アンサンブルの楽譜マーケットに掲載中の楽譜一覧です。（PDFファイル）
楽譜タイトルをクリックすると、参考音源がきけたり、サンプル楽譜がご覧いただけます。
ご注文もどうぞ！
編曲の勉強会もやっています！自分たちの楽器編成に合わせた楽譜作りを学びたい方は
勉強会にいらっしゃいませんか。詳しくはこちらをクリック！
楽譜番号
タイトル
ドビュッシー「小組曲」第４曲「バレエ」管楽八重奏
685
版
ドビュッシー「小組曲」第３曲「メヌエット」管楽八
684
重奏版
ドビュッシー「小組曲」第２曲「行列」管楽八重奏
683
版
ドビュッシー「小組曲」第１曲「小舟にて」管楽八
682
重奏版
ドビュッシー「マズルカ」木管五重奏版
681
680
679
678
677

676

675
674
673
672
671
670
669
668
667
666
665
664
663
662
661
660

編成
管楽八重奏 ／ フルート１、２＋オーボエ＋Bb
クラリネット１、２＋ホルン＋バスーン１、２
管楽八重奏 ／ フルート１、２＋オーボエ＋Bb
クラリネット１、２＋ホルン＋バスーン１、２
管楽八重奏 ／ フルート１、２＋オーボエ＋Bb
クラリネット１、２＋ホルン＋バスーン１、２
管楽八重奏 ／ フルート１、２＋オーボエ＋Bb
クラリネット１、２＋ホルン＋バスーン１、２
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋A(Bb)クラ
リネット＋ホルン＋バスーン
ドビュッシー「マズルカ」弦楽五重奏版
弦楽五重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
１、２＋チェロ
ドビュッシー「マズルカ」クラリネット五重奏版
クラリネット五重奏 ／ Ebクラリネット、Bbク
ラリネット１、２、３＋バスクラリネット
『マ・メール・ロワ』第５曲「妖精の園」管楽八重奏 管楽八重奏 ／ フルート１、２＋オーボエ＋Bb
版
クラリネット１、２＋ホルン＋バスーン１、２
『マ・メール・ロワ』第４曲「美女と野獣の対話」管 管楽八重奏 ／ フルート１、２＋オーボエ＋Bb
楽八重奏版
クラリネット１、２＋ホルン＋バスーン＋コント
ラバスーン
『マ・メール・ロワ』第３曲「パゴダの女王レドロ
管楽八重奏 ／ ピッコロ＋フルート＋オーボエ
ネット」管楽八重奏版
＋Bbクラリネット１、２＋ホルン＋バスーン１、
２
『マ・メール・ロワ』第２曲「親指小僧」管楽八重奏 管楽八重奏 ／ フルート１、２＋オーボエ＋Bb
版
クラリネット１、２＋ホルン＋バスーン１、２
『マ・メール・ロワ』第１曲「眠れる森の美女のパ 管楽八重奏 ／ フルート１、２＋オーボエ＋Bb
ヴァーヌ」管楽八重奏版
クラリネット１、２＋ホルン＋バスーン１、２
「若い広場」木管四重奏版
木管四重奏 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラリ
ネット＋バスーン
「若い広場」弦楽四重奏版
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
「若い広場」フルート四重奏版
フルート四重奏 ／ フルート１、２、３＋アル
トフルート
「若い広場」サックス四重奏版
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス＋アルト
サックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「若い広場」クラリネット四重奏版
クラリネット四重奏 ／ Bbクラリネット１、
２、３＋バスクラリネット
「３６５日の紙飛行機」木管四重奏版
木管四重奏 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラリ
ネット＋バスーン
「３６５日の紙飛行機」弦楽四重奏版
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
「３６５日の紙飛行機」フルート四重奏版
フルート四重奏 ／ ピッコロ＋フルート１、２
＋アルトフルート
「３６５日の紙飛行機」サックス四重奏版
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス＋アルト
サックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「３６５日の紙飛行機」クラリネット四重奏版
クラリネット四重奏 ／ Bbクラリネット１、
２、３＋バスクラリネット
「砂山」フルート四重奏版
フルート四重奏 ／ ピッコロ＋フルート１、２
＋アルトフルート
「砂山」サックス四重奏版
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス＋アルト
サックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「砂山」クラリネット四重奏版
クラリネット四重奏 ／ Bbクラリネット１、
２、３＋バスクラリネット
「砂山」チェロ四重奏版
チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
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「砂山」弦楽四重奏版

弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
「蛍の光 スイングワルツ風」フルート四重奏版
フルート四重奏 ／ フルート１、２、３、アル
トフルート
「蛍の光 スイングワルツ風」サックス四重奏版
サックス四重奏 ／ アルトサックス１、２＋テ
ナーサックス＋バリトンサックス
「蛍の光 スイングワルツ風」クラリネット四重奏版 クラリネット四重奏 ／ Bbクラリネット１、
２、３＋バスクラリネット
「蛍の光 スイングワルツ風」チェロ四重奏版
チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
「蛍の光 スイングワルツ風」弦楽四重奏版
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
「てんとう虫のサンバ」フルート四重奏版
フルート四重奏 ／ フルート１、２、３＋アル
トフルート
「てんとう虫のサンバ」サックス四重奏版
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス＋アルト
サックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「てんとう虫のサンバ」クラリネット四重奏版
クラリネット四重奏 ／ Bbクラリネット１、
２、３＋バスクラリネット
「てんとう虫のサンバ」木管五重奏版
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
「てんとう虫のサンバ」弦楽四重奏版
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
「竹田の子守唄」フルート四重奏版
フルート四重奏 ／ ピッコロ、フルート１、
２、３
「竹田の子守唄」サックス四重奏版
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス＋アルト
サックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「竹田の子守唄」クラリネット四重奏版
クラリネット四重奏 ／ Bbクラリネット１、
２、３＋バスクラリネット
「竹田の子守唄」チェロ四重奏版
チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
「竹田の子守唄」弦楽四重奏版
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
「ソナチネ」作品36-1 木管三重奏
木管三重奏 フルート、クラリネット、ファゴット
（または テナーサックス または バスクラリネッ
ト）
ソナチネ 作品36 第３番
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
A Whole New World
混成２重奏 ／ フルート、ピアノ
「亡き王女のためのパヴァーヌ」木管八重奏版
木管八重奏 ／ フルート１、２＋オーボエ＋Bb
クラリネット１、２＋ホルン＋バスーン１、２
ラヴェル「道化師の朝の歌」木管八重奏版
木管八重奏 ／ フルート１、２＋オーボエ＋Bb
クラリネット１、２＋ホルン＋バスーン１、２
ソナチネ 作品55-1
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
ソナチネ第１番
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
アリエッタ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
「Place of Love」木管五重奏版
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
「Place of Love」金管五重奏版
金管五重奏 ／ Bbトランペット１、２＋ホルン
＋トロンボーン＋チューバ
「Place of Love」ホルン四重奏版
ホルン四重奏 ／ Fホルン１、２、３、４
「Place of Love」フルート四重奏版
フルート四重奏 ／ フルート１、２、３＋アル
トフルート
「Place of Love」チェロ四重奏版
チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
「Place of Love」サックス四重奏版
サックス四重奏 ／ アルトサックス１、２＋テ
ナーサックス＋バリトンサックス
「Place of Love」クラリネット四重奏版
クラリネット四重奏 ／ Bbクラリネット１、
２、３＋バスクラリネット
「Place of Love」弦楽四重奏版
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
「青い山脈」弦楽四重奏版
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
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「青い山脈」木管五重奏版

木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
「青い山脈」金管五重奏版
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
「青い山脈」フルート四重奏版
フルート四重奏 ／ フルート１、２、３、４
「青い山脈」バスーン四重奏版
バスーン四重奏 ／ バスーン１、２、３、４
「青い山脈」トロンボーン四重奏版
トロンボーン四重奏 ／ アルトトロンボーン＋
テナートロンボーン１、２＋バストロンボーン
「青い山脈」チェロ四重奏版
チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
「青い山脈」サックス四重奏版
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス、アルト
サックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「青い山脈」クラリネット四重奏版
クラリネット四重奏 ／ Bbクラリネット１、
２、３、４
「青い山脈」ヴィオラ四重奏版
ヴィオラ四重奏 ／ ヴィオラ１、２、３、４
LOVE LOVE LOVE（金管１０重奏）
金管１０重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン＋トロンボーン１、２、３、４＋チュー
高嶺の花子さん
フルート四重奏(Fl, Vn, Va, Vc)
にんじゃりばんばん
フルート2+クラリネット1+ピアノ+ヴァイオリン
1+ヴィオラ1+チェロ1
Never Again(チェロ四重奏)
チェロ四重奏 ／ チェロ×４
Never Again(弦楽四重奏)
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン×２＋ヴィオラ＋
チェロ
クラリネット・キャンディ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
軍隊行進曲 第３番
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
軍隊行進曲 第２番
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
軍隊行進曲 第１番
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
異邦人
木管5重奏／フルート1、オーボエ1、B♭クラリネッ
ト1、アルトサックス1、バスーン1
ニューシネマパラダイス メドレー(サックス四重 サックス四重奏 ／ アルト×２＋テナー＋バリ
奏)
トン
ニューシネマパラダイス メドレー(フルート四重 フルート四重奏 ／ フルート×3＋アルトフルー
奏)
ト
ニューシネマパラダイス メドレー(チェロ四重奏) チェロ四重奏 ／ チェロ×４
ニューシネマパラダイス メドレー(弦楽四重奏) 弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン×２＋ヴィオラ＋
チェロ
CLARITY ピアノ五重奏
バイオリン1、バイオリン2、ビオラ、チェロ、ピ
アノ
ハナミズキ
弦楽四重奏（Vn1, Vn2, Va, Vc）
日本風の影絵
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
ロンド
クラリネット四重奏／クラ×３、バスクラ×１
栄光の架橋(クラリネット四重奏)
クラリネット四重奏／クラ×３、バスクラ×１
「スペイン組曲 作品47」から５曲目「アストゥリア チェロ独奏 ／ チェロ
ス（伝説）」無伴奏チェロ版
「スペイン組曲 作品47」から第５～８曲目（弦楽 弦楽合奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
合奏版）
チェロ＋コントラバス
「スペイン組曲 作品47」から第１～４曲目（弦楽 弦楽合奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
合奏版）
チェロ＋コントラバス
長野県歌「信濃の国」フルート四重奏版
フルート四重奏 ／ フルート１、２、３＋アル
トフルート
長野県歌「信濃の国」バスーン四重奏版
バスーン四重奏 ／ バスーン１、２、３、４
長野県歌「信濃の国」トロンボーン四重奏版
トロンボーン四重奏 ／ アルトトロンボーン＋
テナートロンボーン１、２＋バストロンボーン
「スペインの歌 作品232」弦楽四重奏版
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
長野県歌「信濃の国」チェロ四重奏版
チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
長野県歌「信濃の国」サックス四重奏版
サックス四重奏 ／ アルトサックス１、２＋テ
ナーサックス＋バリトンサックス
長野県歌「信濃の国」クラリネット四重奏版
クラリネット四重奏 ／ クラリネット１、２、
３＋バスクラリネット
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長野県歌「信濃の国」金管五重奏版

金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
長野県歌「信濃の国」弦楽四重奏版
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
長野県歌「信濃の国」弦楽合奏版
弦楽合奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ＋コントラバス
長野県歌「信濃の国」木管五重奏版
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
二人でお茶を（原題“Tea For Two”）金管五重奏 トランペット1、トランペット2、ホルン、トロン
ボーン、チューバ
ローズ・リーフ・ラグ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
「スペインの歌 作品232」弦楽合奏版
弦楽合奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ＋コントラバス
「スペインの歌 作品232」金管五重奏版
金管五重奏 ／ Bbトランペット１、２＋ホルン
＋トロンボーン＋チューバ
「スペインの歌 作品232」木管五重奏版
木管五重奏版 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラ
リネット＋ホルン＋バスーン
Saving All My Love For You「（邦題）すべてをあ 金管十重奏 ／ トランペット×３＋フリューゲ
なたに」
ルホルン＋ホルン＋トロンボーン×４＋テューバ
言葉にできない
フルート+クラリネット+ヴァイオリン+ピアノ
テレビ時代劇『水戸黄門』の主題歌「あゝ人生に チェロ１２重奏 ／ １２人のチェロ＋鳴り物
涙あり」
（テナードラム＆ヴィブラスラップ）
SHAKE
金管１１重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン１、２＋トロンボーン１、２、３、４＋
チューバ＋ドラムス
「おとなの掟」サックス四重奏版
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス＋アルト
サックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「おとなの掟」弦楽四重奏版
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
「おとなの掟」木管五重奏版
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
「おとなの掟」クラリネット四重奏版
クラリネット四重奏 ／ クラリネット１、２、
３＋バスクラリネット
「6つの小品op.19」から４曲目「夜想曲」（チェロ四 チェロ四重奏版 ／ チェロ１、２、３、４
重奏版）
「ベルガマスク組曲」弦楽合奏版
弦楽合奏版 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ＋コントラバス
「ベルガマスク組曲」木管五重奏版
木管五重奏版 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラ
リネット＋ホルン＋バスーン
「ベルガマスク組曲」金管十重奏版
金管十重奏版 ／ Cトランペット１、２、３、４
＋ホルン＋トロンボーン１、２、３、４＋チュー
バ
「ベルガマスク組曲」金管五重奏版
金管五重奏版 ／ Cトランペット１、２＋ホルン
＋トロンボーン＋チューバ
「ベルガマスク組曲」弦楽四重奏版
弦楽四重奏版 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオ
ラ＋チェロ
Have Yourself a Merry Little Christmas
フルート2+オーボエ1+クラリネット2+ヴァイオリ
ン+ヴィオラ+チェロ(最低でも2+2+1+1)
「6つの小品op.19」から５曲目「カプリッチョーソ」 サックス四重奏版 ／ ソプラノサックス＋アル
（サックス四重奏版）
トサックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「6つの小品op.19」から４曲目「夜想曲」（サックス サックス四重奏版 ／ ソプラノサックス＋アル
四重奏版）
トサックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「6つの小品op.19」から３曲目「アルバムの綴り」 サックス四重奏版 ／ ソプラノサックス＋アル
（サックス四重奏版）
トサックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「6つの小品op.19」から２曲目「ユーモラスなスケ サックス四重奏版 ／ ソプラノサックス＋アル
ルツォ」（サックス四重奏版）
トサックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「6つの小品op.19」から１曲目「夕べの夢想」（サッ サックス四重奏版 ／ ソプラノサックス＋アル
クス四重奏版）
トサックス＋テナーサックス＋バリトンサックス
「6つの小品op.19」から５曲目「カプリッチョーソ」 クラリネット四重奏版 ／ Bbクラリネット１、
（クラリネット四重奏版）
２、３＋バスクラリネット
「6つの小品op.19」から４曲目「夜想曲」（クラリ
クラリネット四重奏版 ／ Esクラリネット＋Bb
ネット四重奏版）
クラリネット１、２＋バスクラリネット

543
542

「6つの小品op.19」から３曲目「アルバムの綴り」
（クラリネット四重奏版）
「6つの小品op.19」から２曲目「ユーモラスなスケ
ルツォ」（クラリネット四重奏版）
「6つの小品op.19」から１曲目「夕べの夢想」（クラ
リネット四重奏版）
「6つの小品op.19」から５曲目「カプリッチョーソ」
（木管五重奏版）
「6つの小品op.19」から４曲目「夜想曲」（木管五
重奏版）
「6つの小品op.19」から３曲目「アルバムの綴り」
（木管五重奏版）
「6つの小品op.19」から２曲目「ユーモラスなスケ
ルツォ」（木管五重奏版）
「6つの小品op.19」から１曲目「夕べの夢想」（木
管五重奏版）
TOP OF THE WORLD（トロンボーン五重奏）
TOP OF THE WORLD（金管五重奏）

541
540
539

TOP OF THE WORLD（チェロ四重奏）
TOP OF THE WORLD（トロンボーン四重奏）
TOP OF THE WORLD（弦楽四重奏）

538

TOP OF THE WORLD（サックス四重奏）

537
536

TOP OF THE WORLD（ホルン四重奏）
TOP OF THE WORLD（フルート四重奏）

535

TOP OF THE WORLD（ユーフォニアム・テューバ
四重奏）

534

TOP OF THE WORLD（クラリネット四重奏）

533

ドレミの歌

532

TOP OF THE WORLD（金管５重奏）

531

グルックの主題による変奏曲

530

イエスタディ ワンスモア（木管五重奏）

529

トップ オブ ザ ワールド（木管五重奏）

528

「6つの小品op.19」から５曲目「カプリッチョーソ」
（弦楽四重奏版）
「6つの小品op.19」から４曲目「夜想曲」（弦楽四
重奏版）
「6つの小品op.19」から３曲目「アルバムの綴り」
（弦楽四重奏版）
「6つの小品op.19」から２曲目「ユーモラスなスケ
ルツォ」（弦楽四重奏版）
「6つの小品op.19」から１曲目「夕べの夢想」（弦
楽四重奏版）
サザエさん一家～予告編付き（《サザエさん》エン
ディングテーマ）

551
550
549
548
547
546
545
544

527
526
525
524
523

522

栄光の架橋（弦楽四重奏）

521

カーネーション(金管五重奏)

520

カーネーション(クラリネット四重奏)

クラリネット四重奏版 ／ Bbクラリネット１、
２、３＋バスクラリネット
クラリネット四重奏版 ／ Esクラリネット＋Bb
クラリネット１、２＋バスクラリネット
クラリネット四重奏版 ／ Esクラリネット＋Bb
クラリネット１、２＋バスクラリネット
木管五重奏版 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラ
リネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏版 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラ
リネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏版 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラ
リネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏版 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラ
リネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏版 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラ
リネット＋ホルン＋バスーン
トロンボーン五重奏 ／ トロンボーン×5
金管五重奏 ／ トランペット×２＋ホルン＋ト
ロンボーン＋テューバ
チェロ四重奏 ／ チェロ×４
トロンボーン四重奏 ／ トロンボーン×４
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン×２＋ヴィオラ＋
チェロ
サックス四重奏 ／ アルト×２＋テナー＋バリ
トン
ホルン四重奏 ／ ホルン×4
フルート四重奏 ／ フルート×4 （またはフルー
ト×3＋アルトフルート）
ユーフォニアム・テューバ四重奏 ／ ユーフォ
ニアム×２＋テューバ×２（またはユーフォニアム×
3＋テューバ）
クラリネット四重奏 ／ クラリネット×４（ま
たはクラリネット×３＋バスクラリネット）
混成七重奏／フルート1、オーボエ1、B♭クラリ
ネット1、アルトサックス1、ホルン1、トランペッ
ト1、バスパート（何でも可）1
金管５重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット（各１）
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット（各１）
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
弦楽四重奏版 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオ
ラ＋チェロ
弦楽四重奏版 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオ
ラ＋チェロ
弦楽四重奏版 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオ
ラ＋チェロ
弦楽四重奏版 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオ
ラ＋チェロ
弦楽四重奏版 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオ
ラ＋チェロ
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（バスクラリネット代用
可）
弦楽四重奏／ヴァイオリン×２、ヴィオラ×１、
チェロ×１
金管五重奏／トランペット×２＋ホルン＋トロン
ボーン＋テューバ
クラリネット四重奏／クラリネット×２＋バスクラ
リネット

519
518
517
516
515
514
513
512

カーネーション(フルート四重奏)
カーネーション(ホルン四重奏)
カーネーション(サックス四重奏)
カーネーション(弦楽四重奏)
カーネーション(トロンボーン四重奏)
カーネーション（チェロ四重奏）
瞳～メインテーマ～（トロンボーン四重奏）
瞳～メインテーマ～（金管五重奏）

511

「ひまわり」（てっぱんテーマ曲・弦楽四重奏）

510

「ひまわり」（てっぱんテーマ曲・金管五重奏）

509

「子供の音楽－12のやさしい小品 op.65」から第
７曲～第１２曲（木管五重奏版）
「子供の音楽－12のやさしい小品 op.65」から第
１曲～第６曲（木管五重奏版）
「子供の音楽－12のやさしい小品 op.65」から第
７曲～第１２曲（弦楽四重奏版）
「子供の音楽－12のやさしい小品 op.65」から第
１曲～第６曲（弦楽四重奏版）
「１２のスペイン舞曲」から第９曲～第１２曲（弦楽
合奏版）
「１２のスペイン舞曲」から第５曲～第８曲（弦楽
合奏版）
「１２のスペイン舞曲」から第１曲～第４曲（弦楽
合奏版）
行進曲（オペラ「３つのオレンジへの恋」より）

508
507
506
505
504
503
502

489
488
487

「スペイン組曲第１集Op.47」から７曲目「カス
ティーリャ（セギディーリャ）」（フルート四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から７曲目「カス
ティーリャ（セギディーリャ）」（バスーン四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から７曲目「カス
ティーリャ（セギディーリャ）」（チェロ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から７曲目「カス
ティーリャ（セギディーリャ）」（サックス四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から７曲目「カス
ティーリャ（セギディーリャ）」（クラリネット四重奏
版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から７曲目「カス
ティーリャ（セギディーリャ）」（ヴィオラ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から８曲目「キューバ
（カプリッチョ）」（フルート四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から８曲目「キューバ
（カプリッチョ）」（バスーン四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から８曲目「キューバ
（カプリッチョ）」（チェロ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から８曲目「キューバ
（カプリッチョ）」（サックス四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から８曲目「キューバ
（カプリッチョ）」（クラリネット四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から８曲目「キューバ
（カプリッチョ）」（ヴィオラ四重奏版）
ひみつのアッコちゃん( チェロ四重奏)
ひみつのアッコちゃん(トロンボーン四重奏)
ひみつのアッコちゃん(弦楽四重奏)

486

ひみつのアッコちゃん(サックス四重奏 )

485
484

ひみつのアッコちゃん(ホルン四重奏 )
ひみつのアッコちゃん(フルート四重奏)

501
500
499
498
497
496
495
494
493
492
491
490

フルート四重奏／フルート×3＋アルトフルート
ホルン四重奏／ホルン×4
サックス四重奏／アルト×２＋テナー＋バリトン
弦楽四重奏／ヴァイオリン×２＋ヴィオラ＋チェロ
トロンボーン四重奏 ／トロンボーン×４
チェロ四重奏 ／チェロ×４
トロンボーン四重奏 ／ トロンボーン×４
金管五重奏 ／ トランペット×２＋ホルン＋ト
ロンボーン＋テューバ
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ヴィオラ＋
チェロ
金管五重奏 ／ トランペット×２＋ホルン＋ト
ロンボーン＋テューバ
木管五重奏版 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラ
リネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏版 ／ フルート＋オーボエ＋Bbクラ
リネット＋ホルン＋バスーン
弦楽四重奏版 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオ
ラ＋チェロ
弦楽四重奏版 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオ
ラ＋チェロ
弦楽合奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ＋コントラバス
弦楽合奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ＋コントラバス
弦楽合奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ＋コントラバス
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
フルート四重奏 ／ ピッコロ、フルート１、
２、アルトフルート
バスーン四重奏 ／ バスーン１、２、３、コン
トラバスーン
チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス、アルト
サックス、テナーサックス、バリトンサックス
クラリネット四重奏 ／ Esクラリネット、クラ
リネット１、２、バスクラリネット
ヴィオラ四重奏 ／ ヴィオラ１、２、３、４
フルート四重奏 ／ ピッコロ、フルート１、
２、アルトフルート
バスーン四重奏 ／ バスーン１、２、３、コン
トラバスーン
チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス、アルト
サックス、テナーサックス、バリトンサックス
クラリネット四重奏 ／ クラリネット１、２、
３、バスクラリネット
ヴィオラ四重奏 ／ ヴィオラ１、２、３、４
チェロ四重奏 ／ チェロ×４
トロンボーン四重奏 ／ トロンボーン×４
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン×２＋ヴィオラ＋
チェロ
サックス四重奏 ／ アルト×２＋テナー＋バリ
トン
ホルン四重奏 ／ ホルン×4
フルート四重奏 ／ フルート×3＋アルトフルー
ト

483

482
481
480

479
478
477
476
475
474
473
472
471
470
469
468
467
466
465
464
463
462
461
460
459
458
457
456
455
454
453

ひみつのアッコちゃん(ユーフォニアム・テューバ ユーフォニアム・テューバ四重奏 ／ ユーフォ
四重奏 )
ニアム×２＋テューバ×２（またはユーフォニアム×
3＋テューバ）
ひみつのアッコちゃん(クラリネット四重奏 )
クラリネット四重奏 ／ クラリネット×4、（ま
たはクラリネット×3+バスクラリネット）
ひみつのアッコちゃん(金管五重奏)
金管五重奏 ／ トランペット×２＋ホルン＋ト
ロンボーン＋テューバ
ドラえもんのうた
金管１０重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン＋トロンボーン１、２、３、４＋チュー
バ
「スペイン組曲第１集Op.47」から３曲目「セビー フルート四重奏 ／ ピッコロ、フルート１、
リャ（セビリャナス）」（フルート四重奏版）
２、３
「スペイン組曲第１集Op.47」から４曲目「カディス フルート四重奏 ／ ピッコロ、フルート１、
（カンション）」（フルート四重奏版）
２、アルトフルート
「スペイン組曲第１集Op.47」から６曲目「アラゴン フルート四重奏 ／ ピッコロ、フルート１、
（ファンタジア）」（フルート四重奏版）
２、アルトフルート
「スペイン組曲第１集Op.47」から３曲目「セビー バスーン四重奏 ／ バスーン１、２、３、コン
リャ（セビリャナス）」（バスーン四重奏版）
トラバスーン
「スペイン組曲第１集Op.47」から４曲目「カディス バスーン四重奏 ／ バスーン１、２、３、コン
（カンション）」（バスーン四重奏版）
トラバスーン
「スペイン組曲第１集Op.47」から６曲目「アラゴン バスーン四重奏 ／ バスーン１、２、３、コン
（ファンタジア）」（バスーン四重奏版）
トラバスーン
「スペイン組曲第１集Op.47」から３曲目「セビー トロンボーン四重奏 ／ アルトトロンボーン、
リャ（セビリャナス）」（トロンボーン四重奏版）
テナートロンボーン１、２、バストロンボーン
「スペイン組曲第１集Op.47」から３曲目「セビー チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
リャ（セビリャナス）」（チェロ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から４曲目「カディス チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
（カンション）」（チェロ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から６曲目「アラゴン チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
（ファンタジア）」（チェロ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から３曲目「セビー サックス四重奏 ／ ソプラノサックス、アルト
リャ（セビリャナス）」（サックス四重奏版）
サックス、テナーサックス、バリトンサックス
「スペイン組曲第１集Op.47」から４曲目「カディス サックス四重奏 ／ ソプラノサックス、アルト
（カンション）」（サックス四重奏版）
サックス、テナーサックス、バリトンサックス
「スペイン組曲第１集Op.47」から６曲目「アラゴン サックス四重奏 ／ ソプラノサックス、アルト
（ファンタジア）」（サックス四重奏版）
サックス、テナーサックス、バリトンサックス
「スペイン組曲第１集Op.47」から３曲目「セビー クラリネット四重奏 ／ クラリネット１、２、
リャ（セビリャナス）」（クラリネット四重奏版）
３、バスクラリネット
「スペイン組曲第１集Op.47」から４曲目「カディス クラリネット四重奏 ／ Esクラリネット、クラ
（カンション）」（クラリネット四重奏版）
リネット１、２、バスクラリネット
「スペイン組曲第１集Op.47」から６曲目「アラゴン クラリネット四重奏 ／ クラリネット１、２、
（ファンタジア）」（クラリネット四重奏版）
３、バスクラリネット
「スペイン組曲第１集Op.47」から３曲目「セビー クラリネット四重奏 ／ クラリネット１、２、
リャ（セビリャナス）」（クラリネット四重奏版）
３、バスクラリネット
「スペイン組曲第１集Op.47」から３曲目「セビー ヴィオラ四重奏 ／ ヴィオラ１、２、３、４
リャ（セビリャナス）」（ヴィオラ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から４曲目「カディス ヴィオラ四重奏 ／ ヴィオラ１、２、３、４
（カンション）」（ヴィオラ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から６曲目「アラゴン ヴィオラ四重奏 ／ ヴィオラ１、２、３、４
（ファンタジア）」（ヴィオラ四重奏版）
「スペイン舞曲集」から５曲目「アンダルーサ」（ホ ホルン四重奏 ／ ホルン１、２、３、４
ルン四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から１曲目「グラナダ ホルン四重奏 ／ ホルン１、２、３、４
（セレナータ）」（ホルン四重奏版）
「スペイン舞曲集」から５曲目「アンダルーサ」（フ フルート四重奏 ／ ピッコロ、フルート１、
ルート四重奏版）
２、３
「スペイン組曲第１集Op.47」から５曲目「アストゥ フルート四重奏 ／ ピッコロ、フルート１、
リアス（伝説）」（フルート四重奏版）
２、３
「スペイン組曲第１集Op.47」から２曲目「カタルー フルート四重奏 ／ フルート１、２、３、４
ニャ（コランダ）」（フルート四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から１曲目「グラナダ フルート四重奏 ／ ピッコロ、フルート１、
（セレナータ）」（フルート四重奏版）
２、３
「スペイン舞曲集」から５曲目「アンダルーサ」（バ バスーン四重奏 ／ バスーン１、２、３、４
スーン四重奏版）

452
451
450
449
448
447
446
445
444
443
442
441
440
439
438
437
436
435
434
433
432
431
430
429
428
427
426
425
424
423
422
421
420

「スペイン組曲第１集Op.47」から５曲目「アストゥ
リアス（伝説）」（バスーン四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から２曲目「カタルー
ニャ（コランダ）」（バスーン四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から１曲目「グラナダ
（セレナータ）」（バスーン四重奏版）
「スペイン舞曲集」から５曲目「アンダルーサ」（ト
ロンボーン四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から５曲目「アストゥ
リアス（伝説）」（トロンボーン四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から１曲目「グラナダ
（セレナータ）」（トロンボーン四重奏版）
小さい秋みつけた
じょいふる
糸
いつか王子様が
「スペイン舞曲集」から５曲目「アンダルーサ」
（チェロ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から５曲目「アストゥ
リアス（伝説）」（チェロ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から２曲目「カタルー
ニャ（コランダ）」（チェロ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から１曲目「グラナダ
（セレナータ）」（チェロ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から５曲目「アストゥ
リアス（伝説）」（サックス四重奏版）
「スペイン舞曲集」から５曲目「アンダルーサ」
（サックス四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から２曲目「カタルー
ニャ（コランダ）」（サックス四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から１曲目「グラナダ
（セレナータ）」（サックス四重奏版）
「スペイン舞曲集」から５曲目「アンダルーサ」（ク
ラリネット四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から５曲目「アストゥ
リアス（伝説）」（クラリネット四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から２曲目「カタルー
ニャ（コランダ）」（クラリネット四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から１曲目「グラナダ
（セレナータ）」（クラリネット四重奏版）
「スペイン舞曲集」から５曲目「アンダルーサ」
（ヴィオラ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から５曲目「アストゥ
リアス（伝説）」（ヴィオラ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から２曲目「カタルー
ニャ（コランダ）」（ヴィオラ四重奏版）
「スペイン組曲第１集Op.47」から１曲目「グラナダ
（セレナータ）」（ヴィオラ四重奏版）
動物の謝肉祭から第１０曲～第１４曲（金管五重
奏版）
動物の謝肉祭から第５曲～第９曲（金管五重奏
版）
動物の謝肉祭から第１曲～第４曲（金管五重奏
版）
動物の謝肉祭から第１０曲～第１４曲（木管五重
奏版）
動物の謝肉祭から第５曲～第９曲（木管五重奏
版）
動物の謝肉祭から第１曲～第４曲（木管五重奏
版）
動物の謝肉祭から第１０曲～第１４曲（弦楽五重
奏版）

バスーン(ファゴット)四重奏 ／ バスーン１、
２、３、４
バスーン四重奏 ／ バスーン１、２、３、４
バスーン(ファゴット)四重奏 ／ バスーン１、
２、３、４
トロンボーン四重奏 ／ アルトトロンボーン、
テナートロンボーン１、２、バストロンボーン
トロンボーン四重奏 ／ テナートロンボーン
１、２、３、バストロンボーン
トロンボーン四重奏 ／ アルトトロンボーン、
テナートロンボーン１、２、バストロンボーン
弦楽四重奏 ヴァイオリンｘ２ ＋ ヴィオラ
＋ チェロ
フルート+クラリネット+ピアノ
フルート1+クラリネット2+ピアノ
フルート三重奏 ／ フルート×３
チェロ四重奏 ／ チェロ１、２、３、４
チェロ四重奏

／

チェロ１、２、３、４

チェロ四重奏

／

チェロ１、２、３、４

チェロ四重奏

／

チェロ１、２、３、４

サックス四重奏 ／ ソプラノサックス、アルト
サックス１、２、テナーサックス
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス、アルト
サックス１、２、バリトンサックス
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス、アルト
サックス、テナーサックス１、２
サックス四重奏 ／ ソプラノサックス、アルト
サックス１、２、テナーサックス
クラリネット四重奏 ／ クラリネット１、２、
３、４
クラリネット四重奏 ／ クラリネット１、２、
３、４
クラリネット四重奏 ／ クラリネット１、２、
３、４
クラリネット四重奏 ／ クラリネット１、２、
３、バスクラリネット
ヴィオラ四重奏 ／ ヴィオラ１、２、３、４
ヴィオラ四重奏

／

ヴィオラ１、２、３、４

ヴィオラ四重奏

／

ヴィオラ１、２、３、４

ヴィオラ四重奏

／

ヴィオラ１、２、３、４

金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
弦楽五重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ＋コントラバス

417

動物の謝肉祭から第５曲～第９曲（弦楽五重奏
版）
動物の謝肉祭から第１曲～第４曲（弦楽五重奏
版）
ベルガマスク組曲からパスピエ （木管五重奏版）

416

ベルガマスク組曲から月の光 （木管五重奏版）

415

ベルガマスク組曲からメヌエット（木管五重奏版）

414

ベルガマスク組曲から前奏曲（木管五重奏版）

413

ベルガマスク組曲からパスピエ （弦楽五重奏版）

412

ベルガマスク組曲から月の光（弦楽五重奏版）

411

ベルガマスク組曲からメヌエット （弦楽五重奏版）

410

ベルガマスク組曲から前奏曲（弦楽五重奏版）

409
408

１２のスペイン舞曲からオリエンタル（金管五重奏
版）
小さな黒人（金管五重奏版）

407

夢（金管五重奏版）

406

ベーメン(ボヘミア)風舞曲（金管五重奏版）

405

ベーメン(ボヘミア)風舞曲（木管五重奏版）

404

夢（木管五重奏版）

403

小さな黒人（木管五重奏版）

402

小さな黒人（弦楽四重奏版）

401

夢（弦楽五重奏版）

400

ベーメン(ボヘミア)風舞曲（弦楽四重奏版）

399

コルドバ（金管五重奏版）

398

やしの木陰（スペインの踊り）（金管五重奏版）

397

オリエンタール（東洋風）（金管五重奏版）

396

コルドバ（木管五重奏版）

395

やしの木陰（スペインの踊り）（木管五重奏版）

394

オリエンタール（東洋風）（木管五重奏版）

393

コルドバ（弦楽四重奏版）

392

やしの木陰（スペインの踊り）（弦楽四重奏版）

391

オリエンタル（東洋風）（弦楽四重奏版）

390

ソルツィーコ（金管五重奏版）

389

カプリッチョ・カタラン（金管五重奏版）

419
418

弦楽五重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ＋コントラバス
弦楽五重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ＋コントラバス
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
弦楽五重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ＋コントラバス
弦楽五重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ＋コントラバス
弦楽五重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ＋コントラバス
弦楽五重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ＋コントラバス
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
弦楽五重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ＋コントラバス
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ

388
387
386
385
384
383
382
381
380
379
378
377
376
375
374
373
372

371
370
369
368
367

366
365
364
363
362
361
360

359

358

セレナータ（金管五重奏版）

金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
マラゲーニャ（金管五重奏版）
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
タンゴ（金管五重奏版）
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
プレリューディオ（木管五重奏版）
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
プレリューディオ（金管五重奏版）
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
タンゴ（木管五重奏版）
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラル
ネット＋ホルン＋バスーン
マラゲーニャ（木管五重奏版）
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラル
ネット＋ホルン＋バスーン
セレナータ（木管五重奏版）
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラル
ネット＋ホルン＋バスーン
カプリッチョ・ランタン（木管五重奏版）
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラル
ネット＋ホルン＋バスーン
ソルツィーコ（木管五重奏版）
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラル
ネット＋ホルン＋バスーン
ソルツィーコ（弦楽四重奏版）
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
カプリッチョ・カタラン（弦楽四重奏版）
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
セレナータ（弦楽四重奏版）
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
タンゴ（弦楽四重奏版）
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
マラゲーニャ（弦楽四重奏版）
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
プレリューディオ（弦楽四重奏版）
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
きらきら星変奏曲（木管四重奏）
木管四重奏 フルート、オーボエ（or フルート or
クラリネット）、クラリネット（or アルトサック
ス）、ファゴット（or テナーサックス or バスクラ
リネット）
恋（弦楽四重奏）
弦楽四重奏（Vn1, Vn2, Vn3, Va）
エトピリカ（弦楽三重奏）
弦楽三重奏／ヴァイオリン×１＋チェロ×１＋ピア
ノ
愛をこめて花束を（金管五重奏）
金管五重奏 ／ トランペット×２＋ホルン＋ト
ロンボーン＋テューバ
愛をこめて花束を（クラリネット四重奏）
クラリネット四重奏 ／ クラリネット×4、（ま
たはクラリネット×3+バスクラリネット）
愛をこめて花束を（ユーフォニアム・チューバ四重 ユーフォニアム・テューバ四重奏 ／ ユーフォ
奏）
ニアム×２＋テューバ×２（またはユーフォニアム×
3＋テューバ）
愛をこめて花束を（フルート四重奏）
フルート四重奏 ／ フルート×3＋アルトフルー
ト
愛をこめて花束を（ホルン四重奏）
ホルン四重奏 ／ ホルン×4
愛をこめて花束を（サックス四重奏）
サックス四重奏 ／ アルト×２＋テナー＋バリ
トン
愛をこめて花束を（弦楽四重奏）
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン×２＋ヴィオラ＋
チェロ
愛をこめて花束を（トロンボーン四重奏）
トロンボーン四重奏 ／ トロンボーン×４
愛をこめて花束を（チェロ四重奏）
チェロ四重奏 ／ チェロ×４
やつらの足音のバラード（《はじめ人間ギャートル 木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ズ》エンディングテーマ）
ト、ホルン、ファゴット（バスクラリネット代用
可）
ウルトラマンの歌
金管１０重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン＋トロンボーン１、２、３、４＋チュー
バ
渡る世間は鬼ばかり ～木管五重奏版
木管五重奏：フルート，オーボエ，クラリネッ
ト，ホルン，ファゴット（バスクラリネット）

357

サイレント・イヴ ～木管五重奏版

356

カスティーリャ (セギディーリャ)（金管五重奏版）

355

アラゴン (ファンタジア)（金管五重奏版）

354

カディス (カンション)（金管五重奏版）

353

カタルーニャ (コランダ)（金管五重奏版）

352

グラナダ (セレナータ)（金管五重奏版）

351

キューバ (カプリッチョ)（金管五重奏版）

350

キューバ (カプリッチョ)（木管五重奏版）

349

カスティーリャ (セギディーリャ)（木管五重奏版）

348

アラゴン (ファンタジア)（木管五重奏版）

347

カディス (カンション)（木管五重奏版）

346

カタルーニャ (コランダ)（木管五重奏版）

345

グラナダ (セレナータ)（木管五重奏版）

344

キューバ (カプリッチョ)（弦楽四重奏版）

343

カスティーリャ (セギディーリャ)（弦楽四重奏版）

342

アラゴン (ファンタジア)（弦楽四重奏版）

341

カディス (カンション)（弦楽四重奏版）

340

カタルーニャ (コランダ)（弦楽四重奏版）

339

グラナダ (セレナータ)（弦楽四重奏版）

338

ボレロ（木管五重奏版）

337

アラベスカ（木管五重奏版）

336

ボレロ（弦楽四重奏版）

335

ボレロ（金管五重奏版）

334

アラベスカ（金管五重奏版）

333

アラベスカ（弦楽四重奏版）

332

メランコリカ（金管五重奏版）

331

ロマンティカ（金管五重奏版）

330

サルダーナ（金管五重奏版）

329

メランコリカ（木管五重奏版）

328

ロマンティカ（木管五重奏版）

327

サルダーナ（木管五重奏版）

木管五重奏：フルート，オーボエ，クラリネッ
ト，ホルン，ファゴット（バスクラリネット）
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン １０．販売価格（税
込） ※必須です。 1,500円
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン

326

葬送行進曲 ハ短調（弦楽五重奏版）

325

葬送行進曲 ハ短調（木管五重奏版）

324

葬送行進曲 ハ短調（金管五重奏版）

323

メヌエット ハ長調

322

ソナチネ作品100 第４楽章

321

ソナチネ作品100 第３楽章

320

ソナチネ作品100 第２楽章

319

ソナチネ作品100 第１楽章

318
317

「ユモレスク」（第７番）
アンダー・ザ・シー

316
315
314
313
312

風笛～あすかのテーマ(フルート二重奏)
アレグロ 変ロ長調（フルート二重奏）
アレグロ 変ロ長調（弦楽二重奏）
ソナタト短調（チマローザ）
メランコリカ（弦楽四重奏版）

311

ロマンティカ（弦楽四重奏版）

310

サルダーナ（弦楽四重奏版）

309
308

306

A Whole New World
『アナと雪の女王』より、・『レット・イット・ゴー』弦
楽合奏と歌、弦楽五重奏と歌版
『アナと雪の女王』より、・『レット・イット・ゴー』弦
楽合奏、弦楽五重奏版
バレンシアーナ（金管五重奏版）

305

バレンシアーナ（木管五重奏版）

304

バレンシアーナ（弦楽四重奏版）

303

ロンダーリャ・アラゴネーザ（金管五重奏版）

302

ロンダーリャ・アラゴネーザ（木管五重奏版）

301

ロンダーリャ・アラゴネーザ（弦楽四重奏版）

300

ビリャネスカ（金管五重奏版）

299

ビリャネスカ（木管五重奏版）

298

ビリャネスカ（弦楽四重奏版）

297

美しく青きドナウ(木管五重奏)

296

美しく青きドナウ(木管八重奏)

295

アンダルーサ（プライェーラ）（金管五重奏版）

294

ファンダンゴ（金管五重奏版）

293

ガランデ（金管五重奏版）

307

弦楽五重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ＋コントラバス
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
クラリネット三重奏／クラリネット×３（うち１本
はバスクラリネットに代用可能）
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
弦楽三重奏 ヴァイオリン２、ヴィオラ
フルート2+オーボエ1+クラリネット2+ファゴット
1+弦楽5部
フルート二重奏／フルート×２
フルート二重奏／フルート×２
弦楽二重奏／ヴァイオリン、チェロ
弦楽三重奏／ヴァイオリン×２、チェロ×１
弦楽四重奏／ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ
弦楽四重奏／ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ
弦楽四重奏／ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ
混成三重奏／クラリネット×２、ピアノ
弦楽五重奏
弦楽五重奏
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
木管五重奏／フルート＋オーボエ＋クラリネット
＋バスーン＋ホルン
弦楽四重奏／ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ
金管五重奏／トランペット１、２＋ホルン＋トロ
ンボーン＋チューバ
木管五重奏／フルート＋オーボエ＋クラリネット
＋バスーン＋ホルン
弦楽四重奏／ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ
金管五重奏／トランペット１、２＋ホルン＋トロ
ンボーン＋チューバ
木管五重奏／フルート＋オーボエ＋クラリネット
＋バスーン＋ホルン
弦楽四重奏／ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
木管八重奏 フルート、オーボエ、２クラリネッ
ト、２ホルン、２ファゴット、コントラバス
（無くても可）
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ

292

アンダルーサ（プライェーラ）（木管五重奏版）

291

ファンダンゴ（木管五重奏版）

290

オリエンタル（木管五重奏版）

289

ガランデ（木管五重奏版）

288

アンダルーサ（プライェーラ）（弦楽四重奏版）

287

ファンダンゴ（弦楽四重奏版）

286

オリエンタル（弦楽四重奏版）

285

ガランデ（弦楽四重奏版）

284

秋の童謡メドレー～うさぎ・虫のこえ・紅葉～：フ
ルート三重奏
アストゥリアス (伝説曲)（金管五重奏版）

283
282
281
280
279
278
277
276
275
274
273
272
271
270
269
268
267
266

265

264
263
262
261

木管五重奏 ／ 木管五重奏 ／ フルート＋
オーボエ＋クラリネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ 木管五重奏 ／ フルート＋
オーボエ＋クラリネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋バスーン＋ホルン
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ
＋チェロ
フルート三重奏／フルート×３

金管五重奏／トランペット１、２＋ホルン＋トロ
ンボーン＋チューバ
アストゥリアス (伝説曲)（木管五重奏版）
木管五重奏／フルート＋オーボエ＋クラリネット
＋バスーン＋ホルン
アストゥリアス (伝説曲)（弦楽四重奏版）
弦楽四重奏／ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ
セビーリャ（セビリャナス）（金管五重奏版）
金管五重奏／トランペット１、２＋ホルン＋トロ
ンボーン＋チューバ
セビーリャ（セビリャナス）（木管五重奏版）
木管五重奏／フルート＋オーボエ＋クラリネット
＋ファゴット＋ホルン
セビーリャ（セビリャナス）（弦楽四重奏版）
弦楽四重奏／ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ
雨だれの前奏曲 （金管五重奏版）
金管五重奏／トランペット１、２＋ホルン＋トロ
ンボーン＋チューバ
雨だれの前奏曲 （木管５重奏版）
木管５重奏／フルート＋オーボエ＋クラリネット
＋ファゴット＋ホルン
雨だれの前奏曲 （弦楽四重奏版）
弦楽四重奏／ヴァイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ
秋の童謡メドレー～うさぎ・虫のこえ・紅葉～：弦 弦楽三重奏／ヴァイオリン×２、チェロ×１
楽三重奏
カヴァティーナ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
ワルツ「金と銀」
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
オーラ・リー(クラリネットver.)
混成三重奏 ／ クラリネット×２（クラリネット
は、バス・クラリネットに代用可）、ピアノ×１
オーラ・リー(フルートver.)
混成三重奏 ／ フルート×２、ピアノ×１
オーラ・リー(バイオリンver.)
混成三重奏 ／ ヴァイオリン×２、ピアノ×１
薔薇は美しく散る（1979年11月1日 発売）
弦楽三重奏／ヴァイオリン×２、チェロ×１
オンブラマイフ（ヘンデルのラルゴ）
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット（各１）
It's a Small World
混成／フルート×2＋オーボエ＋ファゴット＋B♭ク
ラリネット×2＋アルトサックス＋テナーサックス
＋トランペット＋ホルン×2＋トロンボーン＋
チューバ
A Whole New World
木管混成十重奏／フルート×2＋オーボエ×2＋B♭ク
ラリネット＋アルトサックス＋ホルン×2＋バスク
ラリネット＋ファゴット
Be Our Guest
木管混成五重奏／フルート＋オーボエ＋B♭クラリ
ネット＋ホルン＋ファゴット
スイート アンド ロウ-ダウン
クラリネットと弦楽四重奏 （クラリネットA管 ま
たは B♭管、ヴァイオリン２、ヴィオラ、チェロ）
仰げば尊し
弦楽三重奏 ／ ヴァイオリン、ヴィオラ、チェ
ロ
アレルヤ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット（各１）

260
259
258

はなまるぴっぴはよいこだけ-チェロ四重奏
はなまるぴっぴはよいこだけ-トロンボーン四重
奏
はなまるぴっぴはよいこだけ-弦楽四重奏

257

はなまるぴっぴはよいこだけ-サックス四重奏

256
255

はなまるぴっぴはよいこだけ-ホルン四重奏
はなまるぴっぴはよいこだけ-フルート四重奏

254

はなまるぴっぴはよいこだけ-ユーフォニアム・
テューバ四重奏

253

はなまるぴっぴはよいこだけ-クラリネット四重奏

252

はなまるぴっぴはよいこだけ-金管五重奏

251
250

花
ソナタホ短調

249

風笛～あすかのテーマ（混成三重奏）

248
247
246
245

風笛～あすかのテーマ（フルート三重奏）
故郷(弦楽三重奏)
故郷(フルート、ピアノ)
行進曲「威風堂々」第４番

244

Amazing Grace

243
242

春 ～「四季」より～
パラゴン・ラグ

241
240

春の海
行進曲「威風堂々」第１番

239

薔薇は美しく散る（《ベルサイユのばら》オープニ
ングテーマ）

238

元祖天才バカボンの春（《天才バカボン》エンディ
ングテーマ）

237

アンパンマンたいそう

236

「ありがとう」（「ゲゲゲの女房」テーマ曲）-チェロ
四重奏
「ありがとう」（「ゲゲゲの女房」テーマ曲）-トロン
ボーン四重奏
「ありがとう」（「ゲゲゲの女房」テーマ曲）-弦楽四
重奏
「ありがとう」（「ゲゲゲの女房」テーマ曲）-サック
ス四重奏
「ありがとう」（「ゲゲゲの女房」テーマ曲）-ホルン
四重奏
「ありがとう」（「ゲゲゲの女房」テーマ曲）-フルー
ト四重奏
「ありがとう」（「ゲゲゲの女房」テーマ曲）-ユー
フォニアム・テューバ四重奏

235
234
233
232
231
230

229
228
227
226

チェロ四重奏 ／ チェロ×４
トロンボーン四重奏 ／ トロンボーン×４
弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン×２＋ヴィオラ＋
チェロ
サックス四重奏 ／ アルト×２＋テナー＋バリ
トン
ホルン四重奏 ／ ホルン×4
フルート四重奏 ／ フルート×3＋アルトフルー
ト
ユーフォニアム・テューバ四重奏 ／ ユーフォ
ニアム×２＋テューバ×２（またはユーフォニアム×
3＋テューバ）
クラリネット四重奏 ／ クラリネット×4、（ま
たはクラリネット×3＋バスクラリネット）
金管五重奏 ／ トランペット×２＋ホルン＋ト
ロンボーン＋テューバ
弦楽二重奏 ／ ヴァイオリン、チェロ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット（各１）
混成三重奏 ／ フルート、クラリネット、ピア
ノ
フルート三重奏 ／ フルート×３
弦楽三重奏／ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ
混成三重奏／フルート×２、ピアノ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
クラリネット四重奏 ／ B♭クラリネット×３ 、
バスクラリネット×１
鍵盤三重奏 ／ 鍵盤ハーモニカ×２ ＋ ピアノ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
️弦楽五重奏
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット
（B♭またはA）、ホルン、ファゴット （各１）
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（バスクラリネット代用
可）
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（バスクラリネット代用
可）
金管１１重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン１、２＋トロンボーン１、２、３、４＋
チューバ＋ドラムス
チェロ四重奏 ／ チェロ×４
トロンボーン四重奏

／

トロンボーン×４

弦楽四重奏 ／ ヴァイオリン×２＋ヴィオラ＋
チェロ
サックス四重奏 ／ アルト×２＋テナー＋バリ
トン
ホルン四重奏 ／ ホルン×4

フルート四重奏 ／ フルート×3＋アルトフルー
ト
ユーフォニアム・テューバ四重奏 ／ ユーフォ
ニアム×２＋テューバ×２（またはユーフォニアム×
3＋テューバ）
「ありがとう」（「ゲゲゲの女房」テーマ曲）-クラリ クラリネット四重奏 ／ クラリネット×２＋バ
ネット四重奏
スクラリネット
「ありがとう」（「ゲゲゲの女房」テーマ曲）-金管5 金管五重奏 ／ トランペット×２＋ホルン＋ト
重奏
ロンボーン＋テューバ
川の流れのように
フルート+クラリネット+ピアノ
青い山脈
フルート+クラリネット+ピアノ

225
224
221

220

219

218

217
216
215
214
213
212

211
210
209

208

207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192

ミッキーマウスマーチ
フィグ・リーフ・ラグ（いちじくの葉のラグ）

フルート+クラリネット+ピアノ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
ベルガマスク組曲からメヌエット
金管１０重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン＋トロンボーン１、２、３、４＋チュー
バ
ベルガマスク組曲からパスピエ
金管１０重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン＋トロンボーン１、２、３、４＋チュー
バ
ベルガマスク組曲から月の光
金管１０重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン＋トロンボーン１、２、３、４＋チュー
バ
ベルガマスク組曲から前奏曲
金管１０重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン＋トロンボーン１、２、３、４＋チュー
バ
中国地方の子守歌
弦楽四重奏 ヴァイオリンｘ２＋ヴィオラ＋チェ
ロ
赤とんぼ
弦楽四重奏 Violinｘ２＋Viola＋Cello
「キャラバン」(トロンボーン８重奏)
トロンボーン８重奏 ／ アルトトロンボーン+
テナートロンボーン×5＋バストロンボーン×2
「キャラバン」(ホルン８重奏)
ホルン８重奏 ／ ホルン×８
二つのワルツ ハ長調
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット（各１）
Bugler's Holiday
金管１０重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン＋トロンボーン１、２、３、４＋チュー
バ
Winter Wonderland
木管５重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋バスーン
婚礼の合唱
金管７重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン
１、２、３、４＋トロンボーン
主よ人の望みの喜びを
金管１０重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン＋トロンボーン１、２、３、４＋チュー
バ
亡き王女のためのパヴァーヌ
金管１０重奏 ／ トランペット１、２、３、４
＋ホルン＋トロンボーン１、２、３、４＋チュー
バ
「ゴリヴォーグのケークウォーク」～子どもの領分 木管五重奏（フルート・オーボエ・クラリネッ
より～
ト・ホルン・ファゴット）
「人形へのセレナード」～子どもの領分より～
木管五重奏（フルート・オーボエ・クラリネッ
ト・ホルン・ファゴット）
「小さな羊飼い」～子どもの領分より～
木管五重奏（フルート・オーボエ・クラリネッ
ト・ホルン・ファゴット）
「ジュ・トゥ・ヴ 」～四拍子のピアノ四重奏版～
ピアノ四重奏（ヴァイオリン・ヴィオラ・チェ
ロ・ピアノ）
「眠れる森の美女」より『ワルツ』
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
高校三年生
弦楽四重奏
ユモレスク ハ長調
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット（各１）
喜びも悲しみも幾年月
弦楽四重奏
Allegro dai 3 Conceerto Brandeburghes
弦楽四重奏 ViolinX2＋Viola＋Cello
シューベルトのセレナーデ
弦楽四重奏 Violinｘ2 ＋ Viola ＋ Cello
Concerto Grosso (Op.3, No.6)
弦楽四重奏 Violin × 2 + Viola + Cello
ラデッキー・マーチ
弦楽四重奏
Violinｘ２ ＋ Viola ＋
皇帝円舞曲
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
CANON
弦楽四重奏
ヴィオリンX2 ＋ ヴィオラ
＋ チェロ
クシコスポスト
弦楽四重奏
ヴィオィンｘ２
＋ ヴィオラ
＋ チェロ
タンホイザーマーチ
弦楽四重奏
ヴァイオリンｘ２ ＋ ヴィオラ
＋ チェロ

191

190
189
188
187

186

185

184
183
182
181
180
179
178
177
176
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153

デビルマンのうた（《デビルマン》オープニング
テーマ）

木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（バスクラリネット代用
可）
忘れられたおとぎ話
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
あざみの歌
弦楽四重奏
ヴァイオリンX２ ヴィオラ チェ
ロ
青い山脈
弦楽四重奏 ／ バイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ
ラムのラブソング（《うる星やつら》オープニング 木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
テーマ）
ト、ホルン、ファゴット（バスクラリネット代用
可）
おしえて（《アルプスの少女ハイジ》オープニング 木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
テーマ）
ト、ホルン、ファゴット（バスクラリネット代用
可）
ルパン三世のテーマ（《ルパン三世》オープニン 木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
グテーマ）
ト、ホルン、ファゴット（バスクラリネット代用
可）
四季の歌
弦楽四重奏
Violinx２ ＋ Viola ＋ Cello
LOVE LOVE LOVE
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋ファゴット
ゆうやけこやけ
弦楽四重奏 ヴァイオリンx２＋ヴィオラ＋チェロ
春の海
弦楽四重奏 ヴァイオリンｘ２＋ヴィオラ＋チェ
ロ
大きな古時計
弦楽四重奏
信濃の国
弦楽四重奏 ／ バイオリン１、２＋ヴィオラ＋
チェロ
モーツァルトの子守歌
弦楽四重奏
G線上のアリア（J.S.Bach 管弦楽組曲/第３番よ 弦楽四重奏
り） te vuex
Je
金管五重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン＋
トロンボーン＋チューバ
ラ・クンパルシータ（タンゴ）
弦楽四重奏
故郷
弦楽四重奏
ピアノ五重奏曲 The Trout Die Forelle Piano 弦楽四重奏（ヴァイオリンｘ２ ・ ヴィオラ
Quintet Op.114 鱒（ます）Ⅳ
・ チェロ）
「村にて」作品40-7
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
「ワルツ」作品40-8
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
「悲しい歌」作品40-2
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
七つの子
弦楽四重奏曲
Prelude Ⅰ Ⅱ Ⅲ
サックス五重奏／ソプラノ＋アルト1st＋アルト
2nd＋テナー＋バリトン
SLEIGH RIDE
木管五重奏 ／ フルート＋オーボエ＋クラリ
ネット＋ホルン＋ファゴット
Rondo＜金管８重奏＞
金管８重奏 ／ トランペット１、２＋ホルン
１、２＋トロンボーン１、２、３＋チューバ
ストレニアス・ライフ＜vn2+vc＞
ヴァイオリン２、チェロ
ストレニアス・ライフ＜vn2+va＞
ヴァイオリン２、ヴィオラ
ローズリーフ・ラグ（バラの葉のラグ）＜vn2+vc＞ ヴァイオリン２、チェロ
ローズリーフ・ラグ（バラの葉のラグ）＜vn2+va＞ ヴァイオリン２、ヴィオラ
クリサンセマム（菊の花）＜vn2+vc＞
ヴァイオリン２、チェロ
クリサンセマム（菊の花）＜vn2+va＞
ヴァイオリン２、ヴィオラ
もみじ
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（各１）
月の光（ベルガマスク組曲より）
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（各１）
魔王
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（各１）
亜麻色の髪の乙女（前奏曲集第１巻第８番）
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（各１）
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151
150
149
148
146
145
144
143
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
119

118

117

114

113

112

ブルータンゴ

木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
キラリ ピアノソロ（改訂版）
ピアノソロ
キラリ 弦楽四重奏
弦楽四重奏
Je Te Veux（おまえが欲しい）
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
青春賦 弦楽四重奏
バイオリン2、ビオラ1、チェロ1
秋のワルツ
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）
２つの小品
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット（各１）
ソナタニ短調
木管四重奏 フル-ト、オ-ボエ、クラリネット、
ファゴット (各1)
GUTS!（チェロ四重奏）
チェロ四重奏 ／ チェロ×4
GUTS!（弦楽四重奏）
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ヴィオラ＋チェロ
Blue bossa
フルート４重奏 コード付き
ポルカ 変ホ長調
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各1）
幼い日の思い出
弦楽三重奏 ヴァイオリン２、ヴィオラ
ウィーピング・ウィロウ（しだれ柳）
弦楽三重奏 ヴァイオリン２、ヴィオラ
ジ・エンタテイナー
弦楽三重奏 ヴァイオリン２、ヴィオラ
サンタが街にやってくる ～SantaClaus is Comin' クラリネット5重奏 ／ B♭Cla1,2,3,4+BassCla ※
to Town～
BassClaはB♭管での代用も可
そりすべり
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット （各１）
「赤毛のアン」から「きこえるかしら」 ～ピアノと木 ピアノ，フルート，オーボエ，クラリネット，ホ
管五重奏のための
ルン，ファゴット
変奏狂詩曲 「もろびとこぞりて」
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
ひまわりの約束 弦楽四重奏
弦楽四重奏
花は咲く ～NHK『明日へ』東日本大震災復興支 クラリネット4重奏 ／ B♭Cla1,2,3,4 ※B♭４ｔｈ
援ソング～
Claは、BassClaでの代用も可
荒野の七人 ～ピアノと木管五重奏のための
ピアノ，フルート，オーボエ，クラリネット，ホ
ルン，ファゴット
Let It Go
バイオリン、ピアノ
麦の唄（マッサン主題歌）ピアノ独奏
ピアノ独奏
麦の唄（マッサン主題歌）弦楽四重奏
弦楽四重奏
恋とはどんなものかしら
クラリネット五重奏／クラリネット（B♭）ヴァイ
オリン２、ヴィオラ、チェロ
諸人こぞりて
クラリネット4重奏（5) ／ B♭Cla1,2,3,4 ※４ｔ
ｈClaは、BassClaでの代用も可
荒野のはてに
クラリネット4重奏 ／ B♭Cla1,2,3,4 ※４ｔｈ
Claは、BassClaでの代用も可
美女と野獣 ～オーボエ、ファゴットとピアノのた オーボエ、ファゴット、ピアノ
めの三重奏曲
第一組曲
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（各１）
もろびとこぞりて ～木管五重奏のために
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ファゴット（代替バスクラリネット）、ホル
ン
瞳はダイアモンド ～木管五重奏版
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ファゴット（代替バスクラリネット）、ホル
ン
赤いスイートピー ～木管五重奏版
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ファゴット（代替バスクラリネット）、ホル
ン
ケンタッキーフライドチキンのクリスマス「すてき 木管五重奏：フルート（スレイ・ベル持ち替
なホリデイ」
え）、オーボエ、クラリネット、ファゴット（代
替バスクラリネット）、ホルン
ひこうき雲 ～木管五重奏版
木管五重奏：フルート，オーボエ，クラリネッ
ト，ファゴット（代替バスクラリネットパート譜
付），ホルン
イギリス民謡組曲
木管五重奏 フルート、オーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴット （各１）

110

ワルツ

109

「もう飛ぶまいぞ」歌劇フィガロの結婚より

106

ワルツィング・キャット

105

ワルツ「南国のバラ」

104

アナと雪の女王より「雪だるまつくろう」 （英「Do
You Want To Build a Snowman？」)
[KTA] ヴィヴァルディ 調和の幻想 第3番第I楽
章 弦楽四重奏
アナと雪の女王より「生まれてはじめて」 （英「For
The First Time In Forever」)
「愛のメモリー」チェロ４重奏
「愛のメモリー」弦楽４重奏
アナと雪の女王より「ありのままで」（英「Let It
Go」)
叙情的なセレナード

103
102
101
100
99
97
96
94
90
89
88
86

85
84
83

82
80
79
78
77
76
74
73
72
71
64
63
62
61
60

57
56
55

クラリネット（B♭管またはA管）、ヴァイオリン
２、ヴィオラ、チェロ
クラリネット（B♭管またはA管）、ヴァイオリン
２、ヴィオラ、チェロ
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（各1）
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（各1）
弦楽四重奏/2violin、Viola、Cello
弦楽四重奏／バイオリン×２＋ビオラ＋チェロ
弦楽四重奏 / 2violin、Viola、Cello

チェロ四重奏／チェロ×4
弦楽四重奏／バイオリン×２＋ヴィオラ＋チェロ
弦楽四重奏 /2violin、Viola、Cello
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（各1）
愛のあいさつ
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（各1）
五声の協奏曲 op.5-5
クラリネット4、バスクラリネット（五重奏または
クワイア）
北酒場(チェロ四重奏版)
チェロ四重奏 ／ チェロ×４
舞踏会の美女
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（各1）
タイスの瞑想曲
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット（各1）
スイート アンド ロウ-ダウン
オーボエ（またはフルート）2、クラリネット2、
ホルン2、ファゴット2、コントラバス（なくても
よい）
モルダウ
弦楽四重奏
Londonderry Air (DannyBoy) ロンドンデリーの歌 チェロ四重奏 ／ チェロ×4
キッキン ザ クラウズ アウェイ
木管八重奏：オーボエ（またはフルート）２、ク
ラリネット２、ホルン２、バスーン２、（コント
ラバス：無くてもよい）
「アイネクライネ」パフォーマンス：弦楽器アレンジ 弦楽四重奏またはヴァイオリン3＋チェロ、あるい
はチェロ四重奏など
道 チェロ４重奏
チェロ四重奏／チェロ×4
道 弦楽４重奏
弦楽四重奏／バイオリン×２＋ビオラ+チェロ
もう飛ぶまいぞこの蝶々「フィガロの結婚」より
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット （各1）
「ロザムンデ」間奏曲 第3番
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット （各1）
「ユモレスク」（第７番）
木管五重奏：フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ホルン、ファゴット （各１）
糸
フルート二重奏／フルート×２
風笛 ～あすかのテーマ～
サックス五重奏／ ソプラノサックス＋アルトサッ
クス＋テナーサックス×２＋バリトンサックス
あまちゃんオープニングテーマ（金管五重奏）
金管五重奏／ トランペット×２＋ホルン＋トロン
ボーン＋チューバ
あまちゃん オープニングテーマ（サックス五重
サックス五重奏／ アルトサックス×２＋テナー
奏）
サックス×２＋バリトンサックス
美しく青きドナウ
弦楽四重奏
[KTA067+HMA068] ベートーベン ピアノソナタ
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
悲愴 第2楽章 弦楽四重奏
ロ
神の御子、諸人こぞりて、無添加
４声（弦楽４重奏）
Ave Maria チェロ４重奏
チェロ四重奏 ／ チェロ×4
クリスマス特集
楽器編成 弦楽合奏＋管４声 （とりあえずオーボエ
２本、クラリネット、バスーン、ホルンで書かれ
ています）
ひだまりの詩
弦楽四重奏（Vn2, Va, Vc）
展覧会の絵
弦楽四重奏
第九
弦楽四重奏
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45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
32
31
30
29
28
27
26
23
20
19
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

[KTA060] 野ばら シューベルト 弦楽四重奏
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
「アイネクライネ」パフォーマンス：吹奏楽アレンジ 吹奏楽
星に願いを寿バージョン>
フルート、またはテナーリコーダーとソプラノリ
コーダー （フルート２重奏も可）
荒城の月コラール添えバッハ風味
弦楽合奏＋管４声 （とりあえずフルート、クラ
リネット、バスーン、ホルンで書かれています）
クリスマス・キャロル チェロ４重奏 Vol.２
チェロ四重奏 ／ チェロ×4
クリスマス・キャロル チェロ４重奏 Vol.1
チェロ四重奏 ／ チェロ×4
赤とんぼろ月夜
管楽器４本、と弦楽合奏（フルート、クラリネッ
ト、ホルン、バスーン、でとりあえず書かれてい
ます）
ｋ525鉄道唱歌
弦楽四重奏（弦楽合奏）
YELL
弦楽四重奏（Vn2, Va, Vc）
Ave Verum Corpus
チェロ四重奏 ／ チェロ×4
[KTA056+KHA057] パパゲーノのアリア
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
[KTA055] 眠りの精
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
[KTA054] ジムノペディ 第1番
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
[KTA053] さくらさくら
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
[KTA052] 恋とはどんなものかしら（フィガロの結 弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
婚）
[KTA051]
ウィーンわが夢の街
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
[KTA050] 主よ、人の望みの喜びよ
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
[KTA049] アリア （水上の音楽）
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
[KTA048] アレルヤ (踊れ、喜べ、汝幸いなる魂 弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
よ）
[KTA047]
アヴェ・マリア
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
ひこうき雲
Vn2＋Vc2
ひこうき雲
弦楽四重奏
「川の流れのように」チェロ４重奏
弦楽四重奏 ／ チェロ×４
[KTA041] 愛の夢
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
川の流れのように
弦楽四重奏 ／ バイオリン×２＋ビオラ＋チェ
夜の女王のアリア
ソロ＋弦楽四重奏 （ソロ楽器はフルートなどの木
管、トランペットなどの金管でも演奏できます）
双頭の鷲の旗の下に
弦楽四重奏
ワシントン・ポスト
弦楽四重奏
星条旗よ永遠なれ
弦楽四重奏
おおスザンナ
弦楽四重奏
主人は冷たい土の中に
弦楽四重奏
故郷の人々
弦楽四重奏
花
弦楽四重奏
冬のテーマ
ヴァイオリン×2
パーティー・カノン
ヴァイオリン×３
アダージョ・カンタービレ （ピアノソナタ第8番より） 弦楽四重奏
お眠りなさい いとしい子
弦楽四重奏
ケンタッキーの我が家
弦楽四重奏
金髪のジェニー
弦楽四重奏
夢見る人
弦楽四重奏

