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お客様各位

　日頃より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございま
す。ホームページにて詳細を掲載いたしておりますので併せ
てご活用いただければ幸いです。
ご不明な点などございましたらお気軽にお問合せください。

吹奏楽

オリジナル
足立正

輝く戦士～アイルランドの民謡による狂詩曲 NEW!!
●小編成（19）●演奏時間 05:57　●グレード 2+ ●収録 WKCD-0117 ●FML-0243　レンタル譜 \28,000

ネオモダニック
●小編成（14）●演奏時間 06:30　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0010 ●FML-0214　レンタル譜 \28,000

ジョングルール
●小編成（14）●演奏時間 05:52　●グレード 2 ●収録 WKCD-0094 ●FML-0191　レンタル譜 \24,000

八幡の欅（はちまんのけやき）～悠久の時を超えて～
●小編成（17）●演奏時間 06:17　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0008 ●FML-0159　レンタル譜 \24,000

いつか見た海
●小編成（20）●演奏時間 05:57　●グレード 2 ●収録 FMCD-0003 ●FML-0067　レンタル譜 \20,000

天野正道
コンフォートのために NEW!!
●中編成（40）●演奏時間 08:17　●グレード 4 ●収録 WKCD-0117 ●FML-0247　レンタル譜 \28,000

プロフォンドゥム～地底
●中編成（35）●演奏時間 07:48　●グレード 4 ●収録 FMCD-0008 ●FML-0155　レンタル譜 \28,000

ジュウ・シメリック
●中編成（36）●演奏時間 08:07　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0010 ●FML-0197　レンタル譜 \28,000

パラフレーズ・パァ 《スタティック・エ・エクスタティック》 アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ （バージョン・オルタネイティヴ）
●中編成（37）●演奏時間 08:09　●グレード 4+ ●収録 WKCD-0103 ●FML-0216　レンタル譜 \28,000

パラフレーズ・パァ 《スタティック・エ・エクスタティック》 アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ
●中編成（37）●演奏時間 08:36　●グレード 4+ ●収録 AMCD-6001 ●FML-0196　レンタル譜 \28,000

アマービレ
●中編成（39）●演奏時間 06:10　●グレード 3+ ●収録 CACG-0248 ●FML-0167　レンタル譜 \28,000

レトレ・ル・ネオン～サルトルとボーヴォワール 哲学と愛、そして新しい愛のかたち
●中編成（42）●演奏時間 08:14　●グレード 5 ●収録 FMCD-0007 ●FML-0139　レンタル譜 \30,000

鼓響・・・故郷
●中編成（43）●演奏時間 08:26　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0005 ●FML-0097　レンタル譜 \28,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

W e  a r e  p r o u d l y  o f f e r i n g  y o u  o u r  l a s t e t  w o r k s

取扱い店

ホームページにてスコアサンプル全ページ・YouTube フル音源公開しています。併せてご活用ください



オリジナル-天野正道  P.2

ル・ポルトレ・ドュン・ファミィユ
●中編成（43）●演奏時間 09:08　●グレード 4 ●収録 FMCD-0001 ●FML-0012　レンタル譜 \34,000

鼓響・・・故郷（原典版）
●大編成（48）●演奏時間 12:38　●グレード 4+ ●収録 AMCD-6002 ●FML-0115　レンタル譜 \32,000

石毛里佳
艦（ふね）の記憶 NEW!!
●中編成（31）●演奏時間 08:30　●グレード 3+ ●収録 WKCD-0117 ●FML-0248　レンタル譜 \28,000

ガーデン・イーフラット
●小編成（13）●演奏時間 06:02　●グレード 3 ●収録 FMCD-0009 ●FML-0179　レンタル譜 \28,000

キラキラ星変奏曲
●小編成（14）●演奏時間 07:35　●グレード 2+ ●収録 FMCD-2003 ●FML-0203　レンタル譜 \24,000

パッチワーク・ヒルズ
●小編成（15）●演奏時間 06:23　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2002 ●FML-0174　レンタル譜 \24,000

冬の夏夢
●小編成（22）●演奏時間 06:48　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1001 ●FML-0077　レンタル譜 \28,000

ファースト・タイム・オンリー
●中編成（31）●演奏時間 05:47　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0001 ●FML-0022　レンタル譜 \24,000

おもちゃ箱から空の旅へ
●中編成（31）●演奏時間 09:30　●グレード 4 ●収録 ●FML-0008　レンタル譜 \26,667

いにしえの夕影に
●中編成（32）●演奏時間 07:54　●グレード 4 ●収録 FMCD-0008 ●FML-0154　レンタル譜 \28,000

ワンス・アポン・ア・タイム
●中編成（37）●演奏時間 07:30　●グレード 3 ●収録 FMCD-0005 ●FML-0103　レンタル譜 \28,000

井澗昌樹
ファースト・キャロル NEW!!
●小編成（20）●演奏時間 06:01　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0011 ●FMP-0070　販売譜 \18,000

銀色バガテル NEW!!
●小編成（13）●演奏時間 07:50　●グレード 4 ●収録 ●FML-0273　レンタル譜 \25,000

黄昏アモローソ NEW!!
●小編成（20）●演奏時間 07:36　●グレード 4 ●収録 FMCD-2005 ●FML-0259　レンタル譜 \25,000

額田王の4つの歌 NEW!!
●中編成（43）●演奏時間 07:27　●グレード 4 ●収録 FMCD-0012 ●FML-0263　レンタル譜 \28,000

前奏曲「このほとり」
●小編成（20）●演奏時間 06:17　●グレード 3+ ●収録 WKCD-0094 ●FML-0187　レンタル譜 \28,000

ドリーム・ダスト・イン・ザ・ダーク
●小編成（22）●演奏時間 07:18　●グレード 4+ ●収録 FMCD-2003 ●FML-0204　レンタル譜 \24,000

愛の祭壇
●中編成（41）●演奏時間 09:02　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0002 ●FML-0054　レンタル譜 \32,000

ドールズ・コレクション I ～おもちゃの兵隊と
●中編成（42）●演奏時間 08:30　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0004 ●FML-0072　レンタル譜 \28,000

千代のかざし
●中編成（43）●演奏時間 09:56　●グレード 4 ●収録 WKCD-0103 ●FML-0217　レンタル譜 \28,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



オリジナル-井澗昌樹  P.3

束の間の恋の歌
●中編成（43）●演奏時間 08:05　●グレード 5 ●収録 FMCD-0005 ●FML-0099　レンタル譜 \28,000

祝典序曲「祈りは翼となって」
●中編成（44）●演奏時間 09:33　●グレード 4 ●収録 FMCD-0001 ●FML-0024　レンタル譜 \32,000

カラフル
●大編成（45）●演奏時間 08:30　●グレード 4 ●収録 BOCD-7492 ●FML-0110　レンタル譜 \28,000

内田祥子
吹奏楽のための「エレジー」～序奏とフーガ～
●小編成（21）●演奏時間 06:49　●グレード 4 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0234　レンタル譜 \24,000

江原大介
レジェンド ～未来への物語～ NEW!!
●小編成（12）●演奏時間 06:45　●グレード 3 ●収録 ●FML-0272　レンタル譜 \25,000

アンリミテッド NEW!!
●小編成（19）●演奏時間 07:56　●グレード 4 ●収録 FMCD-2005 ●FML-0258　レンタル譜 \25,000

衝撃の青 NEW!!
●中編成（35）●演奏時間 07:11　●グレード 4 ●収録 FMCD-0011 ●FML-0239　レンタル譜 \28,000

インフィニティ
●小編成（19）●演奏時間 08:47　●グレード 5 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0228　レンタル譜 \24,000

ゴールデンゲート
●小編成（20）●演奏時間 06:48　●グレード 3 ●収録 FMCD-0009 ●FML-0182　レンタル譜 \28,000

祈りのノクターン（改訂版）
●小編成（21）●演奏時間 06:30　●グレード 3 ●収録 FMCD-2001 ●FML-0149　レンタル譜 \24,000

祈りのノクターン
●小編成（21）●演奏時間 06:55　●グレード 3 ●収録 BOCD-7361 ●FML-0112　レンタル譜 \28,000

蒼の躍動
●小編成（26）●演奏時間 09:16　●グレード 4 ●収録 FMCD-0007 ●FML-0140　レンタル譜 \28,000

天空の夢
●中編成（30）●演奏時間 08:05　●グレード 3 ●収録 FMCD-0002 ●FML-0053　レンタル譜 \28,000

ディープスカイ
●中編成（33）●演奏時間 06:57　●グレード 3 ●収録 FMCD-0004 ●FML-0082　レンタル譜 \24,000

小栗克裕
「エッセイ」～民謡の調べによる
●小編成（25）●演奏時間 09:33　●グレード 3+ ●収録 WKCD-0094 ●FML-0189　レンタル譜 \28,000

茨城民謡の主題による「エッセイ」
●中編成（32）●演奏時間 08:30　●グレード 3+ ●収録 ●FML-0084　レンタル譜 \28,000

片岡寛晶
シロフォン・オブ The ☆マジック！
●中編成（31）●演奏時間 02:05　●グレード 3 ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0043　販売譜 \5,000

加藤大輝
プンタン・ドス・アマンテス
●小編成（20）●演奏時間 07:30　●グレード 3 ●収録 FMCD-2001 ●FML-0151　レンタル譜 \24,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



オリジナル-金山徹  P.4

金山徹
プリズム・マーチ
●中編成（34）●演奏時間 03:30　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0036　販売譜 \8,000

ドラゴンバレー序曲
●中編成（37）●演奏時間 04:30　●グレード 3+ ●収録 ●FMP-0067　販売譜 \10,000

鹿野草平
バルバロ・ディヴェルティメント NEW!!
●小編成（15）●演奏時間 07:10　●グレード 4+ ●収録 ●FML-0271　レンタル譜 \25,000

若き英雄の挑戦　4四桂馬 NEW!!
●小編成（18）●演奏時間 06:48　●グレード 4 ●収録 FMCD-0011 ●FML-0237　レンタル譜 \28,000

河邊一彦
レッド・スロープ・イン・オータム
●小編成（17）●演奏時間 01:40　●グレード 5 ●収録 FMSP-0003 ●FMP-0033　販売譜 \4,000

祈り～a Prayer
●中編成（37）●演奏時間 09:10　●グレード 4 ●収録 PTDVD-14002 ●FMP-0044　販売譜 \6,000

メトロポリス NEW!!
●中編成（41）●演奏時間 08:30　●グレード 5 ●収録 BOCD-7554/55 ●FML-0253　レンタル譜 \28,000

交響組曲「高千穂」より、II. 仏法僧の森
●中編成（37）●演奏時間 06:00　●グレード 4+ ●収録 PTDVD-14002 ●FML-0107　レンタル譜 \28,000

青葉のころに
●中編成（38）●演奏時間 08:21　●グレード 4 ●収録 FMCD-0006 ●FML-0118　レンタル譜 \28,000

交響組曲「高千穂」より、III. 神住む湖
●中編成（39）●演奏時間 07:50　●グレード 4+ ●収録 PTDVD-14002 ●FML-0108　レンタル譜 \28,000

交響組曲「高千穂」より、IV. 紺碧の空、雲流る
●中編成（40）●演奏時間 07:03　●グレード 4+ ●収録 PTDVD-14002 ●FML-0109　レンタル譜 \28,000

嵯峨野～ソプラノと吹奏楽のために
●中編成（41）●演奏時間 18:30　●グレード 4+ ●収録 BOCD-7492 ●FML-0128　レンタル譜 \32,000

交響組曲「高千穂」より、I. 天の逆鉾
●中編成（42）●演奏時間 08:16　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0004 ●FML-0080　レンタル譜 \28,000

A New Arrival ～新しき人へ
●中編成（43）●演奏時間 08:11　●グレード 4 ●収録 FMCD-0005 ●FML-0095　レンタル譜 \28,000

夢燃ゆる、紅き空に
●大編成（52）●演奏時間 16:25　●グレード 4+ ●収録 PTDVD-14002 ●FML-0106　レンタル譜 \32,000

久保太郎
ジェリコの壁 NEW!!
●中編成（30）●演奏時間 08:20　●グレード 4 ●収録 FMCD-0012 ●FML-0267　レンタル譜 \28,000

アレクサンドリアの叡智
●小編成（21）●演奏時間 07:25　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0007 ●FML-0136　レンタル譜 \28,000

吹奏楽のための序奏と舞踏音楽
●小編成（22）●演奏時間 07:02　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0008 ●FML-0160　レンタル譜 \28,000

セイレーン～海原の呼び声～
●小編成（24）●演奏時間 08:46　●グレード 3 ●収録 FMCD-0010 ●FML-0215　レンタル譜 \28,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

オリジナル-久保太郎  P.5

序曲「アエターティス・ノワエ」
●小編成（24）●演奏時間 06:31　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0006 ●FML-0114　レンタル譜 \20,000

近藤礼隆
吹奏楽のための狂詩曲～九頭龍大神の伝説による〈小編成版〉 NEW!!
●小編成（20）●演奏時間 05:33　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2005 ●FML-0257　レンタル譜 \25,000

吹奏楽のための狂詩曲～九頭龍大神の伝説による NEW!!
●中編成（35）●演奏時間 06:04　●グレード  ●収録 BOCD-7554/55 ●FML-0262　レンタル譜 \28,000

坂井貴祐
きらめく大空に向かって
●小編成（18）●演奏時間 06:32　●グレード 3 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0232　レンタル譜 \24,000

忘れられた帝国（改訂版）
●小編成（21）●演奏時間 08:00　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2001 ●FML-0144　レンタル譜 \24,000

大草原の円舞曲
●中編成（35）●演奏時間 08:09　●グレード 5 ●収録 WKCD-0094 ●FML-0190　レンタル譜 \28,000

オデッセイ～吹奏楽のための祝典序曲
●中編成（37）●演奏時間 06:00　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0002 ●FML-0009　レンタル譜 \22,857

島田尚美
魔女からの招待状 NEW!!
●小編成（16）●演奏時間 06:38　●グレード 2 ●収録 FMCD-2005 ●FML-0255　レンタル譜 \25,000

燈心～茨木・千提寺の隠れキリシタンの信仰を標題として NEW!!
●中編成（34）●演奏時間 08:09　●グレード 3 ●収録 FMCD-0011 ●FML-0240　レンタル譜 \28,000

かごめ変奏曲
●小編成（19）●演奏時間 06:28　●グレード 3 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0227　レンタル譜 \24,000

冒険キッズ
●小編成（19）●演奏時間 06:05　●グレード 3 ●収録 FMCD-2003 ●FML-0205　レンタル譜 \24,000

幻花舞う
●小編成（19）●演奏時間 07:24　●グレード 4+ ●収録 FMCD-2002 ●FML-0173　レンタル譜 \24,000

海底ミステリー
●小編成（20）●演奏時間 07:07　●グレード 3 ●収録 WKCD-0103 ●FML-0218　レンタル譜 \28,000

とおりゃんせカプリッチョ
●小編成（27）●演奏時間 06:44　●グレード 3 ●収録 FMCD-0009 ●FML-0180　レンタル譜 \28,000

清水大輔
はじまりの場所 NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 04:30　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0073　販売譜 \12,000

ジャスパー～夢へのナビゲーター！ NEW!!
●中編成（36）●演奏時間 07:54　●グレード 4 ●収録 FMCD-0012 ●FMP-0072　販売譜 \20,000

きっと答えは見つかる NEW!!
●中編成（38）●演奏時間 08:30　●グレード 3+ ●収録 ●FMP-0078　販売譜 \25,000

アストロラーベ NEW!!
●中編成（46）●演奏時間 11:00　●グレード 4+ ●収録 BOCD-7490/91 ●FMP-0075　販売譜 \30,000

シー・オブ・ウィズダム～知恵を持つ海
●中編成（37）●演奏時間 07:49　●グレード 4 ●収録 BELL-0802 ●FMP-0003　販売譜 \18,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



オリジナル-久保太郎  P.5

序曲「アエターティス・ノワエ」
●小編成（24）●演奏時間 06:31　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0006 ●FML-0114　レンタル譜 \20,000

近藤礼隆
吹奏楽のための狂詩曲～九頭龍大神の伝説による〈小編成版〉 NEW!!
●小編成（20）●演奏時間 05:33　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2005 ●FML-0257　レンタル譜 \25,000

吹奏楽のための狂詩曲～九頭龍大神の伝説による NEW!!
●中編成（35）●演奏時間 06:04　●グレード  ●収録 BOCD-7554/55 ●FML-0262　レンタル譜 \28,000

坂井貴祐
きらめく大空に向かって
●小編成（18）●演奏時間 06:32　●グレード 3 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0232　レンタル譜 \24,000

忘れられた帝国（改訂版）
●小編成（21）●演奏時間 08:00　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2001 ●FML-0144　レンタル譜 \24,000

大草原の円舞曲
●中編成（35）●演奏時間 08:09　●グレード 5 ●収録 WKCD-0094 ●FML-0190　レンタル譜 \28,000

オデッセイ～吹奏楽のための祝典序曲
●中編成（37）●演奏時間 06:00　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0002 ●FML-0009　レンタル譜 \22,857

島田尚美
魔女からの招待状 NEW!!
●小編成（16）●演奏時間 06:38　●グレード 2 ●収録 FMCD-2005 ●FML-0255　レンタル譜 \25,000

燈心～茨木・千提寺の隠れキリシタンの信仰を標題として NEW!!
●中編成（34）●演奏時間 08:09　●グレード 3 ●収録 FMCD-0011 ●FML-0240　レンタル譜 \28,000

かごめ変奏曲
●小編成（19）●演奏時間 06:28　●グレード 3 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0227　レンタル譜 \24,000

冒険キッズ
●小編成（19）●演奏時間 06:05　●グレード 3 ●収録 FMCD-2003 ●FML-0205　レンタル譜 \24,000

幻花舞う
●小編成（19）●演奏時間 07:24　●グレード 4+ ●収録 FMCD-2002 ●FML-0173　レンタル譜 \24,000

海底ミステリー
●小編成（20）●演奏時間 07:07　●グレード 3 ●収録 WKCD-0103 ●FML-0218　レンタル譜 \28,000

とおりゃんせカプリッチョ
●小編成（27）●演奏時間 06:44　●グレード 3 ●収録 FMCD-0009 ●FML-0180　レンタル譜 \28,000

清水大輔
はじまりの場所 NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 04:30　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0073　販売譜 \12,000

ジャスパー～夢へのナビゲーター！ NEW!!
●中編成（36）●演奏時間 07:54　●グレード 4 ●収録 FMCD-0012 ●FMP-0072　販売譜 \20,000

きっと答えは見つかる NEW!!
●中編成（38）●演奏時間 08:30　●グレード 3+ ●収録 ●FMP-0078　販売譜 \25,000

アストロラーベ NEW!!
●中編成（46）●演奏時間 11:00　●グレード 4+ ●収録 BOCD-7490/91 ●FMP-0075　販売譜 \30,000

シー・オブ・ウィズダム～知恵を持つ海
●中編成（37）●演奏時間 07:49　●グレード 4 ●収録 BELL-0802 ●FMP-0003　販売譜 \18,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
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ニューヨークのロマンス
●中編成（40）●演奏時間 07:38　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0001 ●FML-0027　レンタル譜 \28,000

15分の名声～アンディ・ウォーホルのための音楽
●中編成（43）●演奏時間 07:34　●グレード 5 ●収録 FMCD-0005 ●FML-0101　レンタル譜 \28,000

下田和輝
風になびく草原
●小編成（20）●演奏時間 06:05　●グレード 2+ ●収録 FMCD-2004 ●FML-0231　レンタル譜 \24,000

鈴木英史
「自由の鐘は空に渡る」～吹奏楽のための序曲（小編成版） NEW!!
●小編成（28）●演奏時間 05:10　●グレード 3 ●収録 WKCD-0117 ●FMP-0071　販売譜 \18,000

ハンズ・アクロス・ザ・シー（アメリカン・ドリームス）
●中編成（39）●演奏時間 06:34　●グレード 4 ●収録 WKCD-0103 ●FMP-0069　販売譜 \18,000

小組曲「パラドックスの箱」
●小編成（27）●演奏時間 08:05　●グレード 3+ ●収録 WKCD-0094 ●FML-0188　レンタル譜 \28,000

瀬戸口藤吉
行進曲「軍艦」（正調）
●小編成（26）●演奏時間 03:01　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0003 ●FMP-0027　販売譜 \8,000

高橋宏樹
吹奏楽のための「おとぎの森」
●小編成（17）●演奏時間 05:44　●グレード 3 ●収録 FMCD-2003 ●FML-0201　レンタル譜 \24,000

雲海の詩
●小編成（17）●演奏時間 07:32　●グレード 2 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0169　レンタル譜 \24,000

樽屋雅徳
絵のない絵本（改訂版)
●小編成（22）●演奏時間 08:20　●グレード 3 ●収録 FMCD-1004 ●FMP-0056　販売譜 \15,000

アレグリア
●小編成（24）●演奏時間 05:47　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2002 ●FMP-0066　販売譜 \15,000

フォスター・ファンファーレ
●小編成（26）●演奏時間 00:55　●グレード 4 ●収録 CACG-0150 ●FMP-0001　販売譜 \4,000

TAIRYO～銚子大漁節～
●中編成（31）●演奏時間 04:55　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1004 ●FMP-0055　販売譜 \8,000

エストレア
●中編成（32）●演奏時間 05:42　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1004 ●FMP-0061　販売譜 \15,000

ONE!
●中編成（36）●演奏時間 06:25　●グレード 4 ●収録 FMCD-1003 ●FMP-0051　販売譜 \15,000

ありがとう～合唱と吹奏楽のための
●中編成（36）●演奏時間 05:10　●グレード 3 ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0031　販売譜 \5,000

虹色の階段～合唱と吹奏楽のための
●中編成（37）●演奏時間 06:20　●グレード 3 ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0030　販売譜 \5,000

メグルモノ～ジョン万エンケレセ NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 06:22　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2005 ●FML-0261　レンタル譜 \25,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
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November 19 - Revised Edition NEW!!
●小編成（23）●演奏時間 06:53　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0011 ●FML-0241　レンタル譜 \28,000

アンナの見る夢～The little match girl NEW!!
●小編成（25）●演奏時間 07:23　●グレード 3+ ●収録 WKCD-0117 ●FML-0245　レンタル譜 \28,000

蒼き三日月の夜 NEW!!
●中編成（34）●演奏時間 08:13　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0012 ●FML-0268　レンタル譜 \28,000

Crossfire - November 22 NEW!!
●大編成（47）●演奏時間 09:24　●グレード 5 ●収録 WKCD-0121 ●FML-0249　レンタル譜 \28,000

マードックからの最後の手紙（小編成版）
●小編成（21）●演奏時間 08:15　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2001 ●FML-0150　レンタル譜 \24,000

華の伽羅奢～花も花なれ 人も人なれ～
●小編成（22）●演奏時間 06:55　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2003 ●FML-0200　レンタル譜 \24,000

遠つ人～雁金の宰（かりがねのつかさ）～
●小編成（22）●演奏時間 07:00　●グレード 4 ●収録 FMCD-2001 ●FML-0152　レンタル譜 \24,000

斐伊川に流るるクシナダ姫の涙（小編成版）
●小編成（23）●演奏時間 08:52　●グレード 4 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0176　レンタル譜 \24,000

ちはやふる
●小編成（24）●演奏時間 07:14　●グレード 4+ ●収録 FMCD-2004 ●FML-0233　レンタル譜 \24,000

鳳が如く～祭り～
●小編成（24）●演奏時間 06:15　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2003 ●FML-0207　レンタル譜 \24,000

ベンスルダトゥの3つの冠
●小編成（25）●演奏時間 07:53　●グレード 3 ●収録 FMCD-0002 ●FML-0048　レンタル譜 \28,000

飛龍の鵠 改訂版
●小編成（26）●演奏時間 08:13　●グレード 4+ ●収録 WKCD-0103 ●FML-0220　レンタル譜 \28,000

ペドロの奇跡の夜
●小編成（29）●演奏時間 07:01　●グレード 3 ●収録 FMCD-0001 ●FML-0023　レンタル譜 \28,000

想ひ麗し浄瑠璃姫の雫
●中編成（30）●演奏時間 08:58　●グレード 4 ●収録 FMCD-0007 ●FML-0142　レンタル譜 \28,000

サントス・デュモンの大空への夢
●中編成（30）●演奏時間 06:37　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0004 ●FML-0079　レンタル譜 \24,000

ベレンの塔
●中編成（30）●演奏時間 09:01　●グレード 4 ●収録 YGMO-2005 ●FML-0056　レンタル譜 \28,000

みたまのふゆ ～天明の代官 庄川杢左衛門物語～
●中編成（31）●演奏時間 08:57　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1004 ●FML-0135　レンタル譜 \28,000

銀河鉄道の夜
●中編成（32）●演奏時間 09:30　●グレード 4 ●収録 FMCD-0009 ●FML-0181　レンタル譜 \28,000

天満月（あまみつき）の夜に浮かぶオイサの恋
●中編成（32）●演奏時間 09:15　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0008 ●FML-0157　レンタル譜 \28,000

無辜の祈り
●中編成（33）●演奏時間 07:03　●グレード 4 ●収録 FMCD-0006 ●FML-0120　レンタル譜 \28,000

斐伊川に流るるクシナダ姫の涙
●中編成（33）●演奏時間 08:39　●グレード 4 ●収録 FMCD-0005 ●FML-0102　レンタル譜 \28,000

ティル・ナ・ノーグ ～幻影の島～
●中編成（33）●演奏時間 07:59　●グレード 3+ ●収録 CACG-0184 ●FML-0087　レンタル譜 \28,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
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マレーン姫の金の首飾り
●中編成（33）●演奏時間 09:10　●グレード 4 ●収録 CACG-0165 ●FML-0074　レンタル譜 \28,000

アニー・ムーアの祈りの詩
●中編成（33）●演奏時間 07:12　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0003 ●FML-0066　レンタル譜 \28,000

マードックからの最後の手紙
●中編成（34）●演奏時間 08:37　●グレード 3+ ●収録 CACG-0131 ●FML-0034　レンタル譜 \28,000

マードックからの最後の手紙（特別版）
●中編成（35）●演奏時間 09:22　●グレード 4 ●収録 FMCD-0003 ●FML-0062　レンタル譜 \28,000

乱世の神威　幸村
●中編成（36）●演奏時間 09:01　●グレード 4+ ●収録 FMCD-1003 ●FML-0032　レンタル譜 \28,000

November 19
●中編成（37）●演奏時間 09:17　●グレード 4+ ●収録 WKCD-0096 ●FML-0195　レンタル譜 \28,000

トビアスの家を去る大天使ラファエル
●中編成（37）●演奏時間 10:00　●グレード 4+ ●収録 FMCD-1003 ●FML-0005　レンタル譜 \26,667

飛龍の鵠（ひりゅうのくぐい）
●中編成（38）●演奏時間 08:30　●グレード 4+ ●収録 CACG-0295 ●FML-0164　レンタル譜 \28,000

キリストの復活～ゲツセマネの祈り
●中編成（38）●演奏時間 07:50　●グレード 4 ●収録 CACG-0202 ●FML-0105　レンタル譜 \28,000

阿曇磯良
●中編成（39）●演奏時間 07:30　●グレード 4+ ●収録 SECL-1581 ●FML-0165　レンタル譜 \28,000

カルペ・ディエム
●中編成（40）●演奏時間 08:55　●グレード 5 ●収録 WKCD-0110 ●FML-0224　レンタル譜 \28,000

とこしえの声～いまここに立つ母の姿～
●中編成（40）●演奏時間 09:11　●グレード 5 ●収録 FMCD-0010 ●FML-0210　レンタル譜 \28,000

輪廻の八魂（やつだま） ～仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌～
●中編成（41）●演奏時間 07:23　●グレード 4 ●収録 FMCD-1004 ●FML-0134　レンタル譜 \28,000

月下に浮かぶひとすじの道標～3.11 超克の祈り～
●中編成（41）●演奏時間 07:06　●グレード 4+ ●収録 FMCD-1003 ●FML-0117　レンタル譜 \28,000

眠るヴィシュヌの木
●中編成（43）●演奏時間 08:23　●グレード 4+ ●収録 WKCD-0094 ●FML-0194　レンタル譜 \28,000

ディオスクロイ～航海の守り神カストルとポルックス～
●大編成（45）●演奏時間 10:00　●グレード 4+ ●収録 YGMO-1003 ●FML-0006　レンタル譜 \28,571

プラネット・ナイン ～未知への軌跡～
●大編成（48）●演奏時間 11:19　●グレード 5 ●収録 CACG-0248 ●FML-0166　レンタル譜 \32,000

長生淳
《地球》～『トルヴェールの惑星』より
●中編成（30）●演奏時間 07:15　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0006 ●FML-0121　レンタル譜 \28,000

昂揚の漣 （こうようのさざなみ）
●中編成（32）●演奏時間 09:16　●グレード 3+ ●収録 WKCD-0096 ●FML-0198　レンタル譜 \28,000

久堅の幹
●大編成（38）●演奏時間 15:50　●グレード 5 ●収録 CACG-0202 ●FML-0104　レンタル譜 \40,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
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中橋愛生
虹色アンダーカレント～吹奏楽のための NEW!!
●中編成（38）●演奏時間 07:22　●グレード 4 ●収録 FMCD-0011 ●FML-0236　レンタル譜 \28,000

銀杏歳時記～吹奏楽のための風景詩 NEW!!
●中編成（43）●演奏時間 07:19　●グレード 4 ●収録 WKCD-0117 ●FML-0244　レンタル譜 \28,000

風の渡る丘～吹奏楽のための
●中編成（42）●演奏時間 07:40　●グレード 4 ●収録 FMCD-0006 ●FML-0119　レンタル譜 \28,000

成田勤
ウィンター・スカイ ～新しき世界へ～
●小編成（21）●演奏時間 08:08　●グレード 3+ ●収録 WKCD-0103 ●FML-0221　レンタル譜 \28,000

ビヨンド・ザ・ホライズン
●小編成（21）●演奏時間 06:01　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0010 ●FML-0209　レンタル譜 \28,000

Shaft～一筋の光
●中編成（32）●演奏時間 08:57　●グレード 3 ●収録 FMCD-0001 ●FML-0026　レンタル譜 \28,000

野本洋介
「セレスティアル・トリロジー」打楽器独奏と吹奏楽のための協奏曲 NEW!!
●中編成（38）●演奏時間 12:00　●グレード  ●収録 CACG-0230 ●FML-0280　レンタル譜 \30,000

朴守賢
名もなき英雄たち NEW!!
●小編成（21）●演奏時間 07:26　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2005 ●FML-0256　レンタル譜 \25,000

遥か天鵞絨（ビロード）
●中編成（36）●演奏時間 08:17　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0008 ●FML-0156　レンタル譜 \28,000

平岡聖
華燭の灯るとき
●中編成（35）●演奏時間 09:00　●グレード 4 ●収録 BOCD-7492 ●FML-0113　レンタル譜 \28,000

広瀬勇人
3つのアメリカの風景
●小編成（16）●演奏時間 08:05　●グレード 3 ●収録 FMCD-0004 ●FMP-0028　販売譜 \24,000

オルフェの竪琴
●小編成（21）●演奏時間 07:03　●グレード 4 ●収録 FMCD-0002 ●FMP-0025　販売譜 \28,000

フィアナの騎士 NEW!!
●小編成（26）●演奏時間 06:21　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0011 ●FML-0235　レンタル譜 \28,000

こもれびの坂
●小編成（8）●演奏時間 04:45　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0007 ●FML-0138　レンタル譜 \19,000

こびとの森
●小編成（9）●演奏時間 05:44　●グレード 2 ●収録 FMCD-0005 ●FML-0098　レンタル譜 \20,000

夢幻の如くなり（ゆめまぼろしのごとくなり）
●小編成（11）●演奏時間 06:20　●グレード 3 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0162　レンタル譜 \24,000

ノルンの神
●小編成（13）●演奏時間 06:02　●グレード 3 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0226　レンタル譜 \24,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
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福島弘和
風姿花伝～秘すれば花＜小編成版＞ NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 07:18　●グレード 4 ●収録 FMCD-2005 ●FMP-0074　販売譜 \15,000

風姿花伝～秘すれば花
●中編成（31）●演奏時間 07:43　●グレード 4 ●収録 BELL-0802 ●FMP-0004　販売譜 \18,000

梁塵秘抄～熊野古道の幻想
●中編成（34）●演奏時間 07:16　●グレード 4 ●収録 WKCD-0094 ●FMP-0007　販売譜 \18,000

祝典序曲「未来への扉」
●中編成（34）●演奏時間 08:44　●グレード 3+ ●収録 BELL-0501 ●FMP-0006　販売譜 \18,000

桜華幻想
●中編成（39）●演奏時間 07:56　●グレード 3+ ●収録 BELL-0501 ●FMP-0005　販売譜 \15,000

吹奏楽のための「三つの月」 NEW!!
●中編成（33）●演奏時間 07:39　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0012 ●FML-0264　レンタル譜 \28,000

戦場から妻への絵手紙～音楽と語りのための～ NEW!!
●中編成（33）●演奏時間 26:00　●グレード 3+ ●収録 BOCD-7636 ●FML-0252　レンタル譜 \30,000

天と地の祈り NEW!!
●中編成（36）●演奏時間 09:15　●グレード 4 ●収録 FMCD-0011 ●FML-0238　レンタル譜 \28,000

吹奏楽のためのエッセイ II NEW!!
●中編成（37）●演奏時間 08:42　●グレード 4 ●収録 FMCD-0012 ●FML-0269　レンタル譜 \28,000

鳥たちの歌～カタロニア民謡の主題による変奏曲 NEW!!
●中編成（38）●演奏時間 09:55　●グレード 3 ●収録 WKCD-0117 ●FML-0246　レンタル譜 \28,000

青は遠い色（吹奏楽版）
●小編成（11）●演奏時間 07:55　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0007 ●FML-0073　レンタル譜 \19,000

アトラス～夢への地図～（小編成版:18人編成）
●小編成（18）●演奏時間 07:00　●グレード 3 ●収録 FMCD-2001 ●FML-0147　レンタル譜 \24,000

オーバード～吹奏楽のための
●小編成（19）●演奏時間 07:41　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0008 ●FML-0158　レンタル譜 \24,000

希望へ続く道
●小編成（19）●演奏時間 06:30　●グレード 3 ●収録 FMCD-0007 ●FML-0141　レンタル譜 \28,000

繭の夢～竜の舞う空
●小編成（19）●演奏時間 07:08　●グレード 3 ●収録 FMCD-0001 ●FML-0028　レンタル譜 \28,000

とぅばらーま～八重山民謡による幻想曲
●小編成（20）●演奏時間 07:23　●グレード 3 ●収録 FMCD-0009 ●FML-0184　レンタル譜 \28,000

夢の花～さくらさくらによる幻想曲
●小編成（21）●演奏時間 07:02　●グレード 2+ ●収録 FMCD-2003 ●FML-0206　レンタル譜 \24,000

明日への開拓
●小編成（21）●演奏時間 08:40　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0003 ●FML-0064　レンタル譜 \28,000

交響詩曲「西遊記」（小編成版）
●小編成（22）●演奏時間 06:49　●グレード 3 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0170　レンタル譜 \24,000

狂詩曲「祭り」～津軽の鼓動＜小編成版＞
●小編成（23）●演奏時間 07:00　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2004 ●FML-0230　レンタル譜 \24,000

おきなぐさ～音楽と語りのための～
●小編成（23）●演奏時間 10:55　●グレード  ●収録 FMCD-1002 ●FML-0127　レンタル譜 \26,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



オリジナル-福島弘和  P.11

おきなぐさ～宮澤賢治の愛でた花～（小編成版）
●小編成（23）●演奏時間 08:52　●グレード 3 ●収録 FMCD-0003 ●FML-0058　レンタル譜 \22,000

ひまわり
●小編成（24）●演奏時間 07:04　●グレード 3 ●収録 FMCD-0006 ●FML-0116　レンタル譜 \28,000

夢への冒険
●小編成（24）●演奏時間 07:00　●グレード 3 ●収録 FMCD-0006 ●FML-0007　レンタル譜 \26,667

やまなし～音楽と語りのための「クラムボンはわらつたよ」～
●小編成（25）●演奏時間 11:14　●グレード  ●収録 FMCD-1002 ●FML-0125　レンタル譜 \26,000

交響詩曲「西遊記」
●小編成（27）●演奏時間 07:05　●グレード 3 ●収録 YGMO-2003 ●FML-0031　レンタル譜 \28,000

アトラス～夢への地図～
●小編成（28）●演奏時間 07:00　●グレード 3 ●収録 CACG-0185 ●FML-0085　レンタル譜 \28,000

白鳥の旅立ちの日に
●小編成（29）●演奏時間 07:04　●グレード 2+ ●収録 WKCD-0094 ●FML-0193　レンタル譜 \28,000

紡ぎ歌「富をもたらす糸車」
●中編成（32）●演奏時間 08:42　●グレード 3 ●収録 FMCD-0008 ●FML-0145　レンタル譜 \28,000

無言歌～3.11残されたものたちの歌
●中編成（32）●演奏時間 06:38　●グレード 3 ●収録 FMCD-0005 ●FML-0096　レンタル譜 \28,000

おきなぐさ～宮澤賢治の愛でた花～
●中編成（32）●演奏時間 09:22　●グレード 3 ●収録 YGMO-2005 ●FML-0057　レンタル譜 \28,000

狂詩曲「祭り」～津軽の鼓動
●中編成（32）●演奏時間 06:56　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0002 ●FML-0052　レンタル譜 \28,000

希望の帆
●中編成（33）●演奏時間 07:42　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1001 ●FML-0076　レンタル譜 \28,000

風がおもてで呼んでいる
●中編成（33）●演奏時間 09:27　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0004 ●FML-0029　レンタル譜 \28,000

空の木の下でII
●中編成（34）●演奏時間 08:32　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0005 ●FML-0100　レンタル譜 \28,000

スーホの白い馬～音楽と語りのための～
●中編成（35）●演奏時間 21:35　●グレード  ●収録 FMCD-1005 ●FML-0132　レンタル譜 \30,000

手袋を買いに～音楽と語りのための～
●中編成（35）●演奏時間 17:05　●グレード  ●収録 FMCD-1005 ●FML-0130　レンタル譜 \26,000

宇曽利の風ぐるま
●小編成（37）●演奏時間 08:42　●グレード 3 ●収録 FMCD-0010 ●FML-0211　レンタル譜 \28,000

かたあしだちょうのエルフ～音楽と語りのための～
●中編成（40）●演奏時間 18:17　●グレード  ●収録 FMCD-1005 ●FML-0131　レンタル譜 \30,000

ごんぎつね～音楽と語りのための～
●中編成（40）●演奏時間 23:47　●グレード  ●収録 FMCD-1005 ●FML-0129　レンタル譜 \26,000

よだかの星～音楽と語りのための～
●中編成（44）●演奏時間 28:13　●グレード  ●収録 FMCD-1002 ●FML-0126　レンタル譜 \30,000

注文の多い料理店～語りと音楽のための～
●大編成（45）●演奏時間 27:58　●グレード  ●収録 FMCD-1002 ●FML-0124　レンタル譜 \30,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



オリジナル-福田洋介  P.12

福田洋介
マーチ・ブランニュー・デイ
●中編成（34）●演奏時間 03:45　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0015　販売譜 \15,000

かぜのことば NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 08:25　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0012 ●FML-0265　レンタル譜 \28,000

ほたるのひかり（小編成版）
●小編成（19）●演奏時間 08:00　●グレード 3 ●収録 FMCD-2001 ●FML-0148　レンタル譜 \24,000

BU-GA-KU
●小編成（28）●演奏時間 06:36　●グレード 3 ●収録 FMCD-0009 ●FML-0183　レンタル譜 \28,000

ほたるのひかり
●中編成（30）●演奏時間 08:01　●グレード 3 ●収録 FMCD-0007 ●FML-0137　レンタル譜 \28,000

鳳凰
●中編成（33）●演奏時間 06:35　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0004 ●FML-0081　レンタル譜 \24,000

星出尚志
オン・ザ・パーム・アヴェニュー
●小編成（29）●演奏時間 04:16　●グレード 3 ●収録 FMCD-0001 ●FMP-0017　販売譜 \10,000

正門研一
ライト・オブ・ザ・ワールド
●中編成（35）●演奏時間 06:30　●グレード 3+ ●収録 BOCD-7482-7483 ●FML-0011　レンタル譜 \20,952

松下倫士
「マクベス」よりＩ. ダンカン王の死
●小編成（21）●演奏時間 06:37　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0010 ●FML-0212　レンタル譜 \28,000

吹奏楽のための「ランドスケープ」
●小編成（23）●演奏時間 06:09　●グレード 3 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0172　レンタル譜 \24,000

モンタージュ
●小編成（24）●演奏時間 06:43　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0009 ●FML-0185　レンタル譜 \28,000

三浦秀秋
エスケイピング・キャット
●小編成（21）●演奏時間 06:47　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2003 ●FML-0202　レンタル譜 \24,000

矢部政男
吹奏楽の為の交響的舞曲「月の宴」
●中編成（42）●演奏時間 16:30　●グレード 4+ ●収録 K11169 ●FMP-0008　販売譜 \25,000

山本哲也
朝鮮民謡「トラジ」による祝典序曲 NEW!!
●小編成（18）●演奏時間 05:56　●グレード 3 ●収録 WKCD-0117 ●FML-0242　レンタル譜 \28,000

クラシックアレンジ

アーリーアメリカン組曲 NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 03:52　●グレード 3 ●収録 FMCD-0012 ●FMP-0077　販売譜 \10,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



クラシックアレンジ-アルベニス, I  P.13

アルベニス, I
組曲「イベリア」より、セヴィリアの聖体祭
●中編成（40）●演奏時間 04:38　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0003 ●FML-0068　レンタル譜 \15,000

ヴェルディ, G
歌劇「運命の力」序曲（原調）
●中編成（36）●演奏時間 07:30　●グレード 5 ●収録 YGMO-1005 ●FMP-0012　販売譜 \20,000

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲（原調）
●中編成（38）●演奏時間 08:41　●グレード 5 ●収録 FMCD-0001 ●FMP-0013　販売譜 \20,000

ヴァイル, K
三文オペラ（小さな三文音楽）
●小編成（18）●演奏時間 05:53　●グレード 3 ●収録 FMCD-0006 ●FML-0122　レンタル譜 \24,000

ガーシュウィン, G
歌劇「ポーギーとベス」より
●中編成（35）●演奏時間 14:16　●グレード 4 ●収録 WKCD-0103 ●FML-0222　レンタル譜 \36,000

グリエール, R
バレエ組曲「青銅の騎士」より
●小編成（25）●演奏時間 10:18　●グレード 4 ●収録 FMCD-0009 ●FML-0186　レンタル譜 \28,000

バレエ組曲「青銅の騎士」より
●大編成（52）●演奏時間 10:06　●グレード 4 ●収録 FMCD-0002 ●FML-0055　レンタル譜 \32,000

コダーイ, Z
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より　II, IV, VI NEW!!
●中編成（39）●演奏時間 08:30　●グレード  ●収録 ●FML-0270　レンタル譜 \25,000

ジェルヴェーズ, C
「中世・ルネサンス組曲」～さまざまな編成のバンド、アンサンブルのための
●小編成（26）●演奏時間 06:33　●グレード 3 ●収録 FMCD-0008 ●FML-0161　レンタル譜 \28,000

シュトラウス, R
交響詩「英雄の生涯」より NEW!!
●小編成（23）●演奏時間 07:30　●グレード 4 ●収録 ●FML-0251　レンタル譜 \28,000

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」（全曲）
●大編成（51）●演奏時間 16:00　●グレード 5 ●収録 CACG-0019 ●FML-0059　レンタル譜 \40,000

楽劇「サロメ」より7つのヴェールの踊り
●大編成（55）●演奏時間 09:30　●グレード 4+ ●収録 ●FML-0075　レンタル譜 \32,000

交響詩「英雄の生涯」作品40より（抜粋）
●大編成（57）●演奏時間 09:30　●グレード 5 ●収録 ●FML-0061　レンタル譜 \34,000

シュトラウス2世, J
芸術家の生涯
●小編成（23）●演奏時間 09:30　●グレード 3+ ●収録 ●FMP-0035　販売譜 \12,000

喜歌劇「ジプシー男爵」序曲
●小編成（29）●演奏時間 07:36　●グレード 4 ●収録 FMCD-2003 ●FML-0208　レンタル譜 \24,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



クラシックアレンジ-ダウランド, J  P.14

ダウランド, J
ダウランド組曲
●小編成（15）●演奏時間 07:12　●グレード 2 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0171　レンタル譜 \24,000

チャイコフスキー, P
「白鳥の湖」によるパラフレーズ
●中編成（41）●演奏時間 08:30　●グレード 4 ●収録 FMCD-0006 ●FMP-0045　販売譜 \18,000

交響曲第4番より終楽章（原調）
●中編成（43）●演奏時間 09:00　●グレード 5 ●収録 CACG-0165 ●FMP-0029　販売譜 \24,000

バレエ音楽「白鳥の湖」より第三幕第18場「情景」
●中編成（40）●演奏時間 01:50　●グレード 5 ●収録 FMCD-0002 ●FML-0050　レンタル譜 \9,000

バレエ音楽「白鳥の湖」より第一幕第1場「情景」
●中編成（41）●演奏時間 01:32　●グレード 5 ●収録 FMCD-0002 ●FML-0049　レンタル譜 \9,000

バレエ音楽「白鳥の湖」より第四幕第29場「終曲」
●大編成（46）●演奏時間 05:03　●グレード 5 ●収録 FMCD-0002 ●FML-0051　レンタル譜 \18,000

バレエ音楽「くるみ割り人形」より
●大編成（47）●演奏時間 15:00　●グレード 5 ●収録 FMCD-0003 ●FML-0039　レンタル譜 \32,000

バレエ音楽「眠れる森の美女」
●大編成（51）●演奏時間 11:03　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0007 ●FML-0143　レンタル譜 \32,000

ドビュッシー, C
「小組曲」より I.小舟にて、IV. バレエ
●小編成（21）●演奏時間 06:54　●グレード 3 ●収録 FMCD-0003 ●FML-0063　レンタル譜 \19,000

ドリーブ, L
バレエ組曲「シルヴィア」より、II. 間奏曲とゆるやかなワルツ　IV. バッカスの行列
●小編成（22）●演奏時間 07:53　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2004 ●FML-0229　レンタル譜 \24,000

バッハ, J
トッカータとフーガ　ニ短調BWV565
●中編成（35）●演奏時間 10:00　●グレード 4+ ●収録 YGMO-1002 ●FML-0018　レンタル譜 \28,571

バルトーク, B
ルーマニア民俗舞曲
●小編成（22）●演奏時間 06:50　●グレード 3 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0175　レンタル譜 \24,000

「舞踏組曲」より、I. II. V. 終曲
●中編成（34）●演奏時間 07:00　●グレード 5 ●収録 ●FML-0069　レンタル譜 \28,000

バレエ音楽「中国の不思議な役人」（抜粋）
●大編成（45）●演奏時間 09:00　●グレード 5 ●収録 BOD-3108 ●FML-0015　レンタル譜 \34,286

ビゼー, G
歌劇「カルメン」より
●小編成（24）●演奏時間 08:29　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0004 ●FML-0083　レンタル譜 \28,000

ファリャ, M
バレエ音楽「三角帽子」より
●大編成（49）●演奏時間 13:18　●グレード 4+ ●収録 BOD-3166 ●FML-0199　レンタル譜 \32,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



クラシックアレンジ-プッチーニ, G  P.15

プッチーニ, G
歌劇「蝶々夫人」ハイライト
●小編成（22）●演奏時間 08:42　●グレード 4 ●収録 FMCD-0010 ●FML-0213　レンタル譜 \28,000

歌劇「トスカ」より
●中編成（40）●演奏時間 09:00　●グレード 4+ ●収録 JWRCD273DD ●FML-0019　レンタル譜 \26,667

歌劇「ラ・ボエーム」より
●大編成（55）●演奏時間 08:00　●グレード 4+ ●収録 CACG-0114 ●FML-0003　レンタル譜 \26,667

プロコフィエフ, S
組曲「ロメオとジュリエット」
●大編成（47）●演奏時間 17:00　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0001 ●FML-0025　レンタル譜 \38,000

ホルスト, G
組曲「惑星」より、金星～平和をもたらすもの
●中編成（38）●演奏時間 07:30　●グレード 5 ●収録 ●FML-0041　レンタル譜 \20,000

組曲「惑星」より、水星～翼のある使者
●中編成（39）●演奏時間 04:40　●グレード 5 ●収録 ●FML-0042　レンタル譜 \20,000

組曲「惑星」より、土星～老年をもたらすもの
●中編成（45）●演奏時間 08:00　●グレード 5 ●収録 ●FML-0044　レンタル譜 \20,000

組曲「惑星」より、海王星～神秘主義者
●中編成（47）●演奏時間 07:20　●グレード 5 ●収録 ●FML-0046　レンタル譜 \20,000

組曲「惑星」より、天王星～魔術師
●中編成（49）●演奏時間 05:40　●グレード 5 ●収録 ●FML-0045　レンタル譜 \20,000

組曲「惑星」より、木星～快楽をもたらすもの
●中編成（49）●演奏時間 08:10　●グレード 5 ●収録 ●FML-0043　レンタル譜 \20,000

組曲「惑星」より、火星～戦争をもたらすもの
●大編成（52）●演奏時間 07:50　●グレード 5 ●収録 ●FML-0040　レンタル譜 \20,000

組曲「惑星」Op. 32より、天王星-魔術の神
●大編成（53）●演奏時間 07:00　●グレード 4+ ●収録 CACG-0114 ●FML-0004　レンタル譜 \22,857

ボロディン, A
歌劇「イーゴリ公」より（セット）
●大編成（）●演奏時間 ●グレード 4 ●収録 BOD-3166 ●FML-0225　レンタル譜 \45,000

歌劇「イーゴリ公」より　ポーロヴェツの娘たちの踊り
●中編成（50）●演奏時間 01:18　●グレード  ●収録 ●FML-0223　レンタル譜 \10,000

歌劇「イーゴリ公」より　ポロヴェツ人の踊りと合唱（抜粋）
●大編成（52）●演奏時間 09:10　●グレード 4 ●収録 BOD-3166 ●FML-0093　レンタル譜 \20,000

歌劇「イーゴリ公」より序曲（抜粋）、出陣の合唱、ポロヴェツ人の行進（抜粋）
●大編成（52）●演奏時間 14:25　●グレード 4 ●収録 ●FML-0092　レンタル譜 \20,000

マーラー, G
「交響曲第5番」より第1楽章
●中編成（43）●演奏時間 12:12　●グレード 5+ ●収録 FMCD-0006 ●FML-0123　レンタル譜 \30,000

交響曲第1番「巨人」より第4楽章
●大編成（45）●演奏時間 20:00　●グレード 5 ●収録 ●FML-0037　レンタル譜 \40,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



クラシックアレンジ-マスカーニ, P  P.16

マスカーニ, P
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より
●中編成（38）●演奏時間 08:00　●グレード 4 ●収録 CACG-0151 ●FML-0038　レンタル譜 \28,000

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」よりプレリュード
●中編成（41）●演奏時間 06:00　●グレード 4 ●収録 YGMO-1002 ●FML-0017　レンタル譜 \22,857

マスネ, J
組曲第6番「おとぎの国の風景」より NEW!!
●小編成（23）●演奏時間 07:30　●グレード 3 ●収録 FMCD-2005 ●FML-0260　レンタル譜 \25,000

ムソルグスキー, M
組曲「展覧会の絵」より （2018年版） NEW!!
●大編成（55）●演奏時間 11:11　●グレード  ●収録 ●FML-0250　レンタル譜 \34,000

組曲「展覧会の絵」より
●大編成（55）●演奏時間 11:00　●グレード 5 ●収録 FMCD-0002 ●FML-0036　レンタル譜 \32,000

ヤナーチェク, L
狂詩曲「タラス・ブーリバ」より　第3曲：タラス・ブーリバの予言と死
●中編成（39）●演奏時間 08:30　●グレード 5 ●収録 ●FML-0016　レンタル譜 \32,000

ラヴェル, M
「マ・メール・ロワ」より
●大編成（52）●演奏時間 07:07　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0003 ●FML-0065　レンタル譜 \28,000

ラフマニノフ, S
「交響曲第２番」より ２、３、４楽章（抜粋）  NEW!!
●中編成（35）●演奏時間 07:45　●グレード  ●収録 ●FML-0279　レンタル譜 \28,000

リムスキー・コルサコフ, N
「スペイン奇想曲」より
●大編成（52）●演奏時間 ●グレード 4+ ●収録 BOD-3166 ●FML-0163　レンタル譜 \32,000

リャードフ, A
8つのロシア民謡 Op.58
●小編成（29）●演奏時間 07:13　●グレード 3+ ●収録 WKCD-0094 ●FML-0192　レンタル譜 \28,000

レオンカヴァッロ, R
歌劇「道化師」より
●中編成（40）●演奏時間 15:00　●グレード 4 ●収録 ●FML-0071　レンタル譜 \28,000

レスピーギ, O
バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より II. 戦いの踊り
●大編成（46）●演奏時間 02:55　●グレード 4+ ●収録 ●FML-0089　レンタル譜 \11,000

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より IV. 狂宴の踊り
●大編成（49）●演奏時間 05:20　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0005 ●FML-0091　レンタル譜 \11,000

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より III. 夜明けのベルキスの踊り
●大編成（49）●演奏時間 05:10　●グレード 4+ ●収録 ●FML-0090　レンタル譜 \11,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

クラシックアレンジ-レスピーギ, O  P.17

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より I. ソロモンの夢
●大編成（51）●演奏時間 08:11　●グレード 4+ ●収録 ●FML-0088　レンタル譜 \11,000

交響詩「ローマの噴水」（全曲）
●大編成（53）●演奏時間 17:00　●グレード 5 ●収録 ●FML-0060　レンタル譜 \36,000

交響詩「ローマの祭り」（全曲版）
●大編成（55）●演奏時間 25:00　●グレード 5 ●収録 ●FML-0033　レンタル譜 \40,000

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より（抜粋）
●大編成（58）●演奏時間 14:10　●グレード 4+ ●収録 BOD-3166 ●FML-0111　レンタル譜 \38,000

ワルトトイフェル, E
女学生 作品191
●小編成（29）●演奏時間 07:00　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0046　販売譜 \12,000

ポピュラー
荒井由実

卒業写真
●小編成（26）●演奏時間 04:30　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0016　販売譜 \8,000

アンジェラアキ
手紙～拝啓 十五の君へ～
●中編成（32）●演奏時間 05:30　●グレード 2+ ●収録 ●FMP-0068　販売譜 \4,000

大野雄二
ちゃんと言わなきゃ愛さない
●小編成（28）●演奏時間 03:10　●グレード 3+ ●収録 ●FMP-0063　販売譜 \5,000

岡野貞一
吹奏楽と合唱のための「ふるさと」Young Band ver.
●中編成（34）●演奏時間 02:52　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0002 ●FMP-0026　販売譜 \4,500

吹奏楽と合唱のための「ふるさと」
●中編成（34）●演奏時間 03:30　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0014　販売譜 \5,000

小林亜星
どこまでも行こう～吹奏楽とゴスペルのための～
●小編成（27）●演奏時間 04:00　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0060　販売譜 \8,000

中村八大
上を向いて歩こう
●中編成（31）●演奏時間 03:10　●グレード 3 ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0034　販売譜 \5,000

久石譲
「ハウルの動く城」より、世界の約束～人生のメリーゴーランド
●中編成（32）●演奏時間 06:45　●グレード 3 ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0041　販売譜 \8,000

スタジオジブリ・アニメ・メドレー
●中編成（34）●演奏時間 09:09　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0020　販売譜 \10,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



クラシックアレンジ-レスピーギ, O  P.17

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より I. ソロモンの夢
●大編成（51）●演奏時間 08:11　●グレード 4+ ●収録 ●FML-0088　レンタル譜 \11,000

交響詩「ローマの噴水」（全曲）
●大編成（53）●演奏時間 17:00　●グレード 5 ●収録 ●FML-0060　レンタル譜 \36,000

交響詩「ローマの祭り」（全曲版）
●大編成（55）●演奏時間 25:00　●グレード 5 ●収録 ●FML-0033　レンタル譜 \40,000

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より（抜粋）
●大編成（58）●演奏時間 14:10　●グレード 4+ ●収録 BOD-3166 ●FML-0111　レンタル譜 \38,000

ワルトトイフェル, E
女学生 作品191
●小編成（29）●演奏時間 07:00　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0046　販売譜 \12,000

ポピュラー
荒井由実

卒業写真
●小編成（26）●演奏時間 04:30　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0016　販売譜 \8,000

アンジェラアキ
手紙～拝啓 十五の君へ～
●中編成（32）●演奏時間 05:30　●グレード 2+ ●収録 ●FMP-0068　販売譜 \4,000

大野雄二
ちゃんと言わなきゃ愛さない
●小編成（28）●演奏時間 03:10　●グレード 3+ ●収録 ●FMP-0063　販売譜 \5,000

岡野貞一
吹奏楽と合唱のための「ふるさと」Young Band ver.
●中編成（34）●演奏時間 02:52　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0002 ●FMP-0026　販売譜 \4,500

吹奏楽と合唱のための「ふるさと」
●中編成（34）●演奏時間 03:30　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0014　販売譜 \5,000

小林亜星
どこまでも行こう～吹奏楽とゴスペルのための～
●小編成（27）●演奏時間 04:00　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0060　販売譜 \8,000

中村八大
上を向いて歩こう
●中編成（31）●演奏時間 03:10　●グレード 3 ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0034　販売譜 \5,000

久石譲
「ハウルの動く城」より、世界の約束～人生のメリーゴーランド
●中編成（32）●演奏時間 06:45　●グレード 3 ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0041　販売譜 \8,000

スタジオジブリ・アニメ・メドレー
●中編成（34）●演奏時間 09:09　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0020　販売譜 \10,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



ポ ュラー-   P.18

えバンバン
●小編成（28）●演奏時間 02:05　●グレード 3 ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0039　販売譜 \5,000

正
の ーチ

●小編成（29）●演奏時間 02:40　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0032　販売譜 \5,000

アーレン  
の に～ の の

●中編成（35）●演奏時間 04:40　●グレード 3 ●収録 FMCD-1004 ●FMP-0038　販売譜 \8,000

ールドスミス  
ラー・イン・シ

●中編成（33）●演奏時間 07:16　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0019　販売譜 \10,000

ディ・ ア  
オー・ソレ・ミオ～ ラーレ
●中編成（33）●演奏時間 04:15　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0042　販売譜 \5,000

ートー ン  
ジョイフル・ジョイフル～ 奏 と ス ルの の～
●小編成（27）●演奏時間 07:20　●グレード 4 ●収録 ●FMP-0059　販売譜 \8,000

ーキュリー  
クイーン・ ドレー ーン・ト ・ラ ・ユー～ のチャン オン～ ィ・ ィル・ロック・ユー～ ミアン・ラ ソディ
●中編成（33）●演奏時間 07:20　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0024　販売譜 \10,000

モリコー  
「 の の ア スト」 イライト
●中編成（37）●演奏時間 06:30　●グレード 3+ ●収録 ●FMP-0062　販売譜 \8,000

ロジャース  
「 ンド・オ ・ミュージック」 イライト
●中編成（32）●演奏時間 07:30　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0040　販売譜 \8,000

ロン  
シャンパン・ ャロッ
●中編成（31）●演奏時間 02:00　●グレード 3 ●収録 ●FMP-0037　販売譜 \8,000

トラディショナル
の ～ 奏 と ス ルの の～

●小編成（27）●演奏時間 03:30　●グレード 3+ ●収録 ●FMP-0058　販売譜 \8,000

イル・ ーリー・クイーン～ 奏 と ス ルの の～
●小編成（27）●演奏時間 03:10　●グレード 3+ ●収録 ●FMP-0057　販売譜 \8,000

ア イジング・グレイス
●中編成（43）●演奏時間 04:47　●グレード 3+ ●収録 ●FMP-0047　販売譜 \5,000

情報は2020/09/23のものです。価格はすべて税抜表示。デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

お客様よりご要望の多かったスタディスコアの販売を開始いたしました。
現在の出版作品一覧はこちら
未掲載作品につきましてはお気軽にお問い合わせください。

大きさはA4サイズ、裏移りしにくく反射しにくい書籍用紙を使用し、五線のゆがみや音符の潰れがないよ
うに高精細プリンタで印刷をしています。またプリント・オンデマンドの形式で品切れや絶版がありません。

会場で聞いたあの曲、「うちのバンドでもやってみたいけど、実際どうなんだろう・・・難しいかな・・・」、「小
編成版と大編成版、どう違うんだろう?」そんなときはスタディスコアをご活用下さい。お手元に置いて次回
の選曲にもお役立ていただけます。

音を聞くだけでは分からなかった、その作曲家ならではのオーケストレーションの特徴やフレーズも見え、
鑑賞タイムが何倍にも楽しくなるでしょう。

パート譜だけでは把握できない全体の動きを知るためにもフルスコアを活用しませんか?全体での役割が
明確になり、合奏だけでなくパート練習、個人練習の効率もアップすること間違いなし!

尚、スタディスコアは楽曲研究等を目的して販売し、スタディスコアを使用しての演奏、編曲などの実演利用はご遠慮いただい
ております。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

返却不要、SAMPLEの文字も入りません

コンクール&コンサート選曲に

楽曲研究・観賞用として

演奏のために

♫演奏会の選曲に
♫楽曲研究･観賞用として
♫演奏力向上に

スタディスコアを
ご活用ください

Study Score
一律税込 2,860円

学校・楽団でのまとめ買い割引のご相談も承ります
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うに高精細プリンタで印刷をしています。またプリント・オンデマンドの形式で品切れや絶版がありません。
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鑑賞タイムが何倍にも楽しくなるでしょう。

パート譜だけでは把握できない全体の動きを知るためにもフルスコアを活用しませんか?全体での役割が
明確になり、合奏だけでなくパート練習、個人練習の効率もアップすること間違いなし!

尚、スタディスコアは楽曲研究等を目的して販売し、スタディスコアを使用しての演奏、編曲などの実演利用はご遠慮いただい
ております。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
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Study Score
一律税込 2,860円

学校・楽団でのまとめ買い割引のご相談も承ります



ス ト リ ー ミ ン グ ＆ ダ ウ ン ロ ー ド 販 売

６． 無辜の祈り

７． 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫

8． 天満月の夜に浮かぶオイサの恋

9． 銀河鉄道の夜

１０． とこしえの声

11. 虹色アンダーカレント

２． 白鳥の湖

１． ロメオとジュリエット

３． マードックからの最後の手紙／マ・メール・ロワ

５． 鼓響・・・故郷

４． 歌劇『カルメン』

ペドロの奇跡の夜（樽屋雅徳）/ ファースト・タイム・オンリー（石毛里佳）/ 祝典序曲「祈りは翼となって」（井澗昌樹）/ 組曲「ロメオとジュリエッ
ト」より（プロコフィエフ arr. 鈴木英史）/ Shaft～一筋の光 （成田勤）/ ニューヨークのロマンス（清水大輔）/ オン・ザ・パーム・アヴェニュー
（星出尚志）/ ル・ポルトレ・ドュン・ファミィユ（天野正道）/ 繭の夢 竜の舞う空 （福島弘和）/ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲（抜粋）（ヴェ
ルディ arr. 木村吉宏）

オルフェの竪琴（広瀬勇人）/ 組曲「展覧会の絵」より（ムソルグスキー arr. 石津谷治法）/ ベンスルダトゥの3つの冠（樽屋雅徳）/ バレエ音
楽「白鳥の湖」より（チャイコフスキー arr. 鈴木英史）/ 狂詩曲「祭り」 津軽の鼓動（福島弘和）/ 天空の夢（江原大介）/ オデッセイ 吹奏楽の
ための祝典序曲（坂井貴祐）/ 愛の祭壇（井澗昌樹）/ バレエ組曲「青銅の騎士」より（グリエール arr. 石津谷治法）/ ふるさと（岡野貞一 arr. 
樽屋雅徳）

マードックからの最後の手紙（特別版）（樽屋雅徳）/ 「小組曲」より（ドビュッシー arr.加養浩幸）/ 「マ・メール・ロワ」より（ラヴェル arr. 鈴木
英史）/ おきなぐさ 宮澤賢治が愛でた花 （小編成版）（福島弘和）/ アニー・ムーアの祈りの詩（樽屋雅徳）/ いつか見た海（足立正）/ バレエ
音楽「くるみ割り人形」より（チャイコフスキー arr. 石津谷治法）/ 組曲「イベリア」より、セヴィリアの聖体祭（アルベニス arr. 佐藤正人）/ 行
進曲「軍艦」（正調）（瀬戸口藤吉）

スプレッド・ブリリアント・ウィングス 輝く翼を広げて（渡部哲哉）/ 風がおもてで呼んでいる（福島弘和）/ サントス・デュモンの大空への夢（樽
屋雅徳）/ 交響組曲「高千穂」より、I. 天の逆鉾（河邊一彦）/ ３つのアメリカの風景（広瀬勇人）/ 鳳凰（福田洋介）/ ディープスカイ（江原大介）
/ ドールズ・コレクション Ⅰ　 おもちゃの兵隊と（井澗昌樹）/ 歌劇「カルメン」より（ビゼー arr. 加養浩幸）/ ラ・スペランツァ～希望（樽屋雅徳）

A New Arrival～新しき人へ（河邊一彦）/ 無言歌 3.11残されたものたちの歌（福島弘和）/ 鼓響・・・故郷（天野正道）/ こびとの森（広瀬勇
人）/ 束の間の恋の歌（井澗昌樹）/ 空の木の下でII（福島弘和）/ 15分の名声 アンディ・ウォーホルのための音楽（清水大輔）/ 斐伊川に流
るるクシナダ姫の涙（樽屋雅徳）/ ワンス・アポン・ア・タイム（石毛里佳）/ バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より　IV.狂宴の踊り（レスピー
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ビヨンド・ザ・ホライズン（成田勤）/ とこしえの声～いまここに立つ母の姿～（樽屋雅徳）/ 宇曽利の風ぐるま（福島弘和）/ 「マクベス」よりI. 
ダンカン王の死（松下倫士）/ 歌劇「蝶々夫人」ハイライト（プッチーニ arr. 金山徹）/ ネオモダニック（足立正）/ セイレーン～海原の呼び声～
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（福島弘和）/ 衝撃の青（江原大介）/ ファースト・キャロル（井澗昌樹）/ 燈心～ 茨木・千提寺の隠れキリシタンの信仰を標題として（島田尚
美）/ November, 19 - Revised Edition（樽屋雅徳）
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華の伽羅奢～花も花なれ 人も人なれ～（樽屋雅徳）/ 吹奏楽のための「おとぎの森」（高橋宏樹）/ エスケイピング・キャット（三浦秀秋）/ キ
ラキラ星変奏曲（石毛里佳）/ ドリーム・ダスト・イン・ザ・ダーク（井澗昌樹）/ 冒険キッズ（島田尚美）/ 夢の花～さくらさくらによる幻想曲（福
島弘和）/ 鳳が如く～祭り～（樽屋雅徳）/ 喜歌劇「ジプシー男爵」序曲（ヨハン・シュトラウス2世 arr.佐藤博）

ちはやふる
きらめく大空に向かって（坂井貴祐）/ ちはやふる（樽屋雅徳）/ ノルンの神（広瀬勇人）/ かごめ変奏曲（島田尚美）/ インフィニティ（江原大
介）/ 風になびく草原（下田和輝）/ 吹奏楽のための「エレジー」 ～序奏とフーガ～（内田祥子）/ 狂詩曲「祭り」～津軽の鼓動-小編成版-（福
島弘和）/ バレエ組曲「シルヴィア」より（レオ・ドリーブ arr.佐藤博）

FMCD-1003

FMCD-1004

風姿花伝
風姿花伝秘すれば花-小編成版-（福島弘和）/ 魔女からの招待状（島田尚美）/ 名もなき英雄たち（朴守賢）/ 吹奏楽のための狂詩曲九頭龍
大神の伝説による-小編成版-（近藤礼隆）/ アンリミテッド（江原大介）/ 黄昏アモローソ（井澗昌樹）/ 組曲第6番「おとぎの国の風景」より
（ジュール・マスネ arr.佐藤博）/ メグルモノ～ジョン万エンケレセ（樽屋雅徳）

樽屋雅徳作品集Vol.1「月下に浮かぶひとすじの道標」

樽屋雅徳作品集Vol.2「輪廻の八魂（やつだま）」

FMCD-2005

ONE! / ラザロの復活 -改訂版- ２０１３ / トビアスの家を去る大天使ラファエル / 乱世の神威 幸村 / 月下に浮
かぶひとすじの道標 -3.11 超克の祈り-

エストレア / 輪廻の八魂 -仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌- / 絵のない絵本（改訂版） / みたまのふゆ -天明の代
官 庄川杢左衛門物語- / TAIRYO -銚子大漁節-

お持ちのスマートフォンから二次元バーコードを読み込んですぐに聞けます
ご愛用のサービスにてお楽しみください

iTunes Store / Apple Music / Amazon /YouTube Music / Google Play Music /  Spotify ほか



吹奏楽界で絶大な人気を誇る福島弘和。文学にも造詣の深い彼が音楽で彩る物語の世界です。

第 1弾は、言葉の魔術師、宮沢賢治作品を集めました。人間の浅ましさが垣間見える「注文の多い料理店」、渓流にすむ

蟹の家族の日常を覗いたような不思議なお話「やまなし」、深く暗い孤独感に胸が引き裂かれる「よだかの星」、小さな

命への賛歌「おきなぐさ」、独特の語り口が織りなす 4話を収録しました。

第 2弾は、動物と人との美しくも悲しい物語を収録。少年と馬との強い絆を描いた「スーホの白い馬」、傷を負いながら

も肉食獣に果敢に立ち向かう「かたあしダチョウのエルフ」、ほんわかとした母と子のやりとりが印象的な「手袋を買い

に」、いたずら狐と人間との切ない結末「ごんぎつね」

教科書でもたびたび取り上げられる不朽の名作を、胸に迫る語りと吹奏楽でご堪能ください。

NML-ナクソス・ミュージック・ライブラリーにて配信中

指揮／加養浩幸　演奏／土気シビックウインドオーケストラ
語り／西川明（劇団民藝）、田辺政美
FMCD-1002 ¥1,800（+消費税）

注文の多い料理店

注文の多い料理店～音楽と語りのための～
やまなし～音楽と語りのための～
よだかの星～音楽と語りのための～
おきなぐさ～音楽と語りのための～

指揮／加養浩幸　演奏／土気シビックウインドオーケストラ
語り／新島正敬、岩崎政美
FMCD-1005 ¥1,800（+消費税）

ごんぎつね

スーホの白い馬～音楽と語りのための～
かたあしだちょうのエルフ～音楽と語りのための～
手袋を買いに～音楽と語りのための～
ごんぎつね～音楽と語りのための～

福島弘和
東京音楽大学卒業、同大学研究科修了、オーボエを、吉良憲裕氏、浜道晁氏、作曲を有馬礼子氏に師事する。
1997 年、吹奏楽曲「稲穂の波」で朝日作曲賞入選、1999 年、吹奏楽曲「道祖神の詩」で朝日作曲賞を受賞し、
全日本吹奏楽コンクール課題曲として広く演奏された。2003 年、吹奏楽曲「柳絮（りゅうじょ）の舞」で下谷賞
優秀賞受賞。2007 年吹奏楽曲「アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲」で下谷奨励賞受賞。2001 年度
群馬県で行われた国民文化祭の吹奏楽創作曲を担当し「北からの風よ」が好評を博す。
現在、オーケストラ、吹奏楽曲を中心に作編曲活動するかたわら、演奏にパフォーマンスやコメディーをとりいれ
た「アンサンブル･ポアール」を結成し、ユニークな演奏活動を行っている。



吹奏楽界で絶大な人気を誇る福島弘和。文学にも造詣の深い彼が音楽で彩る物語の世界です。

第 1弾は、言葉の魔術師、宮沢賢治作品を集めました。人間の浅ましさが垣間見える「注文の多い料理店」、渓流にすむ

蟹の家族の日常を覗いたような不思議なお話「やまなし」、深く暗い孤独感に胸が引き裂かれる「よだかの星」、小さな

命への賛歌「おきなぐさ」、独特の語り口が織りなす 4話を収録しました。

第 2弾は、動物と人との美しくも悲しい物語を収録。少年と馬との強い絆を描いた「スーホの白い馬」、傷を負いながら

も肉食獣に果敢に立ち向かう「かたあしダチョウのエルフ」、ほんわかとした母と子のやりとりが印象的な「手袋を買い

に」、いたずら狐と人間との切ない結末「ごんぎつね」

教科書でもたびたび取り上げられる不朽の名作を、胸に迫る語りと吹奏楽でご堪能ください。

NML-ナクソス・ミュージック・ライブラリーにて配信中

指揮／加養浩幸　演奏／土気シビックウインドオーケストラ
語り／西川明（劇団民藝）、田辺政美
FMCD-1002 ¥1,800（+消費税）

注文の多い料理店

注文の多い料理店～音楽と語りのための～
やまなし～音楽と語りのための～
よだかの星～音楽と語りのための～
おきなぐさ～音楽と語りのための～

指揮／加養浩幸　演奏／土気シビックウインドオーケストラ
語り／新島正敬、岩崎政美
FMCD-1005 ¥1,800（+消費税）

ごんぎつね

スーホの白い馬～音楽と語りのための～
かたあしだちょうのエルフ～音楽と語りのための～
手袋を買いに～音楽と語りのための～
ごんぎつね～音楽と語りのための～

福島弘和
東京音楽大学卒業、同大学研究科修了、オーボエを、吉良憲裕氏、浜道晁氏、作曲を有馬礼子氏に師事する。
1997 年、吹奏楽曲「稲穂の波」で朝日作曲賞入選、1999 年、吹奏楽曲「道祖神の詩」で朝日作曲賞を受賞し、
全日本吹奏楽コンクール課題曲として広く演奏された。2003 年、吹奏楽曲「柳絮（りゅうじょ）の舞」で下谷賞
優秀賞受賞。2007 年吹奏楽曲「アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲」で下谷奨励賞受賞。2001 年度
群馬県で行われた国民文化祭の吹奏楽創作曲を担当し「北からの風よ」が好評を博す。
現在、オーケストラ、吹奏楽曲を中心に作編曲活動するかたわら、演奏にパフォーマンスやコメディーをとりいれ
た「アンサンブル･ポアール」を結成し、ユニークな演奏活動を行っている。

演奏：ウインドカンパニー管楽オーケストラ
指揮：加養浩幸 

■ WKCD-0117
■ 定価：2,500円（+消費税）

「自由の鐘は空に渡る」
　 ～吹奏楽のための序曲（小編成版） ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 鈴木英史
朝鮮民謡「トラジ」による祝典序曲  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 山本哲也
輝く戦士 ～アイルランドの民謡による狂詩曲  ・  ・  ・  ・ 足立 正

銀杏歳時記 ～吹奏楽のための風景詩  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 中橋愛生
アンナの見る夢 The little match girl  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 樽屋雅徳

鳥たちの歌 ～カタロニア民謡の主題による変奏曲  ・  ・ 福島弘和

コンフォートのために  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 天野正道

艦（ふね）の記憶  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 石毛里佳

演奏：フィルハーモニック・ウインズ 大阪
指揮：加養浩幸 

■ WKCD-0094
■ 定価：2,500円（+消費税）

梁塵秘抄～熊野古道の幻想  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 福島弘和

前奏曲「このほとり」 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 井澗昌樹
小組曲「パラドックスの箱」  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 鈴木英史

　1. イントラーダ　2. サルタレロ　3. エコーズ
　4. ラメント　5. コーダ

「エッセイ」～民謡の調べによる  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 小栗克裕
大草原の円舞曲  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 酒井格

ジョングルール  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 足立正

8つのロシア民謡 Op.58 (抜粋)  ・  ・  ・  ・ A.リャードフ／arr. 仲田守
白鳥の旅立ちの日に  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 福島弘和

眠るヴィシュヌの木 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 樽屋雅徳

演奏：フィルハーモニック・ウインズ 大阪
指揮：加養浩幸 

■ WKCD-0103
■ 定価：2,500円（+消費税）

ハンズ・アクロス・ザ・シー（アメリカン・ドリームス）・ ・ ・ ・ ・ 鈴木英史
　I. ハンズ・ファンファーレ　II. 海を越える握手
　III. アクロス・ドリーミング　IV. ザ・シー！

飛龍の鵠（改訂版） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 樽屋雅徳

パラフレーズ・パァ <<スタティック・エ・エクスタティック>> 
　アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ
　（バージョン・オルタネイティヴ）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 天野正道
ウィンター・スカイ ～新しき世界へ～・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 成田勤
千代のかざし・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 井澗昌樹
海底ミステリー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 島田尚美

昂揚の漣・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 長生淳
歌劇「ポーギーとベス」より ・ ・ ・ ・ G.ガーシュウィン／arr. 福島弘和

音楽・映像ソフト 企画・制作・販売 http://www.wako-records.com
〒571-0052大阪府門真市月出町1-25　TEL&FAX: 06-7502-6422　e-mail: info@wako-records.com

収録作品の楽譜はすべてフォスターミュージック株式会社にて出版

CDも全タイトルお取り扱いしております。






