
品番 曲名 作曲者名 編曲者名

HML-001 トロイメライ シューマン 服部　浩行

HML-002 ライモンダよりグラン・パ・ダクシオン グラズノフ 服部　浩行

HML-003 カヴァレリア・ルスティカーナより交響的間奏曲 マスカーニ 服部　浩行

HML-101 サロメの踊り　 シュトラウス 服部　浩行

HML-102 スペイン狂詩曲　 ラヴェル 服部　浩行

HML-104 バレエ音楽「シンデレラ」より プロコフィエフ 服部　浩行

HML-105 バレエ音楽「赤いけしの花」　 グリエール 服部　浩行

HML-119 ディオニソスの祭り シュミット 服部　浩行

TWE-002 パッサカリアとフーガ バッハ 高 昌帥

TWE-003 ローマの謝肉祭 ベルリオーズ 高 昌帥

TWE-004 交響曲第４番より第１楽章 チャイコフスキー 高 昌帥

TWE-005 ロメオとジュリエットより タイボルトの死 プロコフィエフ 高 昌帥

TWE-006 ロメオとジュリエットより 情景 プロコフィエフ 高 昌帥

TWE-007 ロメオとジュリエットより ロメオとジュリエット プロコフィエフ 高 昌帥

TWE-008 ロメオとジュリエットより モンターギュ家とキャプレット家 プロコフィエフ 高 昌帥

TWE-009 ロメオとジュリエットより 別れの前のロメオとジュリエット プロコフィエフ 高 昌帥

TWE-010 ロメオとジュリエットより 朝の踊り プロコフィエフ 高 昌帥

TWE-011 ロメオとジュリエットより 若いジュリエット プロコフィエフ 高 昌帥

TWE-012 ロメオとジュリエットより 終曲（ジュリエットの死） プロコフィエフ 高 昌帥

TWE-014 カルメンより ハバネラ ビゼー 高 昌帥

TWE-015 カルメンより セギリディア ビゼー 高 昌帥

TWE-016 カルメンより 間奏曲 ビゼー 高 昌帥

TWE-017 カルメンより アルカラの竜騎兵 ビゼー 高 昌帥

TWE-018 カルメンより アラゴネーゼ ビゼー 高 昌帥

TWE-019 カルメンより ノクターン ビゼー 高 昌帥

TWE-020 カルメンより クインテット ビゼー 高 昌帥

TWE-021 カルメンより 花の歌 ビゼー 高 昌帥

TWE-022 カルメンより オーセコーズ ビゼー 高 昌帥

TWE-023 カルメンより ジプシーの踊り ビゼー 高 昌帥

TWE-024 カルメンより 闘牛士 ビゼー 高 昌帥

TWE-025 カルメンより 闘牛士の歌 ビゼー 高 昌帥

TWE-029 幻想交響曲 第５楽章 ベルリオーズ 戸田 顕

TWE-030 アラディン組曲より 祝典行進曲 ニールセン 戸田 顕

TWE-031 アラディン組曲より アラディンの夢と朝霧の踊り ニールセン 戸田 顕

TWE-032 アラディン組曲より ヒンズーの踊り ニールセン 戸田 顕

TWE-033 アラディン組曲より 中国の踊り ニールセン 戸田 顕

TWE-034 アラディン組曲より イスパハンの市場 ニールセン 戸田 顕

TWE-035 アラディン組曲より 囚人の踊り ニールセン 戸田 顕

TWE-036 アラディン組曲より 黒人の踊り ニールセン 戸田 顕

TWE-040R 青と赤銅色のオーバード 平野 達也 -

TWE-041 Symphonic GAME 朴 守賢 -

TWE-042 ヨンナムサムルノリのリズムによる ダイナミックソウル 朴 守賢 -

TWE-043 マンナム紀行 朴 守賢 -

TWE-045R 交響曲第７番 Rondo Finale マーラー 石津谷 治法

TWE-046R 交響曲第８番 ハ短調 Finale ブルックナー 石津谷 治法

TWE-047R ピアノ四重奏曲 第１番 ト短調 ブラームス 永野 俊也

TWE-049 済州島民謡によるラプソディー 朴 守賢 -

TWE-050R きみの還る場所 井澗 昌樹 -

TWE-051 セルティック･プレリュード 西 大樹 -

TWE-053 組曲 第１番より第１楽章 バルトーク 鈴木 栄一

TWE-054 序曲 南国にて エルガー 鈴木 栄一

TWE-055 交響曲 第９番 新世界より より 第４楽章 ドヴォルザーク 鈴木 栄一

TWE-056R 交響詩 海 ドビュッシー 上岡 洋一

TWE-057 エジプト舞曲より I・II・III・IV ルイジーニ 鈴木 栄一

TWE-058R 憂いのあとに 上岡 知巨 (上岡 洋一)

TWE-059 ジェーナー～三つの沖縄民謡の主題によるラプソディー～ 赤嶺 康 -

TWE-061 ボレロ　全曲版 ラヴェル 鈴木 栄一



TWE-063 交響曲第3番 フィナーレ サン=サーンス 林 佳史

TWE-064 ペールギュント組曲 第一組曲 グリーグ 鈴木 栄一

TWE-065 ペールギュント組曲 第二組曲 グリーグ 鈴木 栄一

TWE-066 モルダウ スメタナ 鈴木 栄一

TWE-067 アルルの女 ビゼー 林 佳史

TWE-068 交響組曲「春」第2楽章 ドビュッシー 鈴木 栄一

TWE-069 フォリア変奏曲 バブロ・エスカンデ -

TWE-070 吹奏楽のための狂詩曲「レキオ」 赤嶺 康 -

TWE-071R Piano Concerto No.2 ラフマニノフ 上岡 洋一

TWE-072 歌劇「トゥーランドット」第3幕より プッチーニ 鈴木 栄一

TWE-073 「ローエングリン」より”エルザの大聖堂への行進と終曲” ワーグナー 鈴木 栄一

TWE-074 エンドレス・ドリーム 加藤 良幸 -

TWE-075 「ダフニスとクロエ」第２組曲 ラヴェル 高 昌帥

TWE-076 カレリア序曲 シベリウス 鈴木 栄一

TWE-077 カレリア組曲 シベリウス 鈴木 栄一

TWE-078 「未完成交響曲」 全2楽章 シューベルト 鈴木 栄一

TWE-079 CHOPINIANA (Les Sylphides) ショパン 鈴木 栄一

TWE-080 ンナスルティ ～鬼決め歌のフレースによる～ 赤嶺 康 -

TWE-081 ウィンドオーケストラのための交響曲 兼田 敏 -

TWE-082 吹奏楽のための序曲 兼田 敏 -

TWE-083 歌劇「エフゲニー・オネーギン」ポロネーズ チャイコフスキー 林 佳史

TWE-084 スラブ風組曲 田丸和弥 -

TWE-085 ウィンドオーケストラのためのファイヴイメージズ 兼田 敏 -

TWE-086 吹奏楽のための主題と変奏 兼田 敏 -

TWE-087 吹奏楽のためのディヴェルティメント 兼田 敏 -

TWE-088 君に朝日が差すとき 西 大樹 -

TWE-089 吹奏楽のためのリムジン江 高 宗漢 高 昌帥

TWE-090 ウィンドオーケストラのためのシンフォニック・ヴァリエーション 兼田 敏 -

TWE-091 小フーガ ト短調 バッハ 吉村 一哉

TWE-093 嗚呼！ 兼田 敏 -

TWE-094 吹奏楽のためのバラードⅠ 兼田 敏 -

TWE-095 吹奏楽のためのバラードⅡ 兼田 敏 -

TWE-096 吹奏楽のための「寓話」 兼田 敏 -

TWE-097 「リエンツィ」序曲 ワーグナー 鈴木 栄一

TWE-098 バレエ組曲「恋は魔術師」より ファリァ 鈴木 栄一

TWE-099 吹奏楽のためのバラードⅢ 兼田 敏 -

TWE-100 巫女の謡えるうた 大栗 裕 -

TWE-101 エッセイ 高 昌帥 -

TWE-103 虹をわたる翼 福田 洋介 -

TWE-104 ４つの小品より スケルツォ バルトーク 巽 俊裕

TWE-105 バレエ音楽「シルヴィア」より 狩りの女神とバッカスの行列 レオ・ドリーブ 巽 俊裕

TWE-106 スペイン奇想曲 R.コルサコフ 巽 俊裕

TWE-107 2つの映像より 「田舎の踊り」 バルトーク 巽 俊裕

TWE-108 2つの交響的スケッチ ホキアン・セッラ 山口 哲人

TWE-109R 家庭交響曲 第4楽章 シュトラウス 吉村 一哉

TWE-114R 管弦楽のための協奏曲 第5楽章 バルトーク 福田 洋介

TWE-115 死と乙女よりパラフレーズ シューベルト 吉村 一哉

TWE-116 鳳凰～“ポンファン”　高句麗に宿る神～ 金 殷真 -

TWE-117 黒龍～希望をつなぐもの～ 金 殷真 -

TWE-118 交響曲 第1番より ブラームス 鈴木 栄一

TWE-119 エレジー ラフマニノフ 吉村 一哉

TWE-120 光の道しるべ 岩村 雄太 -

TWE-121 Solitary Star ～孤独の星～ 小泉 貴久 -

TWE-122 マーチ「わかくさ」 兼田 敏 -

TWE-123 マーチ 「ビバ ヘヴァ」 兼田 敏 -

TWE-124 March Oh ! OSAKA 兼田 敏 -

TWE-125 行進曲「京都」 兼田 敏 -

TWE-126 行進曲「山口」 兼田 敏 -

TWE-127 March! March! 兼田 敏 -



TWE-128 高度な技術への指標  【オリジナル版】 河辺 公一 -

TWE-130 吹奏楽のための"小狂詩曲" (自筆譜に基づく 原典版) 大栗 裕　 -

TWE-132 日本民謡組曲「わらべ唄」 兼田 敏 -

TWE-134 チューバ協奏曲 R. ヴォーン・ウィリアムズ 前田 卓

TWE-135 スラヴ行進曲 チャイコフスキー 巽 俊裕

TWE-136 ルーマニア民俗舞曲 バルトーク 岩村 雄太

TWE-137 吹奏楽のための序曲「風の賛歌」 足立 正 -

TWE-138 小交響詩“エドワード3世” 山口 哲人 -

TWE-139 ある映画のための音楽 岩村 雄太 -

TWE-140 収穫祭 田丸 和弥 -

TWE-141 Star of the Illusion～幻の星 小泉 貴久 -

TWE-142 SUKU-SUKU 前田 恵実 -

TWE-143 学校へ行こう!～「ウェストミンスターの鐘」による幻想曲～ 高 昌帥 -

TWE-144R 二つの表情を併せ持つ鳳凰像 上岡 洋一 -

TWE-145R シンフォニック・ソング 福田 洋介 -

TWE-146 相授譚 長生 淳 -

TWE-147 組曲「レイ・ブラッドベリ讃歌」 山口 哲人 -

TWE-148 交響詩「愛宕山」 足立 正 -

TWE-149 シンフォニック・エピソード～４つの主題による～ 加古 隆 宇田川 不二夫

TWE-150 吹奏楽のためのバラードⅣ 兼田 敏 -

TWE-151 The Rail For Milky Way 小泉 香 -

TWE-152 かみごと～幼い日に見た祭りの情景～ 足立 正 -

TWE-153 ニールの夢 西 大樹 -

TWE-154 歌劇《さまよえるオランダ人》より序曲 ワーグナー 鈴木 栄一

TWE-155 交響曲第6番「悲愴」より第４楽章 チャイコフスキー 鈴木 栄一

TWE-156 交響曲第4番第4楽章 チャイコフスキー 鈴木 栄一

TWE-158 歌劇「オイリアンテ」より序曲 ヴェーバー 宇田川 不二夫

TWE-159 The song of departure ～旅立ちの歌～ 岩村 雄太

TWE-160 スペース・アドベンチャー 富士原 裕章 -

TWE-161 歌劇「サムソンとデリラ」　大編成 サン=サーンス 小泉　香

TWE-162 歌劇「サムソンとデリラ」小編成 サン=サーンス 小泉　香

TWE-165 交響的舞曲より 第3楽章 ラフマニノフ 前田　卓

TWE-166 鳥の楽園 今村 愛紀 -

TWE-167 マーチ「潮煙」 原典版 上岡 洋一 -

TWE-169 歌劇｢魔笛｣序曲 モーツァルト 田丸和弥

TWE-170 メタモルフォーシス Ⅱ 成本 理香 -

TWE-171 巌流 ～佐々木小次郎を題材とした「巌流島の決闘」にまつわる4つのエピソード～ 足立 正 -

TWE-172 バレエ音楽《四季》より　<秋> グラズノフ 前田 卓

TWE-173 歌劇《トスカ》 第3幕より プッチーニ 前田 卓

TWE-174 歌劇《トゥーランドット》 より｢誰も寝てはならぬ｣ プッチーニ 前田 卓

TWE-175 歌劇《ローエングリン》 より 第3幕への前奏曲 ワーグナー 宇田川 不二夫

TWE-176 歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》 より プレリュードとシチリアーナ マスカーニ 前田 卓

TWE-177 キューバ序曲 G.ガーシュウィン 和田 直也

TWE-178 サニー・サイド・ストリート・パレード 足立 正 -

TWE-179 ナイルの守り K. アルフォード 三國 浩平

TWE-180 吹奏楽のための「こぶし脈々たる」 宇田川 不二夫 -

TWE-181 交響曲第2番より 第3楽章 S.ラフマニノフ 宇田川 不二夫

TWE-182 Musica per la Fantasia II 三國 浩平 -

TWE-183 秋風の旅人 足立 正 -

TWE-184 管楽器と打楽器のためのコンチェルティーノ 足立 正 -

TWE-185 喜びの島 ドビュッシー 前田卓

TWE-186 赤とんぼ 山田耕筰 芳賀傑

TWE-187 浜辺の歌 成田為三 芳賀傑

TWE-188 フルート協奏曲 イベール 和田 直也

TWE-189 カプリオール組曲 ウォーロック 蓬田 梓

TWE-190 白の草原にまつわる物語 ～White Story～ 朴 守賢 -

TWE-191 交響曲第7番より　第1楽章 ベートーヴェン 鈴木栄一

TWE-192 交響曲第2番より第5楽章 アイブス 足立正

TWE-193 セレナーデ 第2番より Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ ブラームス 宍倉晃



TWE-194 歌劇「リナルド」より 私を泣かせてください ヘンデル 宍倉晃

TWE-195 交響曲「画家マティス」より II. 埋葬　Ⅲ. 聖アントニウスの誘惑 ヒンデミット 篠崎卓美

TWE-196 吹奏楽のためのディヴェルティメント 大栗裕 -

TWE-197 古楠に寄せて～吹奏楽のための頌歌 中橋愛生 -

TWE-198 Seasons 高昌帥 -

TWE-199 ミシシッピ組曲 ～ニューヨーク・フィル版～ グローフェ 山口哲人

TWE-201 コンサート・バンドのための「熊野古道 ～神々の道」 加古隆 宇田川不二夫

TWE-202 バレエ「三角帽子」より 序奏、粉屋の踊り、終幕の踊り ファリャ 小長谷宗一

TWE-203 ４つの季節の詞（ことば）より 田嶋勉 -

TWE-206 未来が変わる時 富士原裕章 -

TWE-208 吹奏楽のためのバーレスク 大栗裕 -

TWE-209 交響的奇想曲 プッチーニ 鈴木栄一

TWE-210 ピッツバーグ交響曲 ヒンデミット 足立正

TWE-211 交響曲第３番第１楽章より マーラー 足立正

TWE-212 泣く女 田村文生 -

TWE-213 グランドストーリー 江原 大介 -

TWE-214 コーンウォール・ラプソディー 岩村 雄太 -

TWE-215 怒りの日の主題による「パラフレーズ」 ～少人数吹奏楽のために～ 岩村 雄太 -

TWE-216 空巡る方舟 小泉 香 -

TWE-217 コフレキャドー ～導きの箱～ 前田　恵実 -

TWE-218 萩の空～奇兵隊に寄せて～ 関口 孝明 -

TWE-219 はじまりのうた 関向 弥生 -

TWE-220 小組曲 Ⅰ.小舟にてⅡ.行列 Ⅲ.メヌエット Ⅳ.バレエ ドビュッシー 前田　卓

TWE-221 歌劇アウリスのイフィゲニアより序曲 グルック 鈴木 栄一

TWE-222 ピアノ協奏曲 第一楽章 グリーグ 宍倉 晃

TWE-223 バッカナール　オーケストラのためのスケルツォ J. イベール 黒川 圭一

TWE-224 ウィーンフィルのためのファンファーレ R.シュトラウス 宇田川 不二夫

TWE-225 ツェッペリン伯爵行進曲 C.タイケ 三國 浩平

TWE-226 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」 第2幕より 夕べの祈り ～ パントマイムフンパーディンク 前田 卓

TWE-227 交響曲第3番「英雄」 第1楽章 ベートーヴェン 宇田川 不二夫

TWE-228 歌劇「マノン・レスコー」　第3幕　間奏曲 プッチーニ 前田卓

TWE-229 ホルン協奏曲 第1番 R.シュトラウス 前田卓

TWE-231 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（原調）　 フランツ・フォン･スッペ鈴木栄一

TWE-232 交響詩「禿山の一夜」（原調） ムソルグスキー 鈴木栄一

TWE-233 Wasp Overture ウィリアムス 浅江政幸

TWE-234 「楽しい行進曲」Marche Joyeuse エマニュエル・シャブリエ鈴木 栄一

TWE-235 狂詩曲「スペイン」 エマニュエル・シャブリエ鈴木 栄一

TWE-236 交響的舞曲より 第1楽章 ラフマニノフ 前田卓

TWE-237 交響詩「レ・プレリュード」（原調） リスト 鈴木 栄一

TWE-238 秋空に～In Autumn Skies～（原典版 上岡洋一 -

TWE-239 ハイドンの主題による変奏曲 Ｊ．ブラームス 鈴木 栄一

TWE-240 オペラ「ファウスト」よりバレエ音楽 グノー 鈴木 栄一

TWE-242 ロイヤルマーチ 岩村 雄太 -

TWE-243 交響詩「フィンランディア」 シベリウス 前田卓

TWE-244 亡き王女のためのパヴァーヌ ラヴェル 前田卓

TWE-245 二つの踊り 大栗裕 -

TWE-246 ハンガリーの風景 バルトーク 前田卓

TWE-247 レクイエム モーツァルト 宍倉晃

TWE-248 コンサートマーチ「緑の丘で」 小林武夫 -

TWE-249 我が心のフォスター フォスター 宍倉晃

TWE-250 Turkitsch March 田村文生 -

TWE-251 フォレストダンス 岩村 雄太 -

TWE-252 シンフォニック・ポエム「春」～花に寄せて～ 加古隆 宇田川 不二夫

TWE-253 交響的印象「教会のステンドグラス」より レスピーギ 小野寺真

TWE-254 スケーターズ・ワルツ ワルトトイフェル 鈴木 栄一

TWE-255 雷鳴と電光 J.シュトラウス 鈴木 栄一

TWE-256 トリッチ・トラッチ・ポルカ J.シュトラウスII 鈴木 栄一

TWE-257 舞踏組曲より（小編成版） バルトーク 前田卓

TWE-258 歌劇「道化師」より“間奏曲” レオンカヴァルロ 前田卓



TWE-259 フィンガルの洞窟 メンデルスゾーン 鈴木 栄一

TWE-260 交響曲第１番「春」より第１楽章 シューマン 鈴木 栄一

TWE-261 歌劇「トスカ」第２幕より「歌に生き、愛に生き」 プッチーニ 前田卓

TWE-262 ピアノソナタ第８番「悲愴」より第２楽章 ベートーヴェン 前田卓

TWE-263 バレエ音楽「シルヴィア」組曲 ドリーブ 小長谷宗一

TWE-264 ラデツキー行進曲（ウィーン・フィルドラムマーチ付）原調版 J.シュトラウス1世 前田卓

TWE-265 ラデツキー行進曲（ウィーン・フィルドラムマーチ付)in E♭版 J.シュトラウス1世 前田卓

TWE-266 風姿花伝 谷地村博人 -

TWE-268 「マ・メール・ロワ」組曲（全曲版） ラヴェル 前田卓

TWE-269 歌劇「ファウストの劫罰」より ベルリオーズ 前田卓

TWE-270 波立つ川 ～The Rolling River～ 足立 正 -

TWE-271 小さなバンドのためのプレリュード 岩村 雄太 -

TWE-272 プリマヴェーラ　-ウインドオーケストラのための- 谷地村博人 -

TWE-273 「ヘンリー8世」の音楽 山口 哲人 -

TWE-275 Secret Song 北爪道夫 -

TWE-276 ムーサイの輝かしい贈り物～セイキロスの墓碑銘の主題による～ 足立 正 -

TWE-277 Heroic Dance(吹奏楽版） 富士原裕章 -

TWE-278 風神～The Wind, featuring 雷神～The Orchestra 内藤淳一 -

TWE-279 吹奏楽のためのエチュード 大栗 裕 -

TWE-280 このみちや　～山頭火が見た風景～ 足立 正 -

TWE-281 領域外の祈り 石原勇太郎 -

TWE-282 交響詩「死の舞踏」 サン=サーンス 前田卓

TWE-283 小組曲「子供の遊び」 ビゼー 前田卓

TWE-284 「3つの夜想曲」より“祭り” ドビュッシー 前田卓

TWE-285 Luna 今村 愛紀 -

TWE-286 シンフォニックバンドのための交響的3章 浦田 健次郎 -

TWE-287 歌劇「イーゴリ公」より”ポーロヴェッツ人の踊り” ボロディン 鈴木 栄一

TWE-288 交響曲第1番「冬の日の幻想」より第2楽章、第4楽章 チャイコフスキー 鈴木 栄一

TWE-290 木管楽器・金管楽器・打楽器のための音楽 浦田 健次郎 -

TWE-291 オリオンの涙、その軌跡 石原勇太郎 -

TWE-292 序曲「Age of Discovery」 小見山明子 -

TWE-293 フリューゲル・シンフォニア 福田洋介 -

TWE-294 吹奏楽のためのクリスタルアラベスク 川合清裕 -

TWE-295 「月の光」　ベルガマスク組曲より ドビュッシー 前田卓

TWE-296 民謡の主題によるスコットランド行進曲 ドビュッシー 前田卓

TWE-297 吹奏楽のためのタンゴ・スタディ 松浦 伸吾 -

TWE-299 映像の世紀 加古隆 宇田川不二夫

TWE-300 機械惑星紀行 富士原裕章 -

TWE-302 ＦＵ-ＪＩＮ 小泉香 -

TWE-303 交響組曲「ロビンフッドの冒険」 コルンゴルド 山口哲人

TWE-304 奇跡の輪 松浦伸吾 -

TWE-306 交響的舞曲　第2楽章 ラフマニノフ 前田卓

TWE-308 川中島の決戦 関口孝明 -

TWE-309R 祈りの手 田村修平 -

TWE-310 トッカータとフーガニ短調 バッハ 前田卓

TWE-311 ワルツ「スペイン」 エミール・ワルトトイフェル鈴木栄一

TWE-312 交響曲第１番「春」より第４楽章 シューマン 鈴木栄一

TWE-313 操り人形の葬送行進曲 グノー 鈴木栄一

TWE-314 劇付随音楽「夏の夜の夢」より（全6曲） メンデルスゾーン 鈴木栄一

TWE-315 おもちゃの兵隊の行進 イエッセル 鈴木栄一

TWE-316 歌劇「はかなき人生」より（全３曲） ファリャ 鈴木栄一

TWE-318 道化師の朝の歌 ドビュッシー 前田卓

TWE-320 ロマンス-ソロ楽器と吹奏楽の為に- エルガー 黒田裕治

TWE-321 エニグマ変奏曲より エルガー 前田卓

TWE-322 ピアノ協奏曲第2番1楽章 ラフマニノフ 宍倉晃

TWE-323 ヴォカリーズ ラフマニノフ 前田卓

TWE-324 交響詩「永遠の都」よりコンクール・エディション 関口孝明 -

TWE-325 旧友 タイケ 西内真幾

TWE-326 「神々の黄昏」よりジークフリトの葬送行進曲 ワーグナー 西内真幾



TWE-327 アヴェ・マリア ブルックナー 石原勇太郎

TWE-328 エッサイの若枝は花開き ブルックナー 石原勇太郎

TWE-329 明日の翼 久石譲 石原勇太郎

CLGWE-001 ザ・ウォーター・イズ・ワイド スコットランド民謡 宇田川不二夫


