.Chime・Tri

岩村 雄太

岩村 雄太

岩村 雄太

岩村 雄太

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Vib・Xylo・D.S・S.Cym・

Bongo&Conga・Tri

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub1/2・Glock・Vib・Mar・

Timp・B.D・Cyms・S.D

フニクリ･フニクラ

本気モード･クラシック！
（ファランドール 他5曲）

ショパン on Brass

ルパン三世のテーマ’78

島唄
～BINGATAヴァージョン～

すてきなホリデイ

レット・イット・ゴー
～ありのままで～

トップ・オブ・ザ・ワールド

情熱大陸
（エトピリカ～情熱大陸）

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Vib・Mar・D.S・S.D・S.Cym・三板

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Xylo・

S.D・B.D・S.Cym・C.Cym・Tri

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・D.S・Bongo・

Conga・Tablas・Tamb・Cyms

西 大樹

岩村 雄太

岩村 雄太

米山 邦宏

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Baris・Trb1/2/3・Eup・Basses・Timp・Glock・D.S・S.Cym・Tamb・Tri

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・B♭RepCor・F.Hr・A.Hr1/2・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Xylo・D.S・Conga・

Drums・S.Cym・Tamb

(E♭Cor)・B♭Cor1(div.)/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Vib・Xylo・D.S・W.Chime・

S.Cym・Tri・Vibraslap・Bongo&CongaDrums・Shakers

(E♭Cor)・B♭Cor1(div.)/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Vib・Xylo・D.S・S.Cym・

Tri

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Vib・Mri・D.S・S.Cym

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Baris・Trb1/2/3・Eup・Basses・Timp・Xylo・Glock・Drums・Shaker・

Tri

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・(E♭Bass)・B♭Bass・Timp・

Bell・Glock・Vib・Tamb・Bongo&Conga・D.S

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・Tub・S.D・B.D・Cyms・(Xylo)

米山 邦宏

岩村 雄太

鈴木 栄一

岩村 雄太

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Vib・Xylo・Mar・D.S・

Tri・三板・C.Cym・S.Cym・Tri

E♭SopCor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・E♭Bass・B♭Bass・Xylo・Claves・Maracas・

Cowbell・Bongos・Congas・S.Cym

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・B♭RepCor・F.Hr・A.Hr1/2・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Xylo・D.S・Conga・

Drums・Tri・S.Cym・W.Chime・Cyms

岩村 雄太

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Xylo・

S.D・B.D・S.Cym・Low Tom・C.Cym

(E♭SopCor)・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Basses・Xylo・Timp・S.D・S.Cym・C.Cym

(E♭Cor)・B♭Cor1/2/3・(B♭RepCor)・(F.Hr)・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub1/2・Glock・Vib・Xylo・

Mar・Chim・Timp・B.D・Cyms・S.D・Tamb・S.Cym・Tri・

岩村 雄太

田丸 和弥

明日があるさ

風をきって

おおシャンゼリゼ

エル・クンバンチェロ

遥か
～BINGATAヴァージョン～

恋のバカンス～恋のフーガ

アフリカンシンフォニー

ベートーヴェン on Brass

チャイコフスキー on Brass

ノクターン・オン・スウィング

運動会行進曲 パート１

（ラデツキー行進曲 他6曲）

星条旗よ永遠なれ

シング・シング・シング
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都倉 俊一 3:30 3 CLGBB-072 ¥5,000 ピンクレディー

佐藤 直紀 4:30 3 CLGBB-073 ¥5,000

Traditional 3:30 3 CLGBB-074 ¥5,000

スコットランド民謡 3:30 3.5 CLGBB-075 ¥6,000

宇野 誠一郎 4:20 3 CLGBB-076 ¥5,000

BennyAndersson/

StikkanAndersson/

BjoernUlvaeus

4:20 3 CLGBB-077 ¥6,000 ABBA

井上 忠夫 3:00 3 CLGBB-078 ¥5,000  フィンガー５

米山 正夫 3:20 3 CLGBB-079 ¥5,000 水前寺清子

宮川 泰 CLGBB-080 ※準備中 ささきいさお

玉城 千春 CLGBB-081 ※準備中 Kiroro

ジョー・ガーランド CLGBB-082 ※準備中

ビリー・ストレイホーン CLGBB-083 ※準備中

- CLGBB-084 ※準備中

スコット・ジョプリン CLGBB-085 ※準備中

＜金管４重奏＞

作曲者 長さ G 品番 本体価格＋税 DL価格

4:30 3 TBK4-001 ¥4,000 ¥3,200

【 コラージュ(ポップス)出版予定作品 】

-

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Xylo・D.S・W.Chime・

S.Cym・C.Cym

宇田川 不二夫

岩村 雄太

岩村 雄太

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・B♭RepCor・F.Hr・A.Hr1/2・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・D.S・Cyms・S.Cym

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2・Bari・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Tri・S.Cym・W.Chime・S.D・

Chimes(Tubularbells)・B.D・C.Cyms

岩村 雄太

ひょっこりひょうたん島

編曲者

学園天国　〈NEW!〉

B♭Cor・A.Hr・Trb・Tub

米山 邦宏

E♭SopCor・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・Bass・Xylo・Glock・D.S・Taｍｂ・W.Block

三百六十五歩のマーチ　〈NEW!〉
米山 邦宏

E♭SopCor・B♭Cor1/2/3・A.Hr1/2/3・Bari1/2・Trb1/2/3・Eup・Bass・Timp・Tamb・S.D・B.D・Cym

イン・ザ・ムード　〈NEW!〉
足立 正

※準備中

A列車で行こう　〈NEW!〉
足立 正

※準備中

アメージンググレイス　〈NEW!〉
浅江 政幸

※準備中

イージー・ウィナーズ　〈NEW!〉
浅江 政幸

※準備中

未来へ　〈NEW!〉
西 大樹

※準備中

※今春発売予定

※今春発売予定

※今春発売予定

※今春発売予定

※今春発売予定

⻄ 大樹

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2・Baris・Trb1/2/3・Eup・Basses・Glock・Xylo・Vib・Drums・Woodblock・

Cowbell・W.Chime

ダンシング・クイーン

ティーダキッズ・アンサンブル

前田 恵実

ザ・ウォーター・イズ・ワイド

聖者の行進

シンクロBOM-BA-YE

UFO E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Chimes・Vib・Mar・D.S・S.Cym・

Clap・Vocals

曲名

秋色マーチ

岩村 雄太

E♭Cor・B♭Cor1/2/3・F.Hr・A.Hr1/2/(3)・Bari1/(2)・Trb1/2/3・Eup・Tub・Timp・Glock・Vib・Mri・D.S・S.Cym・

Shaker

宇宙戦艦ヤマト　〈NEW!〉
岩村 雄太 ※今春発売予定

※準備中

ティーダキッズ・アンサンブルは、金管バンド向けのアンサンブル譜です。

従来の金管アンサンブルで用いられる、トランペットやホルンといった楽器を、

コルネットやアルトホルンで演奏できるように書かれたアンサンブル楽譜のシリーズです。

小学生向けの難易度の作品はもちろん、クラシックのアレンジ作品や、本格的なアンサンブル作品も提供しております！

『空も飛べるはず』

（スピッツ）

作曲：草野正宗

『チェリー』

（スピッツ）

作曲：草野正宗

『セプテンバー』

（アース・ウィンド・アンド・ファイアー）

作曲：A.Mckay,A.Willis,M.White
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＜金管５重奏＞

作曲者 長さ G 品番 本体価格＋税 DL価格

4:10 2.5 TBK5-001 ¥5,000 ¥4,000

6:30 4 TBK5-002 ¥5,000 ¥4,000

＜金管６重奏＞

作曲者 長さ G 品番 本体価格＋税 DL価格

5:00 3 TBK6-001 ¥3,000 ¥2,400

4:00 3 TBK6-002 ¥4,000 ¥3,200

4:30 3.5 TBK6-003 ¥4,000 ¥3,200

＜金管８重奏＞

作曲者 長さ G 品番 本体価格＋税 DL価格

4:30 3 TBK8-001 ¥5,000 ¥4,000

5:00 4 TBK8-002 ¥4,000 ¥3,200

5:00 3 TBK8-003 ¥5,000 ¥4,000

4:00 2.5 TBK8-004 ¥4,000 ¥3,200

5:00 2.5 TBK8-005 ¥4,000 ¥3,200

5:30 3 TBK8-006 ¥4,000 ¥3,200

5:30 3.5 TBK8-007 ¥5,000 ¥4,000

4:00 3 TBK8-008 ¥4,000 ¥3,200

4:00 2 TBK8-009 ¥4,000 ¥3,200

5:00 3 TBK8-010 ¥4,000 ¥3,200

4:00 3 TBK8-011 ¥4,000 ¥3,200

4:00 3 TBK8-012 ¥4,000 ¥3,200

4:00 3 TBK8-013 ¥3,000 ¥2,400

3:00 4 TBK8-014 ¥2,000 ¥1,600

4:00 3 TBK8-015 ¥3,000 ¥2,400

5:00 3 TBK8-016 ¥4,000 ¥3,200

7:00 3 TBK8-017 ¥5,000 ¥4,000

5:00 3 TBK8-018 ¥5,000 ¥4,000

4:00 2.5 TBK8-019 ¥5,000 ¥4,000

4:00 2.5 TBK8-020 ¥4,000 ¥3,200

5:00 3 TBK8-021 ¥4,000 ¥3,200

そり遊び

水上の音楽より「アレグロ」

水上の音楽より「ホーンパイプ」

水上の音楽より「エアー」

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

ブレイブ・マーチ

ホルスト

束科 積夷

束科 積夷

束科 積夷

-

編曲者

ブリリアント・シーズン

チャイコフスキー

チャイコフスキー

チャイコフスキー

-

ゴリウォーグのケーク・ウォーク

成本 理香

赤嶺 康

前田 恵実

ヘンデル

上岡 洋一

ヘンデル

-

足立 正

西 大樹

編曲者

カヴァレリア・ルスティカーナより間奏曲

西 大樹

前田 恵実

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

船本 孝宏

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2/3・A.Hr・Trb1/2・Eup・Tub

胡桃割り人形より「ロシア舞曲トレパーク」

胡桃割り人形より「行進曲」

胡桃割り人形より「花のワルツ」

クリスマス・メドレー

胡桃割り人形より「小さな序曲」

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2/3・A.Hr・Trb1/2・Eup・Tub

チャルメラ・ヴァリエーション

探検マンマーチ

Ｆ．レハール

モーツァルト

ドビュッシー

Ｐ．マスカーニ

惑星より「ジュピター」

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

メリーウィドウより「ダンス・デュエット」

ガーシュウィン

足立 正

橋本 裕樹

美馬 佳世

-

-

-

束科 積夷

鈴木 栄一

束科 積夷

鈴木 栄一

林 佳史

束科 積夷

林 佳史

-

-

-

ヘンデル

ヘンデル

チャイコフスキー 束科 積夷

束科 積夷

束科 積夷

鈴木 栄一

ヴェルディ

編曲者

-

HI-YA-MI-KA-CHI ～金管8重奏のための～

アポロ紀行

ラルゴ

 B♭Cor1/2・A.Hr・Trb・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr・Trb・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr・Trb・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr・Trb・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr・Trb1/2・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr・Trb1/2/3・Eup・Tub

レザレクション組曲

鞠殿変容 ～金管五重奏のために～

曲名

アイーダより凱旋行進曲

「ポギーとベス」よりセレクション

ラプソディア Ⅱ

曲名

曲名

ねこニャゴ

上岡 洋一
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5:00 3 TBK8-022 ¥5,000 ¥4,000

4:00 3 TBK8-023 ¥4,000 ¥3,200

9:20 3 TBK8-026 ¥5,000 ¥4,000

4:30 3 TBK8-027 ¥4,500 ¥3,600

3:30 3 TBK8-028 ¥4,000 ¥3,200

3:30 3 TBK8-029 ¥4,000 ¥3,200

4:00 2.5 TBK8-034 ¥4,600 ¥3,680

3:40 2.5 TBK8-035 ¥4,600 ¥3,680

＜管打８重奏＞

作曲者 長さ G 品番 本体価格＋税 DL価格

4:40 3 TBK8-024 ¥4,500 ¥3,600

4:30 3 TBK8-025 ¥4,500 ¥3,600

5:00 3 TBK8-030 ¥4,000 ¥3,200

5:00 2.5 TBK8-031 ¥4,000 ¥3,200

4:30 3.5 TBK8-032 ¥4,000 ¥3,200

～内容～
１.チューニング

＊Tubaの音をよくききましょう。
また、音を出してからも、よく聞きましょう。音の高さだけではなく、

ねいろ・大きさもそろえましょう。

２.スケール（変ホ長調）
＊2小節をひと息で吹きましょう。　和音はゆたかで美しいサウンドをめざしましょう。

３.スケール（変ロ長調）
＊ブレスのとき、なるべく間があかないようにしましょう。

４.インターバル
＊むずかしい音もあるので、歌ってみましょう。

５.スケール（へ長調）
＊高い音域にもちょうせんしてみて下さい。

６.デイリートレーニング
＊半音階の指をおぼえましょう。　耳をたくさん使い、美しいサウンドをめざしましょう。 本体価格　￥8,000＋税

真夜中のサーカス

カプリオール組曲

カントリー・ソング

スザート

グリーンスリーブス　〈NEW!〉

岩村 雄太

岩村 雄太

E♭Cor・B♭Cor1/2・A.Hr・Trb・Eup・Tub・Tom・Vib・Tamb

束科 積夷

- 小泉 香

教 本

プレトリウス

 B♭Cor1/2・A.Hr・Trb1/2・Eup・Tub・Tom

スザート組曲より

足立 正 -

金管バンドのための「ティーダメソッド」

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

森のくまさん　〈NEW!〉
 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

鈴木 栄一 編

ディープスカイ

束科 積夷

 B♭Cor1/2/3・A.Hr・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

金管8重奏の為の「ダイナミック・ソウル」

-

-

-

朴 守賢

美馬 佳世

ウォーロック

ホルスト

足立 正

-

 B♭Cor1/2（F.Hr）・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2/3・A.Hr・Trb1/2・Eup・Tub

 B♭Cor1/2/3・A.Hr・Trb1/2・Eup・Tub

ニューキャッスルの民謡による幻想曲

田丸 和弥

岩村 雄太

イングランド民謡 小泉 香

-

-

足立 正

曲名

ロイヤル・パレード

民族的な3つの舞曲

朱色の小瓶～民話をもとにしたある若者の物語～

編曲者

テレプシコーレ舞曲集より

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb・Eup・Tub・Timp

 B♭Cor1/2・A.Hr・Trb1/2・Eup・Tub・Tri・S.Cym・Tamb・Tom

 B♭Cor1/2・A.Hr・Trb1/2・Eup・Tub・S.D・B.D・Cym・Tamb・3Tom-Tom

 B♭Cor1/2・A.Hr1/2・Trb1/2・Eup・Tub

小学校における金管バンドの活動において、とりわけ基礎練習が重要であるのは言

うまでもありません。このメソッドでは小学生が無理なく集中力を保てる範囲内での

チューニング、スケール、ハーモニーの合奏基礎トレーニングを毎日行えるように編纂

されています。このメソッドを繰り返し練習することにより、音程の改善、サウンド、合

奏力の向上が日々ステップアップされます。
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ＣＤ　金管バンドコンクール 自由曲ライブラリー
品番

TBB-013

TBB-014

TBB-005

TBB-009

TBB-007

TBB-002

TBB-010

TBB-011

TBB-012

TBB-008

TBB-003

TBB-006

TBB-004

TBB-031

TBB-030

TBB-020

TBB-023

TBB-018

TBB-016

TBB-015

TBB-017

TBB-021

-

TBB-037

TBB-033

TBB-043

TBB-032

TBB-042

TBB-036

TBB-034

TBB-040

TBB-038

TBB-041

TBB-045

TBB-059

TBB-057

TBB-039

TBB-060

TBB-054

TBB-061

TBB-056

TBB-062

TBB-055

TBB-058

　シルバークレスト

　ノヴェナ

　河ながれるところ

　センチュリア

　栄光のすべてに

　不滅の光

　ロマネスク

　レット・ザ・スピリット・ソア

　インヴィクタ序曲

　語りつがれる栄光

　勝利の時

　管楽器と打楽器のセレブレーション

金管バンドが奏でる
アルヴァマー序曲

指揮：戸田 顕

演奏：British Brass Dolce

品番：WTCD-9004

本体価格：1,429円＋税

　イントロダクションとアダージェット

　メルカレア序曲

　ディスコキッド

　吹奏楽のための「小狂詩曲」～金管バンドヴァージョン～

　シンフォニア・ノビリッシマ

　The song of departure ～旅立ちの歌～

　虹をわたる翼

　NANA

　海は蒼く

　バンドのための民話

　冒険の夢

　Solitary Star ～孤独の星～

　大草原の歌

　シンフォニック ジブリ on ブラス Vol.2

金管バンドで讃える

シンフォニア･ノビリッシマ

指揮：松元 宏康

演奏：VIVID BRASS TOKYO

品番：WKCD-0061

本体価格：2,381円＋税

　エルザの大聖堂への行列

　カヴァレリア・ルスティカーナより 間奏曲

金管バンドで贈る
スウェアリンジェンの世界

指揮：山本 武雄
演奏：東京ブラスソサエティ

品番：WKCD-0024

本体価格：2,000円＋税

　君に朝日が差すとき

　シンフォニック ジブリ on ブラス Vol.1

金管バンドで踊る
アルメニアン･ダンス パート １

指揮：岡本 篤彦
演奏：浜松ブラスバンド

品番：WKCD-0047

本体価格：2,000円＋税

　伝説のアイルランド

　バラの謝肉祭

　ポンセ デ レオン

　中世のフレスコ画

　秋空に ～2010～

　ジェーナー ～沖縄の３つの旋律による～

　セルティック・プレリュード

　ブリリアント・シーズン

　[Bonus Track] As The Deer

　アルヴァマー序曲

　歌劇「トゥーランドット」ハイライト

　タイム・トゥ・セイ・グッバイ

　アルメニアン・ダンス パート1

品名/価格 収録曲

　新しい日が明ける
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品番

TBB-072

TBB-065

TBB-071

TBB-068

TBB-067

TBB-069

TBB-064

TBB-063

TBB-066

TBB-070

CLGBB-058

品番

TBB-077

TBB-084

TBB-086

TBB-082

TBB-073

TBB-081

TBB-085

TBB-087

TBB-076

TBB-080

CLGBB-075

　春の猟犬

　かみごと ～幼い日に見た祭りの情景～

　高度な技術への指標

　序曲 祝典

　Lay the Snare ～美しいトリック～

　海の男たちの歌

　フェスティーボ

　組曲『展覧会の絵』より

　スペース・アドベンチャー

　Join us for Band ～金管バンド仲間集まれ！※

　　（このアフリカン・シンフォニーはコラージュ音楽出版にて取り扱いを行っております）

品名/価格 収録曲

金管バンドで訪れる
秋風の旅人

指揮：山本 武雄
演奏：洗足学園音楽大学金管バンド

品番：WKCD-0075

本体価格：2,000円＋税

　秋風の旅人

　大空のカンタータ

２０１６年４月発売予定

　アフリカン・シンフォニー

金管バンドで駆ける
春の猟犬

指揮：川口 尚

演奏：Brass Band H.B.B.
※コーラス：河合第三小学校

金管バンドモア
　コーラス指導：河野 早也香

品番：WKCD-0068

本体価格：2,000円＋税

　序曲 変ロ長調

　KIRIN

　スザート組曲より

　悠久の地

　アドバンシング ナイト

　Pulse of The Earth ～蒼い星の鼓動～

　【鹿児島市立吉野小学校 委嘱作品】

　未来が変わる時

　ザ・ウォーター・イズ・ワイド

　 （このザ・ウォーター・イズ・ワイド はコラージュ音楽出版にて取り扱いを行っております）

　バンドのための交響曲 第4楽章

品名/価格 収録曲

金管バンドコンクール自由曲ライブラリー Vol.７

金管バンドで響きわたる
やまなみのしらせ

○このみちや〜山頭火が見た風景〜 ( 足立正 )

○やまなみのしらせ ( 福田洋介 )

○Heroic Dance (富士原裕章 )

○金管バンドのためのラプソディー ( 岩村雄太 )

○MARCH!MARCH! ( 兼田敏 )

○無限に煌めく星たちへの讃歌 ( 小泉貴久 )

○風立つときに ( 田嶋勉 )

○金管バンドのための「想いは彼方に」 (宇田川不二夫 )

○第六の幸運をもたらす宿 (M.アーノルド / 小泉貴久 )

指揮：山本武雄

演奏：洗足学園音楽大学金管バンド

COMING SOON
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日本の小学生金管バンドの最高峰がここに！
２０１５年１２月１３日行われた「第２回全日本小学生金管バンド選手権」。
このCD-Rは全出場団体のうち、上位５団体にあたる「スーパーエクセレント賞」に選ばれた団体の演奏を全収録してあります！

全日本小学生金管バンド選手権 ＣＤ

● 第5位 長野県 鎌田小学校金管バンド部（56名） 指揮：小松伸行

① Green Days 福田洋介

② 「ハイランド讃歌」組曲より 1.アードロス城 3.ダンドネル フィリップ・スパーク

● 第4位 兵庫県 桜台小学校ジュニアバンドクラブ（37名） 指揮：大畑美菜

③ Green Days 福田洋介

④ Jubiloso フィリップ・スパーク

● 第3位 奈良県 河合第三小学校金管バンド（26名） 指揮：河野早也香

⑤ Green Days 福田洋介

⑥ 太陽の輝き 岩村雄太

● 第2位 鹿児島県 吉野小学校金管バンド（37名） 指揮：末吉むつみ

⑦ Green Days 福田洋介

⑧ 管楽器と打楽器の為のセレブレーション J.スウェアリンジェン/戸田顕

● 第1位 佐古小学校金管バンド部（43名） 指揮：青山裕子

⑨ Green Days 福田洋介

⑩ ラ ストーリア ヤコブ デ ハーン
本体価格 ￥２,０００＋税
２０１５年１２月１３日 奈良県 やまと郡山城ホールにて収録
（※本商品はCD-R媒体につきオーディオ環境によっては、上手く再生できないことがあります)

本体価格 ￥１,５００＋税
２０１４年１２月２１日 奈良県 やまと郡山城ホールにて収録
（※本商品はCD-R媒体につきオーディオ環境によっては、上手く再生できないことがあります)

第３回全日本小学生金管バンド選手権

スーパーエクセレント賞受賞団体集

第２回全日本小学生金管バンド選手権

スーパーエクセレント賞受賞団体集
● 第5位 秋田県 旭小学校ブラスバンド（26名） 指揮：伊藤 一

① つむぎもの ～終わることのない物語のために～ 足立 正

② ドラゴンの年 フィリップ・スパーク

● 第4位 鹿児島県 吉野小学校金管バンド（36名） 指揮：末吉 むつみ

③ つむぎもの ～終わることのない物語のために～ 足立 正

④ Pulse of The Earth ～蒼い星の鼓動～ 【吉野小学校委嘱作品】 岩村 雄太

● 第3位 鹿児島県 明和小学校金管バンド（29名） 指揮：古屋 光洋

⑤ つむぎもの ～終わることのない物語のために～ 足立 正

⑥ Festa Paesana ヤコブ・デ・ハーン

● 第2位 徳島県 佐古小学校金管バンド部（38名） 指揮：青山 裕子

⑦ つむぎもの ～終わることのない物語のために～ 足立 正

⑧ アドベンチャーズ イン ブラス レイ ファー

● 第1位 奈良県 河合第三小学校金管バンド・モア（26名） 指揮：河野 早也香

⑨ つむぎもの ～終わることのない物語のために～ 足立 正

⑩ 冒険の夢 田丸 和弥

第１回全日本小学生金管バンド選手権

スーパーエクセレント賞受賞団体集
● 第5位 鹿児島県 明和小学校金管バンド（35名） 指揮：古屋 光洋

① ノーブル・マーチ 上岡 洋一

② OREGON Jacob de Haan

● 第4位 奈良県 王寺ジュニアバンド・ハルモ（13名） 指揮：松嶋 裕貴子

③ ノーブル・マーチ 上岡 洋一

④ 故郷 ～希望への序曲～ 岡野 貞一 / 後藤 洋

● 第3位 鹿児島県 吉野小学校金管バンド（35名） 指揮：末吉 むつみ

⑤ ノーブル・マーチ 上岡 洋一

⑥ 語りつがれる栄光 J. スウェアリンジェン / 戸田 顕

● 第2位 徳島県 佐古小学校金管バンド部（38名） 指揮：青山 裕子

⑦ ノーブル・マーチ 上岡 洋一

⑧ JUBILATION James Curnow

● 第1位 奈良県 河合第三小学校金管バンド・モア（26名） 指揮：河野 早也香

⑨ ノーブル・マーチ 上岡 洋一

⑩ The Song of Departure ～旅立ちの歌～ 岩村 雄太

本体価格 ￥１,５００＋税
２０１３年１２月２５日 尼崎市総合文化センター アルカイックホールにて収録
（※本商品はCD-R媒体につきオーディオ環境によっては、上手く再生できないことがあります)
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ココがすごい！
 

 

デリケートな楽器表面

❶超極細繊維

人の髪の毛の太さ

繊維。通常のマイクロファイバー（

細かい 1 ㎛

面を傷つけることなく、楽器表面の汚れやホコリをきれ

いに取り除きます。

汚れたら洗濯に

❷耐用性 

洗濯が可能で何度でもご使用いただけます。洗濯後でも

性能は変わらず、色落ちもありません。

総発売元 

 ココがすごい！

これからは、フリーサイズのグローブ型クロスに、手をクイ

き取る時代になりました♪

大きい楽器は、何度も何度

2 枚組で新発売された「グローブ型クロス」は、超極細

群です。 

◆ ハンカチサイズから風呂敷のようなサイズまで、広げて使う時代はもう終了？！

新しい

 

新しい

デリケートな楽器表面

❶超極細繊維（スーパーハイマイクロファイバー）

人の髪の毛の太さ（0.1mm

通常のマイクロファイバー（

㎛の超極細繊維を使用しているので、拭き取り

面を傷つけることなく、楽器表面の汚れやホコリをきれ

いに取り除きます。 

汚れたら洗濯に 

 

洗濯が可能で何度でもご使用いただけます。洗濯後でも

性能は変わらず、色落ちもありません。

 有限会社ティーダ

ココがすごい！ 

これからは、フリーサイズのグローブ型クロスに、手をクイ

き取る時代になりました♪手が小さいお子さんから、女性まで楽器の落下を防ぐことができます。

楽器は、何度も何度も拭き取り面に合わせてクロスを移動していたストレスから解放

枚組で新発売された「グローブ型クロス」は、超極細

ハンカチサイズから風呂敷のようなサイズまで、広げて使う時代はもう終了？！

しいしい

デリケートな楽器表面に 

（スーパーハイマイクロファイバー）

0.1mm）の 1/100 である糸で作られた

通常のマイクロファイバー（8㎛

超極細繊維を使用しているので、拭き取り

面を傷つけることなく、楽器表面の汚れやホコリをきれ

洗濯が可能で何度でもご使用いただけます。洗濯後でも

性能は変わらず、色落ちもありません。

有限会社ティーダ  〒541-

これからは、フリーサイズのグローブ型クロスに、手をクイ

手が小さいお子さんから、女性まで楽器の落下を防ぐことができます。

も拭き取り面に合わせてクロスを移動していたストレスから解放

枚組で新発売された「グローブ型クロス」は、超極細

ハンカチサイズから風呂敷のようなサイズまで、広げて使う時代はもう終了？！

しい提案
スーパーハイマイクロファイバー

しい提案
スーパーハイマイクロファイバー

（スーパーハイマイクロファイバー）

である糸で作られた

㎛以下）よりさらに

超極細繊維を使用しているので、拭き取り

面を傷つけることなく、楽器表面の汚れやホコリをきれ

洗濯が可能で何度でもご使用いただけます。洗濯後でも

性能は変わらず、色落ちもありません。 

-0058 大阪市中央区南久宝寺町

これからは、フリーサイズのグローブ型クロスに、手をクイ

手が小さいお子さんから、女性まで楽器の落下を防ぐことができます。

も拭き取り面に合わせてクロスを移動していたストレスから解放

枚組で新発売された「グローブ型クロス」は、超極細繊維

ハンカチサイズから風呂敷のようなサイズまで、広げて使う時代はもう終了？！

提案！グローブ
スーパーハイマイクロファイバー

提案！グローブ
スーパーハイマイクロファイバー

（スーパーハイマイクロファイバー） 

である糸で作られた

）よりさらに

超極細繊維を使用しているので、拭き取り

面を傷つけることなく、楽器表面の汚れやホコリをきれ

洗濯が可能で何度でもご使用いただけます。洗濯後でも

大阪市中央区南久宝寺町

汚れを残さず

❸グローブ型

クロスの形を「グローブ型」にすることによって、余計

な指紋

しているので

することができ

 

これからは、フリーサイズのグローブ型クロスに、手をクイッ！と入れて、

手が小さいお子さんから、女性まで楽器の落下を防ぐことができます。

も拭き取り面に合わせてクロスを移動していたストレスから解放

繊維（スーパーハイマイクロファイバー

ハンカチサイズから風呂敷のようなサイズまで、広げて使う時代はもう終了？！

グローブ
スーパーハイマイクロファイバー

グローブ
スーパーハイマイクロファイバー

大阪市中央区南久宝寺町 4-5-15-202

汚れを残さず

❸グローブ型 

クロスの形を「グローブ型」にすることによって、余計

な指紋・拭き残しがなくなります。

しているので両手でしっかり楽器を支えながらきれいに

することができます。

ッ！と入れて、楽器をしっかりホールド

手が小さいお子さんから、女性まで楽器の落下を防ぐことができます。

も拭き取り面に合わせてクロスを移動していたストレスから解放

スーパーハイマイクロファイバー

ハンカチサイズから風呂敷のようなサイズまで、広げて使う時代はもう終了？！

グローブ
スーパーハイマイクロファイバー

グローブ
スーパーハイマイクロファイバー

202 TEL 06-6241

汚れを残さずきれいにするために

 

クロスの形を「グローブ型」にすることによって、余計

拭き残しがなくなります。

両手でしっかり楽器を支えながらきれいに

ます。 

￥1

クリーニンググローブ（

JAN

楽器をしっかりホールドし、汚れやホコリをサッ！！っと

手が小さいお子さんから、女性まで楽器の落下を防ぐことができます。 

も拭き取り面に合わせてクロスを移動していたストレスから解放！ 

スーパーハイマイクロファイバー）で編み上げた生地なので、汚れ落ちも抜

ハンカチサイズから風呂敷のようなサイズまで、広げて使う時代はもう終了？！◆

グローブ型クロス
スーパーハイマイクロファイバー

グローブ型クロス
スーパーハイマイクロファイバー

6241-9394 FAX 

きれいにするために 

クロスの形を「グローブ型」にすることによって、余計

拭き残しがなくなります。クロスが手にフィット

両手でしっかり楽器を支えながらきれいに

本体価格

1,800

クリーニンググローブ（

サイズ：フリーサイズ

JAN コード：

し、汚れやホコリをサッ！！っと

で編み上げた生地なので、汚れ落ちも抜

◆ 

クロス
スーパーハイマイクロファイバー使用

クロス
スーパーハイマイクロファイバー使用

 06-6120-7539

 

クロスの形を「グローブ型」にすることによって、余計

クロスが手にフィット

両手でしっかり楽器を支えながらきれいに

本体価格

800+税

クリーニンググローブ（2 枚組）

品番：TCLGL

サイズ：フリーサイズ

コード：4582336302240

し、汚れやホコリをサッ！！っと

で編み上げた生地なので、汚れ落ちも抜

クロス 
使用 

 

クロス 
使用 

 

7539 

クロスの形を「グローブ型」にすることによって、余計

クロスが手にフィット

両手でしっかり楽器を支えながらきれいに

本体価格  

税 

枚組） 

TCLGL 

サイズ：フリーサイズ 

4582336302240 

し、汚れやホコリをサッ！！っと拭

で編み上げた生地なので、汚れ落ちも抜



主な仕様

サイズ：

重さ：158g

端子：インプットジャック、イヤホンジャック（

音量調節：ダイヤル式無段階設定

バッテリー

 

チューナー

測定範囲：

精度：±１

基準ピッチ

基準発振音：

チューニングモード（管楽器他・ギター・ベース・ヴァイオリン・ウクレレ）

フラットチューニング（ギター・ベースモードのみ）
 

メトロノーム

テンポ：

ビート：

リズム：

カウント読み上げ機能
 

レコーダー

録音時間：

1 トラック

録音フォーマット：

プレイバックフォーマット：

対応 OS

▲ボタンを極力減らしシンプルな操作性を

 

主な仕様 

サイズ：122（L）×70

158g 

端子：インプットジャック、イヤホンジャック（

音量調節：ダイヤル式無段階設定

バッテリー：リチウム電池内蔵

チューナー 

測定範囲：2A～6A 

±１cent 以内 

基準ピッチ：A4：430

基準発振音：A0（27.5Hz

チューニングモード（管楽器他・ギター・ベース・ヴァイオリン・ウクレレ）

フラットチューニング（ギター・ベースモードのみ）

メトロノーム 

テンポ：30～250bpm

ビート：0,1,2,3,4,5,6

：  

カウント読み上げ機能

レコーダー 

録音時間：最大 13 時間（最大トラック数：

トラック：最大 55

録音フォーマット：16bit/44.1kHz

プレイバックフォーマット：

OS：Windows XP,7,8

▲ボタンを極力減らしシンプルな操作性を

追求したデザイン

70（W）×30

端子：インプットジャック、イヤホンジャック（

音量調節：ダイヤル式無段階設定 

リチウム電池内蔵 USB

 

 

430～450Hz（1Hz

27.5Hz）～C8（

チューニングモード（管楽器他・ギター・ベース・ヴァイオリン・ウクレレ）

フラットチューニング（ギター・ベースモードのみ）

250bpm 

0,1,2,3,4,5,6 

カウント読み上げ機能（English） 

時間（最大トラック数：

55 分録音可能 

16bit/44.1kHz

プレイバックフォーマット：MP3/WAV

Windows XP,7,8 

▲ボタンを極力減らしシンプルな操作性を

追求したデザイン 

30（H）mm 

端子：インプットジャック、イヤホンジャック（φ3.5mm

USB 経由にて充電又は

1Hz 刻み） 

（4186.0Hz） 

チューニングモード（管楽器他・ギター・ベース・ヴァイオリン・ウクレレ）

フラットチューニング（ギター・ベースモードのみ）

 

時間（最大トラック数：200 トラック）

 WAV 形式 

MP3/WAV 形式 

〈レコーダー

♪

〈チューナー

♪
〈メトロノーム

♪
〈バッテリー〉

♪

▲ボタンを極力減らしシンプルな操作性を

3.5mm モノラル）

経由にて充電又は手回し充電

 

チューニングモード（管楽器他・ギター・ベース・ヴァイオリン・ウクレレ）

フラットチューニング（ギター・ベースモードのみ） 

トラック） 

 

レコーダー機能

♪合奏時に録音し、いつでもどこでもすぐに再生！

合奏中の先生の
チューナー機能

♪さまざまな楽器に対応したチューニング
メトロノーム

♪音声でカウントを読み上げ演奏をサポート！
〈バッテリー〉

♪電池不要のエコシステム！（

モノラル） 

手回し充電 

チューニングモード（管楽器他・ギター・ベース・ヴァイオリン・ウクレレ） 

機能〉 

合奏時に録音し、いつでもどこでもすぐに再生！

合奏中の先生の
機能〉 

さまざまな楽器に対応したチューニング
メトロノーム機能〉 

音声でカウントを読み上げ演奏をサポート！
〈バッテリー〉 

電池不要のエコシステム！（

〒

取扱店

合奏時に録音し、いつでもどこでもすぐに再生！

合奏中の先生の大事な

さまざまな楽器に対応したチューニング

音声でカウントを読み上げ演奏をサポート！

電池不要のエコシステム！（

操作が簡単！レベルアップにおススメ！！管楽器奏者に最適の機器！

から弦楽器まで幅広く対応しており、

もありました。

できるので電池代が掛からないですね。このコンパクトなレコーディン

グメトロチューナーを使用してレベルアップしてみてください。

加古勉（東邦音楽大学大学院教授

ⓒAyumi Kakamu

総販売元：
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町

TEL：06-6241

取扱店 

合奏時に録音し、いつでもどこでもすぐに再生！

大事な話をレコっちゃお★

さまざまな楽器に対応したチューニング

音声でカウントを読み上げ演奏をサポート！

電池不要のエコシステム！（USB

操作が簡単！レベルアップにおススメ！！管楽器奏者に最適の機器！

がらでもはっきり聞こえるくらい音量が

出ます。

から弦楽器まで幅広く対応しており、

もありました。バッテリーは電池不要！

できるので電池代が掛からないですね。このコンパクトなレコーディン

グメトロチューナーを使用してレベルアップしてみてください。

東邦音楽大学大学院教授、日本トランペット協会副理事長

東邦音楽大学ウィンドオーケストラ・スペシャルユニット常任指揮者）

Ayumi Kakamu 

本体価格

 。

総販売元：有限会社ティーダ
0058 大阪市中央区南久宝寺町

6241-9394 FAX

合奏時に録音し、いつでもどこでもすぐに再生！

話をレコっちゃお★

さまざまな楽器に対応したチューニング

音声でカウントを読み上げ演奏をサポート！

USB 対応）

使用してまず思ったのは、さまざまな機

能があるのに全部で

ができること。ボタンが最小限で非常

に使いやすい。このメトロチューナー

は録音が 13

した。個人練習やバンド演奏など

音してすぐ聴くことができる

ベルアップツールとしても最適です。

メロトノーム機能は正確なカウント表

示とリズム読み上げ機能

れないリズムを練習するときにおススメ

です。音量を最大にすれば

操作が簡単！レベルアップにおススメ！！管楽器奏者に最適の機器！

がらでもはっきり聞こえるくらい音量が

出ます。チューナー機能は管楽器から弦楽器

から弦楽器まで幅広く対応しており、フラットチューニング機能

バッテリーは電池不要！USB

できるので電池代が掛からないですね。このコンパクトなレコーディン

グメトロチューナーを使用してレベルアップしてみてください。

日本トランペット協会副理事長

東邦音楽大学ウィンドオーケストラ・スペシャルユニット常任指揮者）

品番 WMT

本体価格 8,000

 

有限会社ティーダ
大阪市中央区南久宝寺町 4-5-

FAX：06-6120

合奏時に録音し、いつでもどこでもすぐに再生！

話をレコっちゃお★ 

さまざまな楽器に対応したチューニングモード！

音声でカウントを読み上げ演奏をサポート！

対応） 

使用してまず思ったのは、さまざまな機

能があるのに全部で７ボタン！

ができること。ボタンが最小限で非常

に使いやすい。このメトロチューナー

13 時間できるから驚きま

個人練習やバンド演奏など

音してすぐ聴くことができる

ベルアップツールとしても最適です。

メロトノーム機能は正確なカウント表

リズム読み上げ機能があり、な

ないリズムを練習するときにおススメ

音量を最大にすれば楽器を吹きな

操作が簡単！レベルアップにおススメ！！管楽器奏者に最適の機器！

がらでもはっきり聞こえるくらい音量が

チューナー機能は管楽器から弦楽器

フラットチューニング機能

USB 充電か手回し充電で充電

できるので電池代が掛からないですね。このコンパクトなレコーディン

グメトロチューナーを使用してレベルアップしてみてください。

日本トランペット協会副理事長、日本ブラスバンド指導者協会理事

東邦音楽大学ウィンドオーケストラ・スペシャルユニット常任指揮者）
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8,000 円+税 

 

有限会社ティーダ 
-15-202 

6120-7539 

合奏時に録音し、いつでもどこでもすぐに再生！ 

モード！ 

音声でカウントを読み上げ演奏をサポート！ 

使用してまず思ったのは、さまざまな機 

７ボタン！で操作 

ができること。ボタンが最小限で非常 

に使いやすい。このメトロチューナー 
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