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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。

スタディスコア

オリジナル
足立正

いつか見た海 NEW!!
●小編成（20）●演奏時間 05:57　●グレード 2 ●収録 FMCD-0003 ●FML-0067FS　スコア \2,600

天野正道
鼓響・・・故郷 NEW!!
●小編成（43）●演奏時間 ●グレード 3 ●収録 ●FML-0097FS　スコア \2,600

鼓響・・・故郷（原典版） NEW!!
●大編成（48）●演奏時間 ●グレード 4+ ●収録 ●FML-0115FS　スコア \2,600

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）
2020/9NEW!!
●中編成（37）●演奏時間 08:09　●グレード 4+ ●収録 WKCD-0103 ●FML-0216FS　スコア \2,600

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  2020/9NEW!!
●中編成（37）●演奏時間 08:36　●グレード 4+ ●収録 AMCD-6001 ●FML-0196FS　スコア \2,600

石毛里佳
キラキラ星変奏曲 NEW!!
●小編成（14）●演奏時間 07:35　●グレード 2+ ●収録 FMCD-2003 ●FML-0203FS　スコア \2,600

パッチワーク・ヒルズ NEW!!
●小編成（15）●演奏時間 06:23　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2002 ●FML-0174FS　スコア \2,600

冬の夏夢 NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 06:48　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1001 ●FML-0077FS　スコア \2,600

ファースト・タイム・オンリー NEW!!
●中編成（31）●演奏時間 05:47　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0001 ●FML-0022FS　スコア \2,600

井澗昌樹
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-0273FS　スコア \2,600

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-0259FS　スコア \2,600

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-0263FS　スコア \2,600

情報は2020/10/01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。

お求めは

レンタル譜も販売譜もスコアのみご購入頂けるようになりました！ 



オリジナル-井澗昌樹  P.2

愛の祭壇 2020/9NEW!!
●中編成（41）●演奏時間 09:02　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0002 ●FML-0054FS　スコア \2,600

ドールズ・コレクション I ～おもちゃの兵隊と 2020/9NEW!!
●中編成（42）●演奏時間 08:30　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0004 ●FML-0072FS　スコア \2,600

祝典序曲「祈りは翼となって」 2020/9NEW!!
●中編成（44）●演奏時間 09:33　●グレード 4 ●収録 FMCD-0001 ●FML-0024FS　スコア \2,600

カラフル 2020/9NEW!!
●大編成（45）●演奏時間 08:30　●グレード 4 ●収録 BOCD-7492 ●FML-0110FS　スコア \2,600

内田祥子
吹奏楽のための「エレジー」～序奏とフーガ～ NEW!!
●小編成（21）●演奏時間 06:49　●グレード 4 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0234FS　スコア \2,600

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-0272FS　スコア \2,600

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-0258FS　スコア \2,600

インフィニティ NEW!!
●小編成（19）●演奏時間 08:47　●グレード 5 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0228FS　スコア \2,600

祈りのノクターン（改訂版） NEW!!
●小編成（21）●演奏時間 06:30　●グレード 3 ●収録 FMCD-2001 ●FML-0149FS　スコア \2,600

祈りのノクターン NEW!!
●小編成（21）●演奏時間 06:55　●グレード 3 ●収録 BOCD-7361 ●FML-0112FS　スコア \2,600

蒼の躍動 NEW!!
●小編成（26）●演奏時間 09:16　●グレード 4 ●収録 FMCD-0007 ●FML-0140FS　スコア \2,600

加藤大輝
プンタン・ドス・アマンテス NEW!!
●小編成（20）●演奏時間 07:30　●グレード 3 ●収録 FMCD-2001 ●FML-0151FS　スコア \2,600

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-0271FS　スコア \2,600

河邊一彦
青葉のころに NEW!!
●中編成（38）●演奏時間 08:21　●グレード 4 ●収録 FMCD-0006 ●FML-0118FS　スコア \2,600

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-0253FS　スコア \2,600

A New Arrival ～新しき人へ NEW!!
●中編成（43）●演奏時間 08:11　●グレード 4 ●収録 ●FML-0095FS　スコア \2,600

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-0267FS　スコア \2,600

情報は2020/10/01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-近藤礼隆  P.3

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-0257FS　スコア \2,600

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-0262FS　スコア \2,600

坂井貴祐
きらめく大空に向かって NEW!!
●小編成（18）●演奏時間 06:32　●グレード 3 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0232FS　スコア \2,600

忘れられた帝国（改訂版） NEW!!
●小編成（21）●演奏時間 08:00　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2001 ●FML-0144FS　スコア \2,600

オデッセイ～吹奏楽のための祝典序曲 NEW!!
●中編成（37）●演奏時間 06:00　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0002 ●FML-0009FS　スコア \2,600

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-0255FS　スコア \2,600

かごめ変奏曲 NEW!!
●小編成（19）●演奏時間 06:28　●グレード 3 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0227FS　スコア \2,600

冒険キッズ NEW!!
●小編成（19）●演奏時間 06:05　●グレード 3 ●収録 FMCD-2003 ●FML-0205FS　スコア \2,600

幻花舞う NEW!!
●小編成（19）●演奏時間 07:24　●グレード 4+ ●収録 FMCD-2002 ●FML-0173FS　スコア \2,600

清水大輔
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-0072FS　スコア \2,600

シー・オブ・ウィズダム～知恵を持つ海 NEW!!
●中編成（37）●演奏時間 07:49　●グレード 4 ●収録 ●FMP-0003FS　スコア \2,600

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-0078FS　スコア \2,600

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 ●FMP-0075FS　スコア \2,600

下田和輝
風になびく草原 NEW!!
●小編成（20）●演奏時間 06:05　●グレード 2+ ●収録 FMCD-2004 ●FML-0231FS　スコア \2,600

高橋宏樹
吹奏楽のための「おとぎの森」 NEW!!
●小編成（17）●演奏時間 05:44　●グレード 3 ●収録 FMCD-2003 ●FML-0201FS　スコア \2,600

雲海の詩 NEW!!
●小編成（17）●演奏時間 07:32　●グレード 2 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0169FS　スコア \2,600

樽屋雅徳
マードックからの最後の手紙（小編成版） NEW!!
●小編成（21）●演奏時間 08:15　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2001 ●FML-0150FS　スコア \2,600

情報は2020/10/01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-樽屋雅徳  P.4

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-0261FS　スコア \2,600

華の伽羅奢～花も花なれ 人も人なれ～ NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 06:55　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2003 ●FML-0200FS　スコア \2,600

遠つ人～雁金の宰（かりがねのつかさ）～ NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 07:00　●グレード 4 ●収録 FMCD-2001 ●FML-0152FS　スコア \2,600

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-0241FS　スコア \2,600

斐伊川に流るるクシナダ姫の涙（小編成版） NEW!!
●小編成（23）●演奏時間 08:52　●グレード 4 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0176FS　スコア \2,600

アレグリア NEW!!
●小編成（24）●演奏時間 05:47　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2002 ●FMP-0066FS　スコア \2,600

ちはやふる NEW!!
●小編成（24）●演奏時間 07:14　●グレード 4+ ●収録 FMCD-2004 ●FML-0233FS　スコア \2,600

鳳が如く～祭り～ NEW!!
●小編成（24）●演奏時間 06:15　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2003 ●FML-0207FS　スコア \2,600

飛龍の鵠 改訂版 NEW!!
●小編成（26）●演奏時間 08:13　●グレード 4+ ●収録 WKCD-0103 ●FML-0220FS　スコア \2,600

想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 NEW!!
●中編成（30）●演奏時間 08:58　●グレード 4 ●収録 FMCD-0007 ●FML-0142FS　スコア \2,600

銀河鉄道の夜 NEW!!
●中編成（32）●演奏時間 09:30　●グレード 4 ●収録 FMCD-0009 ●FML-0181FS　スコア \2,600

斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 NEW!!
●中編成（33）●演奏時間 08:39　●グレード 4 ●収録 ●FML-0102FS　スコア \2,600

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-0268FS　スコア \2,600

マードックからの最後の手紙 NEW!!
●中編成（34）●演奏時間 08:37　●グレード 3+ ●収録 ●FML-0034FS　スコア \2,600

マードックからの最後の手紙(特別版) NEW!!
●中編成（35）●演奏時間 09:22　●グレード 4 ●収録 ●FML-0062FS　スコア \2,600

November 19 NEW!!
●中編成（37）●演奏時間 09:17　●グレード 4+ ●収録 WKCD-0096 ●FML-0195FS　スコア \2,600

トビアスの家を去る大天使ラファエル NEW!!
●中編成（37）●演奏時間 10:00　●グレード 4+ ●収録 FMCD-1003 ●FML-0005FS　スコア \2,600

飛龍の鵠（ひりゅうのくぐい） NEW!!
●中編成（38）●演奏時間 08:30　●グレード 4+ ●収録 CACG-0295 ●FML-0164FS　スコア \2,600

月下に浮かぶひとすじの道標～3.11 超克の祈り～ NEW!!
●中編成（41）●演奏時間 07:06　●グレード 4+ ●収録 FMCD-1003 ●FML-0117FS　スコア \2,600

眠るヴィシュヌの木 NEW!!
●中編成（43）●演奏時間 08:23　●グレード 4+ ●収録 WKCD-0094 ●FML-0194FS　スコア \2,600

ディオスクロイ～航海の守り神カストルとポルックス～ NEW!!
●大編成（45）●演奏時間 10:00　●グレード 4+ ●収録 YGMO-1003 ●FML-0006FS　スコア \2,600

プラネット・ナイン ～未知への軌跡～ NEW!!
●大編成（48）●演奏時間 11:19　●グレード 5 ●収録 CACG-0248 ●FML-0166FS　スコア \2,600

情報は2020/10/01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-樽屋雅徳  P.5

ベンスルダトゥの3つの冠 2020/9NEW!!
●小編成（25）●演奏時間 07:53　●グレード 3 ●収録 FMCD-0002 ●FML-0048FS　スコア \2,600

ペドロの奇跡の夜 2020/9NEW!!
●小編成（29）●演奏時間 07:01　●グレード 3 ●収録 FMCD-0001 ●FML-0023FS　スコア \2,600

ベレンの塔 2020/9NEW!!
●中編成（30）●演奏時間 09:01　●グレード 4 ●収録 YGMO-2005 ●FML-0056FS　スコア \2,600

乱世の神威　幸村 2020/9NEW!!
●中編成（36）●演奏時間 09:01　●グレード 4+ ●収録 FMCD-1003 ●FML-0032FS　スコア \2,600

長生淳
《地球》～『トルヴェールの惑星』より NEW!!
●中編成（30）●演奏時間 07:15　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0006 ●FML-0121FS　スコア \2,600

久堅の幹 NEW!!
●大編成（38）●演奏時間 15:50　●グレード 5 ●収録 CACG-0202 ●FML-0104FS　スコア \2,600

成田勤
Shaft～一筋の光 NEW!!
●中編成（32）●演奏時間 08:57　●グレード 3 ●収録 FMCD-0001 ●FML-0026FS　スコア \2,600

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 ●FML-0280FS　スコア \2,600

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-0256FS　スコア \2,600

広瀬勇人
こもれびの坂 NEW!!
●小編成（8）●演奏時間 04:45　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0007 ●FML-0138FS　スコア \2,600

夢幻の如くなり（ゆめまぼろしのごとくなり） NEW!!
●小編成（11）●演奏時間 06:20　●グレード 3 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0162FS　スコア \2,600

ノルンの神 NEW!!
●小編成（13）●演奏時間 06:02　●グレード 3 ●収録 FMCD-2004 ●FML-0226FS　スコア \2,600

フィアナの騎士 2020/9NEW!!
●小編成（26）●演奏時間 06:21　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0011 ●FML-0235FS　スコア \2,600

福島弘和
青は遠い色（吹奏楽版） NEW!!
●小編成（11）●演奏時間 07:55　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0007 ●FML-0073FS　スコア \2,600

アトラス～夢への地図～（小編成版:18人編成） NEW!!
●小編成（18）●演奏時間 07:00　●グレード 3 ●収録 FMCD-2001 ●FML-0147FS　スコア \2,600

オーバード～吹奏楽のための NEW!!
●小編成（19）●演奏時間 07:41　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0008 ●FML-0158FS　スコア \2,600

繭の夢～竜の舞う空 NEW!!
●小編成（19）●演奏時間 07:18　●グレード 3 ●収録 ●FML-0028FS　スコア \2,600

情報は2020/10/01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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●小編成（26）●演奏時間 06:21　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0011 ●FML-0235FS　スコア \2,600

福島弘和
青は遠い色（吹奏楽版） NEW!!
●小編成（11）●演奏時間 07:55　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0007 ●FML-0073FS　スコア \2,600

アトラス～夢への地図～（小編成版:18人編成） NEW!!
●小編成（18）●演奏時間 07:00　●グレード 3 ●収録 FMCD-2001 ●FML-0147FS　スコア \2,600

オーバード～吹奏楽のための NEW!!
●小編成（19）●演奏時間 07:41　●グレード 2+ ●収録 FMCD-0008 ●FML-0158FS　スコア \2,600

繭の夢～竜の舞う空 NEW!!
●小編成（19）●演奏時間 07:18　●グレード 3 ●収録 ●FML-0028FS　スコア \2,600

情報は2020/10/01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.6

夢の花～さくらさくらによる幻想曲 NEW!!
●小編成（21）●演奏時間 07:02　●グレード 2+ ●収録 FMCD-2003 ●FML-0206FS　スコア \2,600

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-0074FS　スコア \2,600

交響詩曲「西遊記」（小編成版） NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 06:49　●グレード 3 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0170FS　スコア \2,600

狂詩曲「祭り」～津軽の鼓動＜小編成版＞ NEW!!
●小編成（23）●演奏時間 07:00　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2004 ●FML-0230FS　スコア \2,600

交響詩曲「西遊記」 NEW!!
●小編成（27）●演奏時間 07:05　●グレード 3 ●収録 YGMO-2003 ●FML-0031FS　スコア \2,600

アトラス～夢への地図～ NEW!!
●小編成（28）●演奏時間 07:00　●グレード 3 ●収録 CACG-0185 ●FML-0085FS　スコア \2,600

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-0264FS　スコア \2,600

梁塵秘抄～熊野古道の幻想 NEW!!
●中編成（34）●演奏時間 ●グレード  ●収録 ●FMP-0007FS　スコア \2,600

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-0269FS　スコア \2,600

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-0246FS　スコア \2,600

おきなぐさ～宮澤賢治の愛でた花～（小編成版） 2020/9NEW!!
●小編成（23）●演奏時間 08:52　●グレード 3 ●収録 FMCD-0003 ●FML-0058FS　スコア \2,600

夢への冒険 2020/9NEW!!
●小編成（24）●演奏時間 07:00　●グレード 3 ●収録 FMCD-0006 ●FML-0007FS　スコア \2,600

おきなぐさ～宮澤賢治の愛でた花～ 2020/9NEW!!
●中編成（32）●演奏時間 09:22　●グレード 3 ●収録 YGMO-2005 ●FML-0057FS　スコア \2,600

狂詩曲「祭り」～津軽の鼓動 2020/9NEW!!
●中編成（32）●演奏時間 06:56　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0002 ●FML-0052FS　スコア \2,600

風がおもてで呼んでいる 2020/9NEW!!
●中編成（33）●演奏時間 09:27　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0004 ●FML-0029FS　スコア \2,600

福田洋介
ほたるのひかり（小編成版） NEW!!
●小編成（19）●演奏時間 08:00　●グレード 3 ●収録 FMCD-2001 ●FML-0148FS　スコア \2,600

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-0265FS　スコア \2,600

ほたるのひかり NEW!!
●中編成（30）●演奏時間 08:01　●グレード 3 ●収録 FMCD-0007 ●FML-0137FS　スコア \2,600

マーチ・ブランニュー・デイ NEW!!
●中編成（34）●演奏時間 03:45　●グレード 3+ ●収録 FMCD-1001 ●FMP-0015FS　スコア \2,600

星出尚志
オン・ザ・パーム・アヴェニュー NEW!!
●小編成（29）●演奏時間 04:16　●グレード 3 ●収録 FMCD-0001 ●FMP-0017FS　スコア \2,600

情報は2020/10/01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-松下倫士  P.7

松下倫士
吹奏楽のための「ランドスケープ」 NEW!!
●小編成（23）●演奏時間 06:09　●グレード 3 ●収録 ●FML-0172FS　スコア \2,600

三浦秀秋
エスケイピング・キャット NEW!!
●小編成（21）●演奏時間 06:47　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2003 ●FML-0202FS　スコア \2,600

矢部政男
吹奏楽の為の交響的舞曲「月の宴」 NEW!!
●中編成（42）●演奏時間 16:30　●グレード 4+ ●収録 ●FMP-0008FS　スコア \2,600

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-0077FS　スコア \2,600

アルベニス, I
組曲「イベリア」より、セヴィリアの聖体祭 NEW!!
●中編成（40）●演奏時間 04:38　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0003 ●FML-0068FS　スコア \2,600

ヴェルディ, G
歌劇「運命の力」序曲（原調） NEW!!
●中編成（36）●演奏時間 07:30　●グレード 5 ●収録 YGMO-1005 ●FMP-0012FS　スコア \2,600

ヴァイル, K
三文オペラ（小さな三文音楽） NEW!!
●小編成（18）●演奏時間 05:53　●グレード 3 ●収録 FMCD-0006 ●FML-0122FS　スコア \2,600

グリエール, R
バレエ組曲「青銅の騎士」より NEW!!
●小編成（25）●演奏時間 10:18　●グレード 4 ●収録 FMCD-0009 ●FML-0186FS　スコア \2,600

バレエ組曲「青銅の騎士」より NEW!!
●大編成（52）●演奏時間 10:06　●グレード 4 ●収録 ●FML-0055FS　スコア \2,600

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-0270FS　スコア \2,600

シュトラウス2世, J
喜歌劇「ジプシー男爵」序曲 NEW!!
●小編成（29）●演奏時間 07:36　●グレード 4 ●収録 FMCD-2003 ●FML-0208FS　スコア \2,600

チャイコフスキー, P
「白鳥の湖」によるパラフレーズ NEW!!
●中編成（41）●演奏時間 08:30　●グレード 4 ●収録 FMCD-0006 ●FMP-0045FS　スコア \2,600

情報は2020/10/01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-チャイコフスキー, P  P.8

バレエ音楽「白鳥の湖」より NEW!!
●中編成（41）●演奏時間 08:30　●グレード 5 ●収録 FMCD-0002 ●FML-00495051FS　スコア
\2,600

バレエ音楽「くるみ割り人形」より NEW!!
●大編成（47）●演奏時間 15:00　●グレード 5 ●収録 FMCD-0003 ●FML-0039FS　スコア \2,600

ドビュッシー, C
「小組曲」より I.小舟にて、IV. バレエ NEW!!
●小編成（21）●演奏時間 06:54　●グレード 3 ●収録 FMCD-0003 ●FML-0063FS　スコア \2,600

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 NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 07:53　●グレード 3+ ●収録 FMCD-2004 ●FML-0229FS　スコア \2,600

バルトーク, B
ルーマニア民俗舞曲 NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 06:50　●グレード 3 ●収録 FMCD-2002 ●FML-0175FS　スコア \2,600

「舞踏組曲」より、I. II. V. 終曲 NEW!!
●中編成（34）●演奏時間 07:00　●グレード 5 ●収録 ●FML-0069FS　スコア \2,600

ビゼー, G
歌劇「カルメン」より NEW!!
●小編成（24）●演奏時間 08:29　●グレード 3+ ●収録 FMCD-0004 ●FML-0083FS　スコア \2,600

プッチーニ, G
歌劇「蝶々夫人」ハイライト NEW!!
●小編成（22）●演奏時間 08:42　●グレード 4 ●収録 FMCD-0010 ●FML-0213FS　スコア \2,600

プロコフィエフ, S
組曲「ロメオとジュリエット」 NEW!!
●大編成（47）●演奏時間 17:00　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0001 ●FML-0025FS　スコア \2,600

ボロディン, A
歌劇「イーゴリ公」より　ポロヴェツ人の踊りと合唱（抜粋） NEW!!
●大編成（52）●演奏時間 09:10　●グレード 4 ●収録 BOD-3166 ●FML-0093FS　スコア \2,600

マスカーニ, P
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より NEW!!
●中編成（38）●演奏時間 08:00　●グレード 4 ●収録 CACG-0151 ●FML-0038FS　スコア \2,600

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-0260FS　スコア \2,600

ムソルグスキー, M
組曲「展覧会の絵」より NEW!!
●大編成（55）●演奏時間 11:00　●グレード 5 ●収録 FMCD-0002 ●FML-0036FS　スコア \2,600

情報は2020/10/01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-ラヴェル, M  P.9

ラヴェル, M
「マ・メール・ロワ」より NEW!!
●大編成（52）●演奏時間 07:07　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0003 ●FML-0065FS　スコア \2,600

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-0279FS　スコア \2,600

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 NEW!!
●大編成（46）●演奏時間 02:55　●グレード 4+ ●収録 ●FML-0089FS　スコア \2,600

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より IV. 狂宴の踊り NEW!!
●大編成（49）●演奏時間 05:20　●グレード 4+ ●収録 FMCD-0005 ●FML-0091FS　スコア \2,600

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 NEW!!
●大編成（49）●演奏時間 05:10　●グレード 4+ ●収録 ●FML-0090FS　スコア \2,600

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より I. ソロモンの夢 NEW!!
●大編成（51）●演奏時間 08:11　●グレード 4+ ●収録 ●FML-0088FS　スコア \2,600

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より（抜粋） NEW!!
●大編成（58）●演奏時間 14:10　●グレード 4+ ●収録 BOD-3166 ●FML-0111FS　スコア \2,600

情報は2020/10/01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。



音楽の力を信じよう～音楽がつなぐ祈りの輪

これらの作品は、復興を願って作曲され、より多くの皆さんに演奏していただけるよう無料
ダウンロード配布しています。ぜひ演奏の様子を録画・録音してYoutubeへ投稿してくださ
い。音楽の力を信じ、演奏して音楽の祈りの輪を拡げてゆきましょう。

特設サイト
http://www.fostermusic.jp/user_data/score_download.php

久保太郎　鳥たちの歌を聴きに行こう
あれから３年、変わらないもの、変わってしまったもの、取り戻しつつあるもの、
二度と戻らないもの...いろいろあると思います。3年が過ぎた今でも私は被災
された皆様にかける言葉がありません...。どんな言葉を並べるよりも...と、思
いを楽曲に託しました。毎日の新たな一歩のために。（久保太郎）

2014年10月11,12日
土気シビックW.O.　東北復興祈念特別演奏会委嘱初演

最新作　高橋宏樹　希望のうた
復興祈念特別演奏会では、これまでに各邦人作家による“復興”がテーマの素晴らしい作品が提供されております。このようなプロジェクトに自分が参
加させて頂けたこと大変光栄に思います。今回は聴衆のみなさんも一緒に歌える作品にいたしました。
初演いただく土気シビックW.O.の団員の方にとても素敵な歌詞をつけて頂きました。
「音楽の力を信じよう」というコンセプトですが歌の力は絶大です。目には見えない何かすごいパワーが私たちに勇気や希望を与えてくれるのです。そし
て皆で歌えばそのパワーは何倍にも膨れ上がります。一人ではどうにもならない事もみんなで取り組めば何とかなるものです。悲しいことは半分、幸せ
は2倍に、これが支えあいの素晴らしさです。この「希望のうた」がそんなほんの少しでも勇気と希望を与え復興の役に立っていただけたら幸いです。
（高橋宏樹）

2015年10月10,11日
土気シビックW.O.　東北復興祈念特別演奏会委嘱初演

福田洋介　キボウノカゼ
様々な風が吹く東北の気候、そこには四季折々の美観と、爽やかさとたくまし
さを併せ持った風情ある人々の多彩な暮らしがあると思います。薫りある希望
の風を感じ取り、新しい日々を美しく切り拓いていかれることでしょう。もしか
したらこの作品は東北へのエールだけではなく、私達自身のエールにもなるか
もしれません。（福田洋介）

2013年10月14日
土気シビックW.O.　東北復興祈念特別演奏会委嘱初演

演奏される皆さんへ

復興祈念
無料ダウンロード楽譜

FREE DOWNLOAD

震災同年より、音楽を通して元気を届けたいという思いで土気シビックウインドオーケストラの皆さんが被災地を訪問しています。
その際、なにか記念になる作品をということで、その気持ちに共感してくださる作家さんに毎年1曲委嘱し、その作品は弊社を通じて無償提供
させて頂いています。
2015年は、高橋宏樹さんにより、合唱と吹奏楽のための素敵な歌が作曲され、高橋さんからの提案により、歌詞は土気シビックウインドオーケ
ストラ団員である齊藤ひかりさん、山口可那子さんがつけるというコラボレーション作品にしあがりました。
フォスターミュージックホームページで、誰でも無料でダウンロードできますので、是非たくさんのバンドにご利用いただければ幸いです。
東日本大震災および、熊本地震により被害を受けられました地域と皆様の、1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

参考演奏は

で全曲配信しています

各楽曲にあるQRコードよりスマートフォン・タブレットで直接PDFをダウンロードすることもできます

樽屋雅徳　ラ・スペランツァ  ～ 希望 ～
La speranzaは、イタリア語で「希望」の意味を持っており、先の見えない不
安な状況のなかでも、音楽の力を信じ、未来への希望を持ち続けて前進して
いこうという願いが込められています。たくさんの人々がこの作品を通じて心を
通わせていただければ幸いです。（樽屋雅徳）

2011年10月9日
福島県立相馬東高等学校吹奏楽部 復興祈念特別演奏会委嘱
相馬東高等学校、土気シビックW.O.、
ベルモンテW.O.合同演奏初演

福島弘和　道 希望へ
道は始めからあるのではなく、誰かが歩んで通った部分が道になります。
これから、我々が歩んでゆく道、原発、対諸外国、など、険しい道かもしれま
せんが、歩んできた部分が明日につながる希望をもって進める様に祈りを込め
て演奏してください。（福島弘和）

2012年10月6,7日
土気シビックW.O.　東北復興祈念特別演奏会委嘱初演

PC向け



音楽の力を信じよう～音楽がつなぐ祈りの輪

これらの作品は、復興を願って作曲され、より多くの皆さんに演奏していただけるよう無料
ダウンロード配布しています。ぜひ演奏の様子を録画・録音してYoutubeへ投稿してくださ
い。音楽の力を信じ、演奏して音楽の祈りの輪を拡げてゆきましょう。

特設サイト
http://www.fostermusic.jp/user_data/score_download.php

久保太郎　鳥たちの歌を聴きに行こう
あれから３年、変わらないもの、変わってしまったもの、取り戻しつつあるもの、
二度と戻らないもの...いろいろあると思います。3年が過ぎた今でも私は被災
された皆様にかける言葉がありません...。どんな言葉を並べるよりも...と、思
いを楽曲に託しました。毎日の新たな一歩のために。（久保太郎）

2014年10月11,12日
土気シビックW.O.　東北復興祈念特別演奏会委嘱初演

最新作　高橋宏樹　希望のうた
復興祈念特別演奏会では、これまでに各邦人作家による“復興”がテーマの素晴らしい作品が提供されております。このようなプロジェクトに自分が参
加させて頂けたこと大変光栄に思います。今回は聴衆のみなさんも一緒に歌える作品にいたしました。
初演いただく土気シビックW.O.の団員の方にとても素敵な歌詞をつけて頂きました。
「音楽の力を信じよう」というコンセプトですが歌の力は絶大です。目には見えない何かすごいパワーが私たちに勇気や希望を与えてくれるのです。そし
て皆で歌えばそのパワーは何倍にも膨れ上がります。一人ではどうにもならない事もみんなで取り組めば何とかなるものです。悲しいことは半分、幸せ
は2倍に、これが支えあいの素晴らしさです。この「希望のうた」がそんなほんの少しでも勇気と希望を与え復興の役に立っていただけたら幸いです。
（高橋宏樹）

2015年10月10,11日
土気シビックW.O.　東北復興祈念特別演奏会委嘱初演

福田洋介　キボウノカゼ
様々な風が吹く東北の気候、そこには四季折々の美観と、爽やかさとたくまし
さを併せ持った風情ある人々の多彩な暮らしがあると思います。薫りある希望
の風を感じ取り、新しい日々を美しく切り拓いていかれることでしょう。もしか
したらこの作品は東北へのエールだけではなく、私達自身のエールにもなるか
もしれません。（福田洋介）

2013年10月14日
土気シビックW.O.　東北復興祈念特別演奏会委嘱初演

演奏される皆さんへ

復興祈念
無料ダウンロード楽譜

FREE DOWNLOAD

震災同年より、音楽を通して元気を届けたいという思いで土気シビックウインドオーケストラの皆さんが被災地を訪問しています。
その際、なにか記念になる作品をということで、その気持ちに共感してくださる作家さんに毎年1曲委嘱し、その作品は弊社を通じて無償提供
させて頂いています。
2015年は、高橋宏樹さんにより、合唱と吹奏楽のための素敵な歌が作曲され、高橋さんからの提案により、歌詞は土気シビックウインドオーケ
ストラ団員である齊藤ひかりさん、山口可那子さんがつけるというコラボレーション作品にしあがりました。
フォスターミュージックホームページで、誰でも無料でダウンロードできますので、是非たくさんのバンドにご利用いただければ幸いです。
東日本大震災および、熊本地震により被害を受けられました地域と皆様の、1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

参考演奏は

で全曲配信しています

各楽曲にあるQRコードよりスマートフォン・タブレットで直接PDFをダウンロードすることもできます

樽屋雅徳　ラ・スペランツァ  ～ 希望 ～
La speranzaは、イタリア語で「希望」の意味を持っており、先の見えない不
安な状況のなかでも、音楽の力を信じ、未来への希望を持ち続けて前進して
いこうという願いが込められています。たくさんの人々がこの作品を通じて心を
通わせていただければ幸いです。（樽屋雅徳）

2011年10月9日
福島県立相馬東高等学校吹奏楽部 復興祈念特別演奏会委嘱
相馬東高等学校、土気シビックW.O.、
ベルモンテW.O.合同演奏初演

福島弘和　道 希望へ
道は始めからあるのではなく、誰かが歩んで通った部分が道になります。
これから、我々が歩んでゆく道、原発、対諸外国、など、険しい道かもしれま
せんが、歩んできた部分が明日につながる希望をもって進める様に祈りを込め
て演奏してください。（福島弘和）

2012年10月6,7日
土気シビックW.O.　東北復興祈念特別演奏会委嘱初演
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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。まだ一部作品のみの対応となっておりますが、順次、
フォスターミュージックの出版作品全作品のスタディスコアの販売を開始します。リクエストも承りますので、お気軽
にお問い合わせいただければ幸いです。

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。
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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


