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※�本書は『極上のピアノプレゼンツ�上級ピアニストへ贈る人気定番曲40【決定版】』(GTP01094681)の�
改訂版です。
※収載曲はやむを得ず変更になる場合がございます。

■J-POP／ボーカロイド
Lemon／いのちの歌／世界に一つだけの花／千本桜／糸／アイノカタチ feat.HIDE

（GReeeeN）／花は咲く／春よ、来い

■インストゥルメンタル
Baby, God Bless You／energy flow／情熱大陸／TAKUMI/匠／渚のアデリーヌ／
めぐり逢い

■クラシック
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 第1楽章／パガニーニの主題による狂詩曲より 第18変
奏／パッヘルベルのカノン／ショパン・ワルツ・メドレー（第8番～第7番～第6番『小
犬のワルツ』）／8つの演奏会用エチュード op.40-3「トッカティーナ」

■映画
Merry Christmas Mr.Lawrence／彼こそが海賊／Summer／愛を奏でて／美女と
野獣／星に願いを ～羽田健太郎アレンジ～／レット・イット・ゴー ～ありのままで～

（劇中歌）／ホール・ニュー・ワールド／風のとおり道～ショパン・アレンジ～／人生の
メリーゴーランド／ANOTHER DAY OF SUN

■アニメ
ルパン三世のテーマ／残酷な天使のテーゼ

■歌の定番
大地讃頌

■洋楽／ジャズ（アレンジ）
ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー ～ジャズ・ア
レンジ～／オネスティ／デスペラード／よろこび
の歌 ～ゴスペル・アレンジ～／On The Sunny 
Side Of The Street／スペイン／いつか王子様が 
～ジャズ・アレンジ～
 全40曲

プレゼンツ

●予定定価 2,970 円（10％税込）
●注文番号 GTP01101242
● 6 月中旬発売予定　　　●菊倍判縦 200 ページ予定
●上級向き
● JAN コード 49-47817-298571
● ISBN コード 978-4-636-10873-6

ピアノソロ　上級

上級ピアニストへ贈る人気定番曲40【改訂新版】
厳選の定番40曲を極上のアレンジで！
豪華なピアニスティック・アレンジで好評の“極上のピアノ”シリーズより、上級
ピアニストが弾きたい人気定番曲を40曲厳選し、リニューアル。「Lemon」

「 春 よ、 来 い 」「 アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN)」 などのJ-POP、
「ANOTHER DAY OF SUN」「Merry Christmas Mr.Lawrence」などの
映画名曲、様々なピアニストに演奏されているカプースチンの人気曲「8つの
演奏会用エチュード op.40-3『トッカティーナ』」、ショパンの3曲のワルツを
ぎゅっと凝縮した「ショパン・ワルツ・メドレー（第8番～第7番～第6番『小
犬のワルツ』）」などのクラシックから、インストゥルメンタル、洋楽、ジャズ、
アニメと多岐に渡る様々なジャンルの音楽を収載し、お楽しみいただけます。
上級者にも弾きごたえがあり、演奏会などにもご活用いただける1冊です。
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ピアノソロ　日本のうた─ベストヒット10　初級編／中級編／上級編ピアノ

ピアノ連弾　クラシック作曲家風アレンジで弾く─ディズニー─～バロックから近現代まで～

STAGEA ELS-02/C/X レジストレーションメニューで弾く─
ベスト・メロディーズ【上巻】メニュー<1><2>─改訂版

ピアノ

エレクトーン

●予定定価 2,860 円（10％税込）
●注文番号 GTP01101009
● 6 月下旬発売予定
●菊倍判縦 64 ページ
●中上級向き
● JAN コード 49-47817-296799
● ISBN コード 978-4-636-10711-1

今なお歌い継がれる童謡・唱歌の名作10曲を厳選した、
『ベスト・ヒット10』シリーズの『日本のうた』曲集。
『故郷』『浜辺の歌』『赤とんぼ』など、有名な日本の歌を10曲選りすぐりました。誰もが一度は耳にしたことがある日本
ならではの美しいメロディーをレベルごとに弾きごたえのあるアレンジでお楽しみいただける曲集です。ご自身のレベルや
演奏する場面などに合わせて、お好みの難易度をお選びください。また、訪問コンサートや演奏会の選曲にもオススメ
ですので、ぜひこの機会に日本を代表する名曲たちをマイレパートリーに加えてみてはいかがでしょうか。

［曲目］故郷／夏の思い出／赤とんぼ／浜辺の歌／さくら さくら／荒城の月／待ちぼうけ／この道／おぼろ月夜／夕焼
け小焼け／全10曲

好評の「クラシック作曲家風アレンジで弾く」シリーズに“連弾”が仲間入り！
クラシック作曲家特有のスタイルや名曲の断片がふんだんに散りばめられた豪華な連弾サウンドをお楽しみいただけます。アレンジスタイル
はバロックから近代まで、全6曲収載。コンサートや講師演奏などにぴったりです。
クラシック曲が見え隠れしたりディズニーのメロディが飛び出したり、ドキドキワクワクがいっぱい。
例えば、白雪姫の3曲を一度に楽しめる「白雪姫メドレー」はバッハ風にアレンジ。『イタリア協奏
曲BWV971』全楽章の構成と合体させて、華やかで楽しい作品が誕生しました。「アンダー・ザ・シー」
は20世紀の大作曲家プロコフィエフ風にアレンジ。今までに体験したことのない、ダイナミックで
新しいアンダー・ザ・シーはぜひトライしてみてください！
参考演奏とパート別練習用音源が聴けるQRコード付きですので、練習にお役立てください。

［曲目］白雪姫メドレー（バッハ風）／ホール・ニュー・ワールド（ベートーヴェン風）／彼こそが海賊（シューベルト風）／美
女と野獣（ショパン風）／アナと雪の女王メドレー（チャイコフスキー風）／アンダー・ザ・シー（プロコフィエフ風）／全6曲

原曲に忠実な、見やすく弾きやすいアレンジです。歌詞入
りの楽譜なので原曲をイメージしながら演奏いただけます。

原曲の良さを生かした、演奏会などにもピッタ
リのお洒落な弾き映えするアレンジです。

変奏曲風の弾きごたえのあるアレンジです。演
奏会のアンコールプログラムにも最適です。

ディズニーの名曲が楽しめる中級向け
『ディズニー・セレクション』シリーズ第3弾！

アニメ映画『美女と野獣』より、主人公ベルが爽やかに歌い上げる「朝の風景」、アニメ映画『リトル・
マーメイド』より、主人公アリエルが透き通った歌声で魅了する「パート・オブ・ユア・ワールド」「アン
ダー・ザ・シー」をメドレーで、ブラス・バンド編成でアレンジした「ブラス・バンド・ディズニー メドレー」
を含む全８曲を収載。夢と希望に満ち溢れたディズニーの世界をSTAGEAで体感してみませんか！？
＊一部の楽曲は既刊曲集より再収載しています。

［曲目］朝の風景／フレンド・ライク・ミー／『リトル・マーメイド』 メドレー（パート・
オブ・ユア・ワールド～アンダー・ザ・シー）／レット・イット・ゴー／ブラス・バンド・ディ
ズニー メドレー（ハイ・ホー～狼なんかこわくない）／他 全8曲

STAGEAの大きな特徴である「レジストレーションメニュー」は、音色とリズムが一つのセットで用意されています。本書では、
ELS-02シリーズで追加された266個のメニューのうち『ボタン<1>シンプル』47メニュー、『ボタン<2>ポップス&ロッ
ク』76メニューを取り上げ、代表的な曲のコードネーム付一段譜を例に挙げながら解説します。
※�本書は「STAGEA�ELS-02/C/X�レジストレーションメニューで弾くベスト・メロディーズ�【上巻】�メニュー<1><2>」（GTE01095627）の改訂版です。
収載曲「Jump」を「パワー・オブ・ラブ」へ変更となっています。
※�対応機種ELS-02C/ELS-02/ELS-02X(別売対応データの発売はございません)。

［曲目］天国と地獄／花のワルツ／勇気100%／アマポーラ／Summertime／ロマンスの神様／翼をください／威風堂々第1番
より／名探偵コナン～メイン・テーマ～／クリスマス・イブ／リパブリック讃歌／千本桜／ルパン三世のテーマ'78／他 全111曲

ELS-02シリーズのレジストレーションメニューボタン [1] [2]対応、コードネーム付きメロディー譜（一段譜）集 改訂版です！

ディズニー人気作品を集めた初級向け
『ディズニー・セレクション』第2弾！
アニメ映画『リトル・マーメイド』より、主人公アリエルが歌う「パート・オブ・ユア・ワール
ド」、映画『ズートピア』より明るくポップなナンバー「トライ・エヴリシング」、東京ディズニー
ランド®のナイトパレード『東京ディズニーランド®・エレクトリカルパレード・ドリームラ
イツ』を含む全８曲を収載。夢溢れるディズニーの世界をSTAGEAでお楽しみください！
＊一部の楽曲は既刊曲集より再収載しています。

［曲目］パート･オブ･ユア･ワールド／レット・イット・ゴー～ありのままで／リメンバー・ミー／トライ・
エヴリシング／右から2番目の星／東京ディズニーランド®・エレクトリカルパレード・ドリームライ
ツ（エレクトリック・ファンファーレ～バロック・ホウダウン～ハイ・ホー～小さな世界）／他 全8曲

STAGEA ディズニー 9～8級 Vol.12
ディズニー・セレクション2

STAGEA ディズニー 7～6級 Vol.17─
ディズニー・セレクション3 エレクトーンエレクトーン

●編曲：祇園カツミ／大木裕一郎／中村美奈子／稲葉夕佳／内田 誠／杉本豊之 ●編曲：稲葉夕佳（1,2曲目）／坂本有正／小林 武／大木裕一郎／山岡恭子／諏訪智数／岩崎孝昭
●予定定価 2,860 円（10％税込） ●注文番号 GTE01101185
● 6 月下旬発売予定　　　●菊倍判縦 64 ページ　　　●グレード 7 級〜 6 級
● JAN コード 49-47817-298076 ● ISBN コード 978-4-636-10823-1
●対応機種：ELS-02C/ELS-02/ELS-02X/ELC-02/ELB-02/ELS-01C/ELS-01/ELS-01X

 対応レジストレーションデータ
 【A セット】アルバム  ELS(C)-02 用：GE048595  ELB-02 用：GE048605  ELS-01 用：GE048615
 【B セット】アルバム  ELS(C)-02 用：GE048600  ELB-02 用：GE048610  ELS-01 用：GE048620
■予定価格　アルバム：1,320 円（10％税込）／単曲：396 円（10％税込）

●予定定価 2,640 円（10％税込） ●注文番号 GTE01101186
● 6 月下旬発売予定　　　●菊倍判縦 48 ページ予定　　　●グレード 9 級〜 8 級
● JAN コード 49-47817-298083 ● ISBN コード 978-4-636-10824-8
●対応機種：ELS-02C/ELS-02/ELS-02X/ELC-02/ELB-02/ELS-01C/ELS-01/ELS-01X

 対応レジストレーションデータ
 【A セット】アルバム  ELS(C)-02 用：GE048625  ELB-02 用：GE048635  ELS-01 用：GE048645
 【B セット】アルバム  ELS(C)-02 用：GE048630  ELB-02 用：GE048640  ELS-01 用：GE048650
■予定価格　アルバム：1,320 円（10％税込）／単曲：396 円（10％税込）

●予定定価 3,300 円（10％税込）
●注文番号 GTE01101233
● 6 月中旬発売予定
●菊倍判縦 144 ページ
● JAN コード 49-47817-298489
● ISBN コード 978-4-636-10864-4
●対応機種：ELS-02C/ELS-02X/ELS-02

復刊

●予定定価 1,320 円（10％税込）
●注文番号 GTP01101191
● 6 月上旬発売予定　　●菊倍判縦 32 ページ
● JAN コード 49-47817-298137
● ISBN コード 978-4-636-10829-3

●予定定価 1,540 円（10％税込）
●注文番号 GTP01101193
● 6 月上旬発売予定　　●菊倍判縦 40 ページ
● JAN コード 49-47817-298151
● ISBN コード 978-4-636-10831-6

●予定定価 1,540 円（10％税込）
●注文番号 GTP01101192
● 6 月上旬発売予定　　●菊倍判縦 52 ページ
● JAN コード 49-47817-298144
● ISBN コード 978-4-636-10830-9

日本のうた─ベストヒット10─<初級編> 日本のうた─ベストヒット10─<中級編> 日本のうた─ベストヒット10─<上級編>

■ アルバム購入用
商品コード

■ アルバム購入用
商品コード

参考演奏
音源対応
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●監修：檜山乃武 ●監修：飯田真樹／市木嵜みゆき

日めくりカレンダー─ 音楽家の名言～あなたの演奏を変えるメッセージ～─ クラシックの作曲家カレンダー

●予定定価 2,200 円（10％税込） ●注文番号 GTB01101023
● 6 月下旬発売予定 ● A5 判横 34 ページ
● JAN コード 49-47817-296898 ● ISBN コード 978-4-636-10719-7

●予定定価 2,200 円（10％税込） ●注文番号 GTB01101025
● 6 月下旬発売予定 ● A5 判横 34 ページ
● JAN コード 49-47817-296911 ● ISBN コード 978-4-636-10721-0

日めくりカレンダー　
音楽家の名言～あなたの演奏を変えるメッセージ～─ 日めくりカレンダー　クラシックの作曲家

繰り返し使用できる日めくりカレンダーで、日常を音楽で染めよう！

◆日付だけ記載しているので、何度でも繰り返し使える
◆卓上でも壁にかけても使える

◆ピアノの上や机の上に置いておけば、自然に音楽の知識が深まる
◆初心者の学習用として…大切な人へのプレゼントとしても！

演奏へのモチベーションが上がらない時、
練習に行き詰ったときにあなたの心を支えます。

『音楽家の名言』が日めくりカレンダーになりました。
誰もが知る音楽家・演奏家たちの名言を31日分掲載。名言を
通して、音楽家たちの意外な素顔を知ることができます。
大切なあの人へのプレゼントにも最適。

1日1人、計31人のクラシック作曲家を学べる！
毎日目にする卓上カレンダー仕様で、本を読むことが苦手な
お子様でも、自然に作曲家への興味と理解を深めます。
レッスン室、リビングに置いて作曲家をより身近に感じよう！
●バロック期･古典期･ロマン期･近現代の4期の作曲家を収載
●音楽が試聴できるQRコード付き。

日めくりカレンダーの特徴

5月号
掲載

鉄道愛唱歌事典書 籍

●予定定価 3,520 円（10％税込） ●注文番号 GTB01093080
● 6 月下旬発売予定 ● A5 判縦 272 ページ予定　
● JAN コード 49-47817-256991 ● ISBN コード 978-4-636-93080-1

●著者：長田暁二（おさだ・ぎょうじ）
1930年３月19日、東京市亀戸生まれ。1953年にキングレコードに入社。童謡担当ディレクター
を経てポリドール学芸部長、徳間音楽興業の常務取締役、テイチク（現テイチクエンタテインメン
ト）顧問に就任。その後、音楽文化研究家として独立、著作をはじめ、キングレコード、日本コロ
ムビア、テイチクで発売するアルバムの解説の執筆、日本各地への講演活動など幅広く活動。文化
庁芸術祭賞をはじめ、日本レコード大賞の童謡賞７回、新人賞、ADFレコード大賞、ACCディス
ク大賞など、企画制作に携わったレコードで受賞多数。2007年には日本童謡協会から童謡文化賞、
2015年にJASRAC音楽文化賞など、音楽文化研究における長年の業績に対しても数々の賞を受賞。

やさしいコードを10個マスターして、色んな曲を弾いてみよう！
ウクレレ初心者でも、レパートリーをどんどん増やすことができる人気曲集がリニューアル！
この曲集で登場するコードは基本コード「10個」ですので、この10個をマスターすれば収載されている楽曲をすべて演奏することができます。
また譜面やコードダイアグラムは大きく見やすいサイズになっていますので快適に演奏に取り組めます。収載曲は最新ヒット曲から人気
定番曲を60曲セレクト！ぜひ色々な楽曲にチャレンジしてウクレレライフを充実させてください！
※本書はやさしく弾けるアレンジになっていますので原曲とキーやサイズが異なります。
※本書は『「かんたんコード10個」で弾ける！楽しいウクレレ弾き語り60�～J-POP編～』(GTL01095164)の改訂版です。

［曲目］新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）／W/X/Y／Habit／ドライフラワー／ベテルギウス／水平線／初恋が泣いている／マ
リーゴールド／白日／紅蓮華／夜に駆ける／Pretender／虹／魔法の絨毯／猫／丸の内サディスティック／残酷な天使のテーゼ／ひまわり

『汽車ポッポ』『鉄道唱歌』『夜汽車』など、鉄道にまつわる曲を、歌詞とメロディー譜とともに紹介！
音楽文化研究の第一人者による、唯一無二の一冊！！
歌謡曲、唱歌・童謡、世界の歌から、鉄道にまつわる曲を、そのエピソー
ドとともに紹介する貴重な書籍が登場。鉄道の歴史の折々に誕生した名
曲の時代背景や制作の裏話などを、JASRAC音楽文化賞を受賞した音楽
文化研究科の長田暁二が書く。

［目次］ああ上野駅／あゝ踏切番／雨の夜汽車／お菓子の汽車／ガード下の靴
みがき／かもつれっしゃのうた／銀河鉄道999／恋の山手線／五能線／新鉄道唱
歌／旅の夜風／ちかてつ／津軽海峡・冬景色／つりかわさん／鉄道唱歌（東海道
編）／電車ごっこ／函館本線／はしれちょうとっきゅう／光と走れ超特急／ホー
ムにて／無錫旅情／メトロは今日も終電車／夜行列車／線路の仕事　ほか

日本の演歌・歌謡曲から洋楽スタンダード、唱歌、クラシックまで様々なジャンルのスタンダード曲を100曲セレクト。すぐ吹けてしまう
短くてやさしいものから、手応え十分なナンバーまでたっぷり収載しています。楽譜にはハーモニカの穴番号が入っています。
※本書は各曲の主旋律を演奏するためのメロディ譜となります。ピアノ伴奏譜、アンサンブルパート等は付いておりません。
※「クロマチックハーモニカ　スタンダード100曲選（GTW01094021）」の改訂版です。収載曲「ニューシネマ・パラダイス愛のテーマ」「カントリー・ロード」が「愛燦燦」「時代」へ変更となっています。

［曲目］愛燦燦／時代／糸／花は咲く／君をのせて／イパネマの娘／二人
でお茶を／愛の讃歌／朝日のあたる家／トロイメライ／ユモレスク／他 
全100曲

「かんたんコード10個」で弾ける！
楽しいウクレレ弾き語り60　～定番J-POP～

クロマチックハーモニカ　スタンダード100曲選

ウクレレ

クロマチック
ハーモニカ

●予定定価 2,530 円（10％税込） ●注文番号 GTL01101234
● 6 月下旬発売予定　　　●菊倍判縦 192 ページ予定　　　●初級向き
● JAN コード 49-47817-298496 ● ISBN コード 978-4-636-10865-1

●予定定価 2,750 円（10％税込） ●注文番号 GTW01101230
● 6 月中旬発売予定　　　●菊倍判縦 104 ページ　　　●初中級向き
● JAN コード 49-47817-298458 ● ISBN コード 978-4-636-10861-3

の約束／HANABI／3月9日／First Love／チェリー／糸／恋／他 全60曲
※収載内容は変わることがございます。ご了承ください。

●監修：木谷悦子

書 籍
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─ 月刊ピアノ─2023年7月号雑──誌

─月刊エレクトーン2023年7月号雑──誌

※ P&E、アンサンブルスコア対応のデータは単曲販売のみとなります。
※ 2017 年 1 月号より、ELB-01(STAGEAmini) は対象外です。

レジストレーションデータセット価格表
 対応ミュージックデータ 商品コード 価格（10％税込）

STAGEA ソロ

ELS-02 用（レジスト） GE048590 1,320 円
ELB-02 用（レジスト） GE048591 1,320 円
ELS-01 用（レジスト） GE048592 1,320 円
ELS-02 用（参考演奏） GE048593 1,980 円
ELS-01 用（参考演奏） GE048594 1,980 円●定価 935 円（10％税込） ●注文番号 GTM01101168

● 6 月 20 日発売 ● A4 判縦 116 ページ

※�掲載内容・曲目・曲順は変動する場合がございます。予めご了承ください。

最新ヒット曲からスタンダードまで“弾きたかったあの曲”がきっと見つかるピアノマガジン。 
7月号は創刊27周年！　特集では1996年の創刊時と今の違いをピックアップ

エンタメ＋実用の2大特集でお届け！ヒット曲から定番までを網羅した充実のスコア！

特─集─1

創刊27周年
27年前の創刊当時
1996年と2023年は
これだけ違う！（仮）

創刊号の1996年掲載楽譜やヒット曲、特集記事を振り
返ります。当時のピアノ事情や流行りアイテムなども
紹介します。

特─集─2

全国各地の
夏祭り音楽大集合
全国各地で開催される夏祭り。特色ある夏祭りの楽曲
やお祭りにスポットを当て紹介していく。地域色豊かな
楽曲たちをお楽しみに。

Pick─Up─Artists

ござ／ヒビキpiano／アルベルト・ピッツォ
／エマニュエル・イワノフ　ほか （予定）

好　評　連　載
講 座

●森本麻衣のピアニスト道
●セロリの電Pパーク！（電子ピアノ講座）
●事務員Gの名曲タイムトリップ
●お悩み解決！コードの寺子屋
●ござさんのAll that Goza's Piano Arrange
●譜読みの時間テク
●白ヒゲ先生の楽典を知りつくそう！
●音楽史を歩こう

連 載  
●音のある景色（吉見友貴／務川慧悟）
●作曲家を追いかけて～目からウロコの取材記(ひのまどか)
●十二星座占い　
●愛しのストリートピアノ
●西村由紀江のMy Favorite Songs
●加羽沢美濃の音楽ミステリーはお好き？
●My Favorite Partner
●ピアノを愛する大人たち
●悩み相談　QsAs room
●石井琢磨のたくおんEssay
●森岡葉のピアニスト取材雑記帳
●小針侑也の新時代のミュージックライフ
●響け★卵たちの毎日
●読書ノススメ
●学マン！～涙と笑いの音楽マンガ～
●愛と気づきのエンタテインメント
●音楽の知識とピアノの技術が役立つ仕事
●大学で音楽を学ぼう
●街の音楽を探して
●アイ・ラブ・ピアノ
●歌詞を聴こう

●定価 880 円（10％税込） ●注文番号 GTM01101143
● 6 月 20 日発売 ● A4 変型判縦 116 ページ

※曲や内容は、変更になる場合があります。ご了承ください。

収載楽曲（予定）
♪絆ノ奇跡
（MAN WITH A MISSION×milet）
♪TATTOO─（Official髭男dism）
♪アイドル─（YOASOBI）
♪心得─（Uru）
♪Beautiful─Flower
（King & Prince）
♪secret─base～君がくれたもの～
（ZONE）
♪put─your─hands─up
（坂本龍一）
♪君をのせて
（映画『天空の城ラピュタ』より）
＜初級＞
♪かもめの水兵さん

＜プチジャズ＞
♪少年時代─
（井上陽水）＜事務員G＞
♪学園天国─
（フィンガー５）＜ずっしー＞　　
♪うみ ＜ござ＞
etc.

第 １ 特 集  

テーマパークと音楽（仮）

第 2 特 集  

レジストレーションメニューの見つけ方（仮）

講 座  
■佐々木昭雄のJAZZスタンダードでアドリブ
■渡辺睦樹のクラシック演奏のポイントとコツ♪
■加曽利康之のメロディー・メイキング術
■リズム打ち込みにチャレンジ☆
■続・名曲で覚えるコードとコード進行　他
連 載  

■音楽でめぐる世界の旅
■なんでもQ&A
■jetへようこそ！ jet会員の先生の教室でエレクトーンを楽しむ
イベント ＆ ライブレポート
■神田将エレクトーンリサイタル
■鈴木一浩 ORGANMANIA Live
■エレクトーン「LUNA」でエレクトーン演奏会！（演奏:楠本まどか）
■月エレマンスリーライブ(AYAKI、川上天馬)
■ストリートエレクトーン　他

収載楽曲（予定）
●マンスリー
♪アイドル─（YOASOBI） ＊TVアニメ『【推しの子】』オープニングテーマ
♪TATTOO─（Official髭男dism）

＊TBS系金曜ドラマ『ペンディングトレイン―８時23分、明日 君と』主題歌
♪LADY─（米津玄師)─＊日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング

●2つのレベルから選べるスコア
♪絆ノ奇跡─（MAN WITH A MISSION×milet）

＊テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 オープニングテーマ

●リクエスト
♪年下の男の子─（キャンディーズ）

●三原善隆の弾いておきたい─スタンダードアレンジ
♪君だけに─（少年隊）　　　　　　　　　　　　　　他、　全11曲予定

月エレ7月号
マンスリーライブ

6月20日（火） 19:30～
出演者

山岡恭子、岩崎孝昭
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楽器 難易度 作曲者 タイトル 出版社名 ご注文番号 予定価格
（10% 税込）

フルート四重奏 中級 カステレード フルート吹きの休日 ルデュック社 GYW00074673 6,270円

フルート四重奏 上級 ボザ 夏山の一日 ルデュック社 GYW00074672 8,140円

クラリネット四重奏 中級 ウール ディヴェルティメント ショット社 GYW00073902 4,400円

クラリネット四重奏 中級 グランドマン カプリス ブージー＆ホークス社 GYW00073673 3,520円

クラリネット四重奏 上級 トマジ 3つのディヴェルティメント ルデュック社 GYW00074375 5,170円

クラリネット五重奏以上 上級 ネリベル クラリネット・クワイアのためのコラールと舞曲 サザンミュージック社 GYW00074675 5,610円

サクソフォン四重奏 上級 ショルティーノ 異教徒の踊り シュダン社 GYW00074385 10,780円

サクソフォン四重奏 上級 デザンクロ サクソフォン四重奏曲 ルデュック社 GYW00078107 8,140円

サクソフォン四重奏 上級 パスカル サクソフォン四重奏曲 デュラン社 GYW00077013 9,020円

木管アンサンブル 中級 プーランク 六重奏曲 ハンセン社 GYW00076987 6,160円

木管五重奏 中級 ファルカス 17世紀のハンガリー舞曲(Fl,Ob,Cl,Hr,Bs) ムジカブタペスト社 GYW00077030 5,280円

金管五重奏 中級 エワルド 金管五重奏曲 第2番 シャーマー社 GYW00073923 7,480円

金管五重奏 中級 エワルド 金管五重奏曲 第3番 シャーマー社 GYW00073924 6,600円

金管五重奏 上級 シャイト 戦いの組曲から/金管五重奏用編曲 チェスター社 GYW00073933 4,400円

金管八重奏 中級 ガブリエーリ 8声のピアノとフォルテのソナタ/金管八重奏 ロバートキング社 GYW00073927 5,610円

金管八重奏 中級 ガブリエーリ 第7旋法による8声のカンツォン 第1番/金管八重奏 ロバートキング社 GYW00073925 8,800円

金管八重奏 中級 ガブリエーリ 第7旋法による8声のカンツォン 第2番/金管八重奏 ロバートキング社 GYW00073926 8,360円

打楽器七重奏 上級 ファース 7人の打楽器奏者のためのアンコール・イン・ジャズ カール・フィッシャー社 GYW00028135 4,400円

管打楽器アンサンブル＆ソロコンテスト用おすすめ楽譜

管打楽器アンサンブル定番おすすめ作品　アンコン、コンサートに♪

規制が緩和され、管楽器奏者にとってもどんどん演奏機会が増えていて嬉しいですね。
今回はアンサンブルコンテストやソロコンテスト用にもおすすめの作品をご紹介いたします。
次回の出場を視野に入れて、あなたに合った作品をみつけてください。

全商品
  国内在庫あり！

●本誌に掲載されている輸入楽譜の価格はいずれも2023年5月現在のものであり、為替の変動などにより予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

◆ 輸入楽譜をご注文いただく前に ◆
●  輸入楽譜の価格は、為替レートの変動や出版元の定価改定、重版などの理由により常に変動いたしますので、

予めご了承ください。
●  商品は弊社国内在庫品を除き海外発注となります。納期は当サイトの各商品情報にてご確認ください。

YAMAHA MUSIC EXPRESS 6
2023

June今月のおすすめ輸入楽譜	 株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス　ミュージックメディア部
株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
ミュージックメディア部	
https://www.ymm.co.jp		〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10

1

─ ─ 今 月 の お す す め 輸 入 楽 譜
輸入楽譜を

ご注文いただく
まえに

■��輸入楽譜の価格は、為替レートの変動や出版元の定価改定、重版などの理由により常に変動いたしますので、予め
ご了承ください。

■��商品は弊社国内在庫品を除き海外発注となります。納期はご注文の店舗にてご確認ください。
■��ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますので、この旨ご了承の上ご注文くださいますようお願い致します。

●本誌に掲載されている輸入楽譜の価格はいずれも2023年5月現在のものであり、為替の変動などにより予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
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楽器 作曲者 タイトル 出版社名 ご注文番号 予定価格
（10% 税込）

フルートとピアノ イベール フルート協奏曲 ルデュック社 GYW00074893 9,460円

フルートとピアノ ジュナン 幻想曲「ヴェニスの謝肉祭 」Op.14 ビヨドウ社 GYW00076686 2,420円

オーボエとピアノ テレマン ソナタ イ短調 ムジカ・ララ社 GYW00009768 2,530円

オーボエとピアノ ボザ 田園幻想曲 ルデュック社 GYW00008967 3,630円

クラリネットとピアノ ウェーバー 小協奏曲(クラリネット・コンチェルティーノ) 
変ホ長調 Op.26

インターナショナル・
ミュージック社 GYW00007622 2,200円

クラリネットとピアノ フィンジ クラリネット協奏曲 Op.31 ブージー & ホークス社/
ロンドン GYW00001227 4,180円

クラリネットとピアノ ピエルネ カンツォネッタ Op.19 ルデュック社 GYW00076719 2,750円

バスーンとピアノ モーツァルト バスーン協奏曲 変ロ長調 KV 191/原典版 ヘンレ社 GYW00040786 3,190円

サクソフォンとピアノ リュエフ, Jeanine シャンソンとパスピエ (E-flat管用) ルデュック社 GYW00009107 2,750円

サクソフォンとピアノ ヴィラ=ロボス 幻想曲 ハル・レナード社 GYW00065244 3,520円

サクソフォンとピアノ ベダール 幻想曲 (B-flat管用) ビヨドウ社 GYW00000952 2,310円

ホルンとピアノ リヒャルト・シュトラウス ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 Op.11 ウニヴァザール社 GYW00059112 4,290円

ホルンとピアノ モーツァルト ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 KV 447
(E-flat管 & F管用) ヘンレ社 GYW00005341 3,630円

トランペットとピアノ コレッリ トランペット・ソナタ 第8番/
フィッツジェラルド編 アルフレッド社 GYW00072914 1,320円

トランペットとピアノ ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調 Hob.VIIe/1 カール・フィッシャー社 GYW00072254 2,200円

ユーフォニアムとピアノ スパーク パントマイム スタジオ・ミュージック社 GYW00011886 2,640円

ユーフォニアムとピアノ ホロヴィッツ ユーフォニアム協奏曲 ノヴェロ社 GYW00010119 4,400円

トロンボーンとピアノ パウデルト, Ernst 有名なアリア リヒャルト・シャウアー社 GYW00011464 3,960円

トロンボーンとピアノ リムスキー=コルサコフ, 
Nikolai Andreevich トロンボーン協奏曲 変ロ長調 ブージー & ホークス社/

ロンドン GYW00072931 2,860円

チューバとピアノ ハダッド チューバのための組曲 ハル・レナード社 GYW00056948 2,420円

打楽器ソロ クレストン マリンバのための小協奏曲 シャーマー社 GYW00078800 3,740円

打楽器ソロ フィンク, Siegfried 小太鼓組曲 ツィマーマン社 GYW00013659 2,200円

ソロ・コンクール用 定番おすすめ作品
各地のソロ・コンクール用の課題曲に選ばれる事の多い作品です。

楽器を学ぶ上で欠かせる事の出来ない定番の作品です♪
コンクールだけでなく、演奏会用としても聞き映えのある作品ばかりです。是非挑戦してみてください！

●本誌に掲載されている輸入楽譜の価格はいずれも2023年5月現在のものであり、為替の変動などにより予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
2

●本誌に掲載されている輸入楽譜の価格はいずれも2023年5月現在のものであり、為替の変動などにより予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
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＊掲載商品は、すべて「フレックス編成版」の「スコアとパート譜セット」（国内在庫品）です。

♪一部商品については、楽譜サンプルや参考音源もございます

吹奏楽 ─フレックス編成─ おすすめ楽譜のご案内
近年、少子化や感染拡大防止のために、演奏会や練習において人員制限を強いられるケースも少なくありません。
吹奏楽は、その特性から特にそういった制約が多く、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
そんな方へおすすめなのが、昨今注目を集めている「フレックス編成」の楽譜です。
上記の問題はもちろん、人数がそろっているバンドでも、敢えてパートを交換したりすることで演奏の幅を広げることができます。
そのなかでも特におすすめの楽曲をご紹介いたします。すべて、国内在庫がございます！

フレックス編成の使い方に関するヒントは、「輸入楽譜専門サイト」の
「ヤマハの選んだ 吹奏楽 100 選」特集ページよりご覧いただけます。
＊2020年版、2019年版のPDFページよりご参照ください。

作曲者 タイトル グレード 出版社 予定価格
（10% 税込） ご注文番号

レナード・バーンスタイン ミュージカル「ウェスト・サイド物語」セレクション/スウィーニー編曲 2-3 ハル・レナード 12,320円 GYW00117621

エルマー・バーンスタイン 大脱走のマーチ/ヴィンソン編曲 2-3 ハル・レナード 9,570円 GYW00111500

ジェイムズ・カーナウ ネイサン・ヘイル・トリロジー 3 ハル・レナード 13,200円 GYW00100337

シェーンベルグ & ブーブル & ネイ
テル & クレツィマー 映画「レ・ミゼラブル」 より セレクション/ヴィンソン編曲 2-3 ハル・レナード 13,200円 GYW00100328

ジョン・ウィリアムズ レイダース・マーチ/ラヴェンダー編曲 2-3 ハル・レナード 10,890円 GYW00129093

クリステン・アンダーソン＝
ロペス＆ロバート・ロペス 映画「アナと雪の女王」メドレー/ヴィンソン編曲 2 ハル・レナード 11,220円 GYW00107474

ジェイムズ・カーナウ ファンファーレとフラリッシュ 2-3 ハル・レナード 9,350円 GYW00102039

ロジャーズ＆ハマースタイン 私のお気に入り(「サウンド・オブ・ミュージック」より)
/バックリー編曲 2-3 ハル・レナード 10,560円 GYW00111502

ハイメ・テキシドール アンパリト・ロカ/カーナウ編曲 2-3 ハル・レナード 11,880円 GYW00130624

カナディアン・ブラス 聖者のハレルヤ(カナディアン・ブラス版)/ヘンダーソン編曲: 
ブラウン編 2-3 ハル・レナード 12,320円 GYW00117652

リチャード・ソーセイド 第3惑星のためのファンファーレ 2-3 ハル・レナード 9,350円 GYW00064783

リチャード・ソーセイド 雲の中へ！ 2-3 ハル・レナード 10,890円 GYW00123654

ヒュー・スチュアート グロスターからの3つの歌/ロングフィールド編曲 2-3 ハル・レナード 11,880円 GYW00123657

- 琥珀色の実りの波に/カーナウ編曲 2-3 ハル・レナード 12,320円 GYW00114318

- 80小節世界一周/オルシーノ編曲 2-3 バーンハウス 14,520円 GYW00129047

エド・ハックビー ブランドン・ベイ 2-3 バーンハウス 12,100円 GYW00064918

エド・ハックビー アッシュランド・パーク 2-3 バーンハウス 11,000円 GYW00123354

エド・ハックビー オーヴァーテューラ（フレックス編成版 2013年版) 3 バーンハウス 12,100円 GYW00103767

ベネット＆フィルモア カーリッジ・マーチ/ラリー・クラーク編曲 2-3 カール・フィッシャー 12,100円 GYW00064785

ライアン・ミーバー エル・カミーノ - スパニッシュ・マーチ 1-2 エイス ノート 9,350円 GYW00113807

イーヴォ・コーウェンホーヴェン ダンシング・リコーダーズ(リコーダー・ソロとフレックス編成版) 1 ティエロルフ 17,050円 GYW00125246

イーヴォ・コーウェンホーヴェン リコーダー・チャ・チャ(リコーダー・ソロとフレックス編成版) 1 ティエロルフ 17,050円 GYW00120215

ヨハン・ネイス High 5 2 ティエロルフ 19,580円 GYW00124884

アンドレ・ウェニャン パストラル・ピクチャーズ 2 ティエロルフ 22,660円 GYW00124885

人数制限の悩みを抱えている方、演奏の幅を広げたい方へおすすめ！

輸入楽譜専門サイト「ヤマハの選んだ 吹奏楽100選」

輸入楽譜の検索は「ヤマハ輸入楽譜専門サイト」から！
おすすめ楽譜の特集ページも公開中！

●本誌に掲載されている輸入楽譜の価格はいずれも2023年5月現在のものであり、為替の変動などにより予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
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※価格・曲目等、予告無しに変更になる場合がありますのでご了承ください。

ご注文は……

-GYC2306

●本書に関するお問い合わせ
株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
ミュージックメディア部
〒171-0033�東京都豊島区高田 3-19-10
 https://www.ymm.co.jp

書　名 注文番号 注文
冊数 備考

  今月のオススメ  
ピアノソロ　上級　極上のピアノプレゼンツ　 
上級ピアニストへ贈る人気定番曲 40【改訂新版】 GTP01101242 祭

ピアノ

ピアノソロ　日本のうた ベストヒット 10　初級編 GTP01101191 復刊

ピアノソロ　日本のうた ベストヒット 10　中級編 GTP01101193 復刊

ピアノソロ　日本のうた ベストヒット 10　上級編 GTP01101192 復刊

ピアノ連弾　クラシック作曲家風アレンジで弾く 
ディズニー ～バロックから近現代まで～ GTP01101009

エレクトーン
STAGEA ディズニー 7～6 級 Vol.17 
ディズニー・セレクション 3  GTE01101185
STAGEA ディズニー 9～8 級 Vol.12 
ディズニー・セレクション 2 GTE01101186
STAGEA ELS-02/C/X レジストレーションメニューで弾く 
ベスト・メロディーズ【上巻】メニュー<1><2> 改訂版 GTE01101233

管弦楽器

クロマチックハーモニカ　スタンダード 100 曲選 GTW01101230

書　名 注文番号 注文
冊数 備考

L　M
「かんたんコード 10 個」で弾ける！

楽しいウクレレ弾き語り 60　～定番 J-POP～ GTL01101234

書　籍

鉄道愛唱歌事典 GTB01093080
日めくりカレンダー　音楽家の名言
～あなたの演奏を変えるメッセージ～ GTB01101023 5月号

掲載

日めくりカレンダー　クラシックの作曲家 GTB01101025 5月号
掲載

雑　誌

月刊ピアノ 2023 年 7 月号 GTM01101143

月刊エレクトーン 2023 年 7 月号 GTM01101168
※出荷単位つきの商品のご注文数は、冊数をご記入ください。
　例）  備考欄に2冊単位と表示のある商品の場合、ご注文数は、2冊、4冊、6冊などとご記入ください。

注 文 表 　 6 月 号 新 刊 ラ イ ン ナ ッ プ

■STAGEA アーチスト グレード5～3級
Vol.14 ジョン・ウィリアムズ作品集
［内容］スター・ウォーズ�メイン・タイトル～帝国のマーチ／E.T.�フライング・テーマ／レ
イダース・マーチ／ジュラシックパーク�テーマ／JAWS�メイン・タイトル／全5曲
●対応楽譜品番： GTE01095650　●データタイプ：レジスト
●アルバム価格：1,540円（10％税込）

ELS-02C/X ELS(C)-02
アルバム GE038017 GE038023

■STAGEA ポピュラー 9～8級
Vol.57 映画&ミュージカル・セレクション
［曲目］レイダース・マーチ／雨にぬれても／「ゴジラ」メインタイトル／前奏曲～サウンド・
オブ・ミュージック／私のお気に入り／エーデルワイス／全6曲
●対応楽譜品番：GTE01097280　●データタイプ：レジスト
●アルバム価格：1,980円（10％税込）

ELS(C)-02 ELB-02 ELS-01
アルバム GE043269 GE043276 GE043283

■STAGEA ポピュラー 7～6級
Vol.82 弾いておきたい！映画音楽
［曲目］ロッキーのテーマ／エンターテイナー／ジェームズ・ボンドのテーマ／シェルブー
ルの雨傘／ゴッド・ファーザー�愛のテーマ／全5曲
●対応楽譜品番：GTE01095736　●データタイプ：レジスト
●アルバム価格：1,540円（10％税込）

ELS(C)-02 ELB-02 ELS-01
アルバム GE036684 GE036690 GE036696

■STAGEA・EL エレクトーン&エレクトーン （中級～上級）
Vol.12 シネマ
［曲目］「スター・ウォーズ」メドレー／「ハリー・ポッターと賢者の石」メドレー／バック・
トゥ・ザ・フューチャー／キャラバンの到着／全4曲
●対応楽譜品番：GTE01095687　●データタイプ：レジスト
●アルバム価格：1,320円（10％税込）

アルバム ELS-02C/X ELS(C)-02 ELS-01C ELS-01
Iパート GE034462 GE034467 GE034472 GE034477
IIパート GE034482 GE034487 GE034492 GE034497

♪映画音楽を楽しみましょう♪

※�Mumaはミュージックデータを手軽にお求めになれる、販売システムです。　ご購入はMuma設置店にてお願い致します。
最新情報はこちらから！　MumaホームページURL����https://www.ymm.co.jp/muma/
Mumaデータのお客様お問い合わせ窓口：Mumaご相談窓口　TEL�03-5953-9959（10：30～18：30　年中無休）
Mumaデータの特約楽器店様お問い合わせ窓口：Mumaインフォメーション　TEL�03-3590-8235（10：30～18：30　年中無休）

／�ミューマ®は、株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスの登録商標です。
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──I n f o r m a t i o n ──Muma──今月のおすすめ商品


