
Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
【クラシック】

■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
■表示は本体価格です。商品価格は本体価格＋税になります。

※諸事情により、予告なく価格の変更や販売停止になる場合があります。
※対応楽譜は絶版のものもございます。
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

12の練習曲／ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 1
12の練習曲より 5本の指のた
めの（ﾁｪﾙﾆ-による）

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ 2,900円 GP000158

2 12の練習曲より 3度音程のた C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ

3
12の練習曲より 3.4度音程のた
めの

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ

4 12の練習曲より 6度音程のた C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ

5 12の練習曲より 8度音程のた C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ

6 12の練習曲より 8本の指のた C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ

7 12の練習曲より 半音階のため C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ

8 12の練習曲より 装飾音のため C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ

9
12の練習曲より 反復する音符
のための

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ

10
12の練習曲より 対比的な響き
のための

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ

11
12の練習曲より 組合わされたｱ
ﾙﾍﾟｯｼﾞｮのための

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ

12 12の練習曲より 和音のための C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ ★ ｸﾛｳﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ

2×2 連弾による動物たち 1
組曲「動物の謝肉祭」より 序奏
とﾗｲｵﾝの王様の行進（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

2,900円 GP000002

2
組曲「動物の謝肉祭」より 象
（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

3
組曲「動物の謝肉祭」より ｶﾝｶﾞ
ﾙ-（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

4
組曲「動物の謝肉祭」より 水族
館（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

5
組曲「動物の謝肉祭」より 化石
（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

6
組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥
（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

7
組曲「動物の謝肉祭」より 終曲
（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

8
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より 子守歌
（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

9
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より にゃ－
お（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

10
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より ﾄﾞﾘ-の
庭（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

11
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より 子ねこ
のﾜﾙﾂ（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

12
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より やさしさ
（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

13
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より ｽﾍﾟｲﾝ
ふうのおどり（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

三木 香代/佐
藤 俊（連弾）他

４つのﾊﾞﾗ-ﾄﾞ／ｼｮﾊﾟﾝ 1 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ 第1番 ﾄ短調 作品23 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小西 理枝 小西 理枝 2,900円 GP000193
2 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ 第2番 ﾍ長調 作品38 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小西 理枝 小西 理枝

3 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ 第3番 変ｲ長調 作品47 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小西 理枝 小西 理枝

4 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ 第4番 ﾍ短調 作品52 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小西 理枝 小西 理枝

4人のﾋﾟｱﾆｽﾄによる超絶技巧のﾚﾊﾟ
-ﾄﾘ-

1 超絶技巧練習曲 第4番 ﾏｾﾞｯﾊﾟ F.ﾘｽﾄ 有森 博 ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ　他 2,900円 GP000003

2
ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｽﾋﾟｱﾅ-ﾄと華麗なる大
ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 変ﾎ長調 作品22

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ　他

3
｢美しく青きﾄﾞﾅｳ｣のﾓﾁ-ﾌによる
ｺﾝｻ-ﾄ･ｱﾗﾍﾞｽｸ

J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
/ｴﾌﾞﾗ-

ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ ★ ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ　他

4
巡礼の年 第二年 ｲﾀﾘｱより ﾀﾞﾝ
ﾃを読んで－ｿﾅﾀ風幻想曲

F.ﾘｽﾄ 小賀野 久美 ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ　他

6人のﾋﾟｱﾆｽﾄによるｼｮﾊﾟﾝ･ｴﾁｭ-ﾄﾞ 1
練習曲 作品10-3 ﾎ長調「別れ
の曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄　他 2,900円 GP000004

2 練習曲 作品10-5 変ﾄ長調「黒 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 堀江 真理子 横山 幸雄　他

3 練習曲 作品10-12 ﾊ短調「革
命」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

横山 幸雄　他

4
練習曲 作品25-1 変ｲ長調「牧
童（ｴｵﾘｱﾝ･ﾊ-ﾌﾟ)｣

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ 横山 幸雄　他

5 練習曲 作品25-9 変ﾄ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 横山 幸雄　他

6
練習曲 作品25-11 ｲ短調「木枯
し」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 横山 幸雄　他

7 練習曲 作品25-12 ﾊ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 横山 幸雄　他

85 ｼｮﾊﾟﾝｺﾝｸ-ﾙのﾌｧｲﾅﾘｽﾄたち 1
ﾜﾙﾂ 第4番 ﾍ長調 作品34-3
「華麗なる円舞曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ 2,900円 GP000001

2
ﾜﾙﾂ 第6番 変ﾆ長調 作品64-1
「小犬のﾜﾙﾂ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

3 ﾜﾙﾂ 第7番 嬰ﾊ短調 作品64-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

4
ﾜﾙﾂ 第9番 変ｲ長調 作品69-1
「告別」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

5 ﾏｽﾞﾙｶ 第7番 ﾍ短調 作品7-3 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

6 ﾏｽﾞﾙｶ 第13番 ｲ短調 作品17-4 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

7 ﾏｽﾞﾙｶ 第31番 変ｲ長調 作品 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

8 ﾏｽﾞﾙｶ 第37番 変ｲ長調 作品 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

9 練習曲 作品10-5 変ﾄ長調「黒
鍵」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

10 練習曲 作品10-12 ﾊ短調「革
命」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

8人のﾋﾟｱﾆｽﾄによるｼｮﾊﾟﾝ･ﾜﾙﾂ集 1
ﾜﾙﾂ 第1番 変ﾎ長調 作品18
「華麗なる大円舞曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄　他 2,900円 GP000005

2 ﾜﾙﾂ 第3番 ｲ短調 作品34-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 横山 幸雄　他

3
ﾜﾙﾂ 第4番 ﾍ長調 作品34-3
「華麗なる円舞曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

横山 幸雄　他

4 ﾜﾙﾂ 第5番 変ｲ長調 作品42 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 東郷 まどか 横山 幸雄　他

5
ﾜﾙﾂ 第6番 変ﾆ長調 作品64-1
「小犬のﾜﾙﾂ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 浜口 奈々 横山 幸雄　他

6 ﾜﾙﾂ 第7番 嬰ﾊ短調 作品64-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

横山 幸雄　他

7
ﾜﾙﾂ 第9番 変ｲ長調 作品69-1
「告別」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ ★

横山 幸雄　他

8 ﾜﾙﾂ 第10番 ﾛ短調 作品69-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 横山 幸雄　他

9 ﾜﾙﾂ 第14番 ﾎ短調「遺作」 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 堀江 真理子 横山 幸雄　他

BGM ﾌﾗﾝｽ音楽のｴｽﾌﾟﾘ1 1 ｼﾞﾑﾉﾍﾟﾃﾞｨ 第1番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々　他 2,900円 GP000006
2 ｼﾞﾑﾉﾍﾟﾃﾞｨ 第2番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々　他

3 ｼﾞﾑﾉﾍﾟﾃﾞｨ 第3番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々　他

4 ｸﾞﾉｼｴﾝﾇ 第1番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々　他

5 ｸﾞﾉｼｴﾝﾇ 第2番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々　他

6 ｸﾞﾉｼｴﾝﾇ 第3番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々　他

7 ｼﾞｭ･ﾄｩ･ｳﾞ（おまえが欲しい） E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々　他

8 ﾋﾟｶﾃﾞﾘ- E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々　他

9 ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ組曲より 月の光 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 山下 葉子 浜口 奈々　他

10 亜麻色の髪の乙女 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 山下 葉子 浜口 奈々　他

11 ｱﾗﾍﾞｽｸ 第1番 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 湯口 美和 浜口 奈々　他

12 ｱﾗﾍﾞｽｸ 第2番 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 上原 由記音 浜口 奈々　他

13 夢 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 浜口 奈々 浜口 奈々　他

BGM ﾌﾗﾝｽ音楽のｴｽﾌﾟﾘ2 1 鏡より 道化師の朝の歌 M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々　他 2,900円 GP000007
2 鏡より 鐘の谷 M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々　他

3 水の戯れ M.ﾗｳﾞｪﾙ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ 浜口 奈々　他

4 ｿﾅﾁﾈ 第1楽章 ﾓﾃﾞﾚ M.ﾗｳﾞｪﾙ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ 浜口 奈々　他

5 ｿﾅﾁﾈ 第2楽章 ﾒﾇｴｯﾄ M.ﾗｳﾞｪﾙ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ 浜口 奈々　他

6 ｿﾅﾁﾈ 第3楽章 ｱﾆﾒ M.ﾗｳﾞｪﾙ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ 浜口 奈々　他

7 亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧ-ﾇ M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々　他

8
ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱより 眠りの森の美女
のﾊﾟｳﾞｧ-ﾇ（連弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
角野 裕／角野
怜子

浜口 奈々　他

9
ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱより おやゆび小僧
（連弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
角野 裕／角野
怜子

浜口 奈々　他

10
ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱより ﾊﾟｺﾞﾀﾞの女王ﾚﾄﾞ
ﾛﾈｯﾄ（連弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
角野 裕／角野
怜子

浜口 奈々　他

11
ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱより 美女と野獣の対
話（連弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
角野 裕／角野
怜子

浜口 奈々　他

12 ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱより 妖精の園（連
弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
角野 裕／角野
怜子

浜口 奈々　他

BGMｾﾚｸｼｮﾝ 秋 第1集／枯葉のｺﾝ
ﾁｪﾙﾄ

1 朝の風 ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ 2,900円 GP000403

2 ｾﾌﾟﾃﾝﾊﾞ-･ｿﾝｸﾞ（旅愁より) ﾜｲﾙ ﾊﾟｯﾄ･ﾌﾞ-ﾝ

3 ｿﾅﾁﾈ 第2楽章 ﾒﾇｴｯﾄ M.ﾗｳﾞｪﾙ ヤマハ

4 貝殻 ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

5 枯葉 ｼﾞｮｾﾌ･ｺｽﾏ ｲｳﾞ･ﾓﾝﾀﾝ

6
3声のｲﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ（ｼﾝﾌｫﾆｱ）第11
番 ﾄ短調 BWV.797

J.S.ﾊﾞｯﾊ ヤマハ

7 午後の旅立ち
ﾎﾟ-ﾙ･ﾄﾞ･ｾﾝﾇ
ｳﾞｨﾙ

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

8 優しい流れ ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

9 落葉のｺﾝﾁｪﾙﾄ ｱﾙﾊﾞ-ﾄ･ﾊﾓﾝﾄﾞ ｱﾙﾊﾞ-ﾄ･ﾊﾓﾝﾄﾞ

10 ｼﾞﾑﾉﾍﾟﾃﾞｨ 第1番 E.ｻﾃｨ ヤマハ

11 あこがれ／愛 ｼﾞｮ-ｼﾞ･ｳｲﾝｽﾄﾝ ｼﾞｮ-ｼﾞ･ｳｲﾝｽﾄﾝ

12 風 ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

13 ｼﾞｭ･ﾄｩ･ｳﾞ（おまえが欲しい） E.ｻﾃｨ ヤマハ
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

14 ｸﾚｱ
ｷﾞﾙﾊﾞ-ﾄ･ｵｻﾘﾊﾞ
ﾝ

ｷﾞﾙﾊﾞ-ﾄ･ｵｻﾘﾊﾞ
ﾝ

15 ｿﾅﾁﾈ 第1楽章 ﾓﾃﾞﾚ M.ﾗｳﾞｪﾙ ヤマハ

BGMｾﾚｸｼｮﾝ 秋 第2集／ｼﾁﾘｱ-ﾉ 1 ｸﾛ-ﾊﾞ-探し ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ 2,900円 GP000404
2 夢のあとに G.ﾌｫ-ﾚ ヤマハ

3 反射光 ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

4
交響曲 第3番 ﾍ長調 作品90
第3楽章

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ ヤマハ

5 Sea Wind ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

6
王宮の花火の音楽より ﾌﾞ-ﾚとﾒ
ﾇｴｯﾄ

G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ ヤマハ

7 Fascination ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

8
劇音楽「ﾍﾟﾚｱｽとﾒﾘｻﾞﾝﾄﾞ」作品
80より ｼﾁﾘｱ-ﾉ

G.ﾌｫ-ﾚ ヤマハ

9 ﾁｪﾝﾊﾞﾛ･ｿﾅﾀ ﾊ長調 L.104 D.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ ヤマハ

10 The Peaceful Island ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

11 夢 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ヤマハ

12 My Old Friend ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

13 四季 作品37aより 舟歌（6月) P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- ヤマハ

14 黄昏 ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

15 幻想小曲集 作品12より 夕べに R.A.ｼｭｰﾏﾝ ヤマハ

BGMｾﾚｸｼｮﾝ 夏 第1集／ｻﾏ-･ｻﾝﾊﾞ 1 夏の夜の牧歌 ﾒﾘｶﾝﾄ ヤマハ 2,900円 GP000401
2 Ha-Mon ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

3 ﾌﾞﾙ-･ﾊﾜｲ（ﾜｲｷｷの結婚より)
ﾗﾙﾌ･ﾚｲﾝｼﾞｬ-/
ﾚｵ･ﾛﾋﾞﾝ

ｴﾙｳﾞｨｽ･ﾌﾟﾚｽﾘ
-

4 朝 ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

5 夏の朝に開くﾊﾟﾚｯﾄ 中西 俊博 中西 俊博

6 ｲﾊﾟﾈﾏの娘
ｱﾝﾄﾆｵ･ｶﾙﾛｽ･
ｼﾞｮﾋﾞﾝ

ｱﾝﾄﾆｵ･ｶﾙﾛｽ･
ｼﾞｮﾋﾞﾝ

7 真夏の果実 桑田 佳祐 ｻｻﾞﾝｵ-ﾙｽﾀ-ｽﾞ

8 珊瑚礁の彼方に ｼﾞｬｯｸ･ﾋﾟｯﾄﾏﾝ ﾋﾞﾝｸﾞ･ｸﾛｽﾋﾞ-

9 さらば夏の日 ﾌﾗﾝｼｽ･ﾚｲ ﾌﾗﾝｼｽ･ﾚｲ

10 Ride on Time 山下 達郎 山下 達郎

11
歌劇「ﾎﾌﾏﾝ物語」より ﾎﾌﾏﾝの
舟歌

J.ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ ヤマハ

12 ｱｯﾄ･ｾﾌﾞﾝﾃｨ-ﾝ ｼﾞｬﾆｽ･ｲｱﾝ ｼﾞｬﾆｽ･ｲｱﾝ

13 夏をあきらめて 桑田 佳祐 ｻｻﾞﾝｵ-ﾙｽﾀ-ｽﾞ

14 ｻﾏ-･ｻﾝﾊﾞ ﾏﾙｸｽ･ｳﾞｧﾚ
ｱﾝﾄﾆｵ･ｶﾙﾛｽ･
ｼﾞｮﾋﾞﾝ

15 The Water－水－（音楽畑より） 服部 克久 服部 克久

BGMｾﾚｸｼｮﾝ 夏 第2集／やしの木 1 波 ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ 2,900円 GP000402

2
2つのｽﾍﾟｲﾝ舞曲 作品164より
ﾀﾝｺﾞ

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ ヤマハ

3 古城 ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

4 森の水車 R.ｱｲﾚﾝﾍﾞﾙｸ ヤマハ

5 Friend ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

6
組曲「ｽﾍﾟｲﾝの歌」作品232より
やしの木陰

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ ヤマハ

7 泉 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- ヤマハ

8
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ ヤマハ

9 Lip-Lop-Lap ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

10 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｶﾃﾞｨｽ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ ヤマハ

11 心の家路 ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

12 すみれ L.ｽﾄﾘ-ﾎﾞｯｸﾞ ヤマハ

13 Sunset ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

14
ﾊ-ﾌﾟｼｺ-ﾄﾞ組曲 第1巻 第5曲 調
子のよい鍛冶屋

G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ ヤマハ

15
叙情小曲集より ﾀﾞｲｱﾅの泉～
森のざわめき

W.L.ｷﾞﾛｯｸ ヤマハ

BGMｾﾚｸｼｮﾝ 春 第1集／そよ風の 1 春の野を行く 村松 健 村松 健 2,900円 GP000399
2 ｹｲｽﾞ･ｿﾝｸﾞ ﾃﾞﾋﾞｯﾄ･ﾍﾞﾉｱ ﾃﾞﾋﾞｯﾄ･ﾍﾞﾉｱ

3 Wind ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

4 そよ風の誘惑 ｼﾞｮﾝ･ﾌｧﾗ-
ｵﾘﾋﾞｱ･ﾆｭ-ﾄﾝ
ｼﾞｮﾝ

5
無言歌集 第5巻 作品62より 春
の歌

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ ヤマハ

6 愛と青春の旅立ち
ﾊﾞﾌｨ-･ｾﾝﾄﾒﾘ-/
ｼﾞｬｯｸ･ﾆｯﾂｪ

ｼﾞｮ-･ｺｯｶ-＆
ｼﾞｪﾆﾌｧ-･ｳｫ-ﾝ

7 六月の風に抱かれて 西村 由紀江 西村 由紀江

8 Dream in the Field ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

9 弦楽四重奏 第2番 第2楽章 ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾝ ヤマハ
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

10 すべてをあなたに
ｹﾞ-ﾘ-･ｺﾞﾌｨﾝ/ﾏ
ｲｹﾙ･ﾒｯｻ-

ﾎｲｯﾄﾆ-･ﾋｭ-ｽﾄ
ﾝ

11 Nana ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

12
5月の草原は愛に包まれて（音
楽畑より）

服部 克久 服部 克久

13 Holiday ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

14
組曲「ｱﾙｻﾞｽの風景」より 菩提
樹の下で

J.E.F.ﾏｽﾈ ヤマハ

15 Memory ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

BGMｾﾚｸｼｮﾝ 春 第2集／春の声 1 ﾁｪﾝﾊﾞﾛ･ｿﾅﾀ ﾎ長調 L.23 D.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ ヤマハ 2,900円 GP000400
2 森の情景 作品82より 森の入 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ヤマハ

3 Hope ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

4 春の声 作品410 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世 ヤマハ

5 Alike ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

6
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ﾒﾇｴｯﾄ

J.S.ﾊﾞｯﾊ ヤマハ

7 抒情小品集 第2集 作品38 ﾒﾛ E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ ヤマハ

8
6つの無伴奏ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀより
ﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第3番

J.S.ﾊﾞｯﾊ ヤマハ

9 ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞ-ｸ 第2楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ヤマハ

10 朝の息吹き ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

11
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｶﾞﾎﾞｯﾄ

J.S.ﾊﾞｯﾊ ヤマハ

12 My Child ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

13 ﾒﾇｴｯﾄ L.ﾎﾞｯｹﾘ-ﾆ ヤマハ

14
子供の情景 作品15より 見知ら
ぬ国から

R.A.ｼｭｰﾏﾝ ヤマハ

15 ﾁｪﾝﾊﾞﾛ･ｿﾅﾀ ﾎ長調 L.430 D.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ ヤマハ

BGMｾﾚｸｼｮﾝ 冬 第1集／白い恋人 1 Quiet Morning ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ 2,900円 GP000397
2 歌劇「ｻﾄﾞｺ」より ｲﾝﾄﾞの歌 ﾘﾑｽｷ-=ｺﾙｻｺﾌ ヤマハ

3 きらめき ｼﾞｮ-ｼﾞ･ｳｲﾝｽﾄﾝ ｼﾞｮ-ｼﾞ･ｳｲﾝｽﾄﾝ

4
歌は終わりぬ <ｻﾞ･ｿﾝｸﾞ･ｲｽﾞ･ｴ
ﾝﾃﾞｨﾄﾞ>

ｱ-ｳﾞｨﾝｸﾞ･ﾊﾞ-ﾘ
ﾝ

ﾊﾟ-ｼ-･ﾌｪｲｽ

5 ｱﾗﾝﾌｪｽ協奏曲 第2楽章 ｱﾀﾞ- J.ﾛﾄﾞﾘ-ｺﾞ ヤマハ

6 白い恋人たち ﾌﾗﾝｼｽ･ﾚｲ ﾎﾟ-ﾙ･ﾓ-ﾘｱ

7 ｳｲﾝﾀ-･ﾜﾝﾀﾞ-ﾗﾝﾄﾞ
ﾌｪﾘｯｸｽ･ﾊﾞ-ﾅ-
ﾄﾞ/ﾘｯｸ･ｽﾐｽ

ｱﾝﾄﾞﾘｭ-･ｼｽﾀ-
ｽﾞ

8 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓より ﾒﾇｴｯﾄ M.ﾗｳﾞｪﾙ ヤマハ

9 Winter by the Lake ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

10 ﾍﾟﾁｶ 山田 耕筰 童謡･唱歌

11 ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｽﾉ-
ｼﾞｭ-ﾙ･ｽﾀｲﾝ/ｻ
ﾐ-･ｶ-ﾝ

ｶ-ﾍﾟﾝﾀ-ｽﾞ

12 愛はかげろうのように ｹﾆ-･ﾊ-ｼｭ ｼｬ-ﾘ-ﾝ

13 ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ組曲より ﾊﾟｽﾋﾟｴ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ヤマハ

14 ｳｨﾝﾀ-･ﾒﾛﾃﾞｨ
ﾄﾞﾅ･ｻﾏ-/ﾋﾟ-ﾀ-
･ﾍﾞﾛｯﾃ/ｼﾞｮﾙｼﾞ
ｵ･ﾓﾛﾀﾞ-

ﾄﾞﾅ･ｻﾏ-

15 愛の悲しみ F.ｸﾗｲｽﾗ- ヤマハ

BGMｾﾚｸｼｮﾝ 冬 第2集／ﾄﾛｲﾒﾗｲ 1 亜麻色の髪の乙女 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ヤマハ 2,900円 GP000398
2 Merry-Go-Round ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

3
劇音楽「ﾍﾟﾚｱｽとﾒﾘｻﾞﾝﾄﾞ」作品
80より ｼﾁﾘｱ-ﾉ

G.ﾌｫ-ﾚ ヤマハ

4 Tea Time ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

5
ｲﾀﾘｱ協奏曲 ﾍ長調 BWV.971
第2楽章

J.S.ﾊﾞｯﾊ ヤマハ

6 幻想小曲集 作品12より 夕べに R.A.ｼｭｰﾏﾝ ヤマハ

7 ｸﾞﾘ-ﾝｽﾘ-ﾌﾞｽ ｲｷﾞﾘｽ民謡 民謡･童謡

8
子供の情景 作品15より 夢（ﾄﾛ
ｲﾒﾗｲ）

R.A.ｼｭｰﾏﾝ ヤマハ

9
A la Francaise －ｱ･ﾗ･ﾌﾗﾝｾ-ｽﾞ
－

ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

10 協奏曲 第3番 ﾆ短調 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ J.S.ﾊﾞｯﾊ ヤマハ

11 Children ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ

12 眠りの精 J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ ヤマハ

13
ｶﾌﾟﾘｯﾁｮ 変ﾛ長調 BWV.992 最
愛の兄の旅立ちにあたって

J.S.ﾊﾞｯﾊ ヤマハ

14 影絵 ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ ヤマハ

15
叙情小曲集より 月の光～ｾﾚﾅ
-ﾄﾞ～なつかしのﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ

W.L.ｷﾞﾛｯｸ ヤマハ

愛のｺﾝﾁｪﾙﾄ 1 愛のｺﾝﾁｪﾙﾄ
ﾎﾟ-ﾙ･ﾄﾞ･ｾﾝﾇ
ｳﾞｨﾙ

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

倉本 裕基 2,900円 GP000354
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

2 ﾋﾟｱﾉの子守唄 ｵﾘｳﾞｨｴ･ﾄｳｯｻﾝ
ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

倉本 裕基

3 ﾄﾞﾗﾝの微笑
ﾎﾟ-ﾙ･ﾄﾞ･ｾﾝﾇ
ｳﾞｨﾙ/ｵﾘｳﾞｨｴ･ﾄ
ｳｯｻﾝ

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

倉本 裕基

4 白い旋律
ﾎﾟ-ﾙ･ﾄﾞ･ｾﾝﾇ
ｳﾞｨﾙ/ｵﾘｳﾞｨｴ･ﾄ
ｳｯｻﾝ

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

倉本 裕基

5 愛しのｸﾘｽﾃｨ-ﾇ
ﾎﾟ-ﾙ･ﾄﾞ･ｾﾝﾇ
ｳﾞｨﾙ/ｵﾘｳﾞｨｴ･ﾄ
ｳｯｻﾝ

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

倉本 裕基

6
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第14番 作品27-2「月
光」第1楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ･ｿｽﾃﾇ-ﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

倉本 裕基

7 愛の秘密
ﾎﾟ-ﾙ･ﾄﾞ･ｾﾝﾇ
ｳﾞｨﾙ/ｵﾘｳﾞｨｴ･ﾄ
ｳｯｻﾝ

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

倉本 裕基

8 虹色の心
ﾎﾟ-ﾙ･ﾄﾞ･ｾﾝﾇ
ｳﾞｨﾙ/ｵﾘｳﾞｨｴ･ﾄ
ｳｯｻﾝ

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

倉本 裕基

9
みじかくも美しく燃え（ﾋﾟｱﾉ協奏
曲 第21番 第2楽章より）

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

倉本 裕基

10 ﾜﾙｿ-･ｺﾝﾁｪﾙﾄ ｱﾃﾞｨﾝｾﾙ
ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

倉本 裕基

愛の夢／ﾘｽﾄ 1 愛の夢 第3番 F.ﾘｽﾄ 山下 葉子 山下 葉子 2,900円 GP000180
2 練習曲 作品25-2 ﾍ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 山下 葉子 山下 葉子

3 ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ組曲より 月の光 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 山下 葉子 山下 葉子

4
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 作品13「悲愴」
第2楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ･ｶﾝﾀ-ﾋﾞﾚ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 山下 葉子 山下 葉子

5 ﾏｽﾞﾙｶ 第38番 嬰ﾍ短調 作品 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 山下 葉子 山下 葉子

6 亜麻色の髪の乙女 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 山下 葉子 山下 葉子

7 即興曲 作品90-4 変ｲ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 山下 葉子 山下 葉子

8 ｿﾅﾁﾈ 第2楽章 ﾒﾇｴｯﾄ M.ﾗｳﾞｪﾙ 山下 葉子 山下 葉子

9
前奏曲 作品28-15 変ﾆ長調
「雨だれ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 山下 葉子 山下 葉子

10
練習曲 作品10-3 ﾎ長調「別れ
の曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 山下 葉子 山下 葉子

あこがれのｱﾝｺ-ﾙ STAGE.9[ｿﾛと連
弾]亜麻色の髪の乙女

1
ﾜﾙﾂ 第6番 変ﾆ長調 作品64-1
「小犬のﾜﾙﾂ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小西 理枝 小西 理枝 2,900円 GP000258

2 ﾜﾙﾂ 第7番 嬰ﾊ短調 作品64-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小西 理枝 小西 理枝

3
ﾜﾙﾂ 第9番 変ｲ長調 作品69-1
「告別」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小西 理枝 小西 理枝

4 ﾍ調のﾒﾛﾃﾞｨ- 作品64-2 ﾙ-ﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ 小西 理枝 小西 理枝

5 ﾕﾓﾚｽｸ 作品101-7 ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ 小西 理枝 小西 理枝

6 ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ組曲より 月の光 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 小西 理枝 小西 理枝

7 亜麻色の髪の乙女 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 小西 理枝 小西 理枝

8 ｽﾍﾟｲﾝ 作品165より ﾀﾝｺﾞ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 小西 理枝 小西 理枝

9
つかの間の幻影 作品22より 第
8番

ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ 小西 理枝 小西 理枝

10 四季 作品37aより 舟歌（6月) P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 小西 理枝 小西 理枝

11 四季 作品37aより ﾄﾛｲｶ（11月) P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 小西 理枝 小西 理枝

12 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 前奏曲（連弾） ○ G.ﾋﾞｾﾞ- 小西 理枝 小西 理枝

13 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より ﾊﾊﾞﾈﾗ（連弾） ○ G.ﾋﾞｾﾞ- 小西 理枝 小西 理枝

14
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 闘牛士の歌
（連弾）

○ G.ﾋﾞｾﾞ- 小西 理枝 小西 理枝

15 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より ｱﾗｺﾞﾈ-ｾﾞ（連 ○ G.ﾋﾞｾﾞ- 小西 理枝 小西 理枝

ｱﾗﾝﾌｪｽ協奏曲／ﾛﾄﾞﾘ-ｺﾞ 1
ﾊﾞﾚｴ「恋は魔術師」より 火祭り
の踊り

M.D.ﾌｧﾘｬ 上原 由記音 上原 由記音 2,900円 GP000191

2
7つのｽﾍﾟｲﾝ民謡より ﾑ-ｱ人の
織物

M.D.ﾌｧﾘｬ 上原 由記音 上原 由記音

3 7つのｽﾍﾟｲﾝ民謡より ﾎﾀ M.D.ﾌｧﾘｬ 上原 由記音 上原 由記音

4 7つのｽﾍﾟｲﾝ民謡より ﾎﾟﾛ M.D.ﾌｧﾘｬ 上原 由記音 上原 由記音

5
ｵﾍﾟﾗ「はかなき人生」より ｽﾍﾟｲ
ﾝ舞曲 第1番

M.D.ﾌｧﾘｬ 上原 由記音 上原 由記音

6 ｱﾗﾝﾌｪｽ協奏曲 第2楽章 ｱﾀﾞ- J.ﾛﾄﾞﾘ-ｺﾞ 上原 由記音 上原 由記音

7 歌と踊り 第4番 F.ﾓﾝﾎﾟｳ 上原 由記音 上原 由記音

8 歌と踊り 第5番 F.ﾓﾝﾎﾟｳ 上原 由記音 上原 由記音

9 歌と踊り 第6番 F.ﾓﾝﾎﾟｳ 上原 由記音 上原 由記音

10 ｱﾝﾀﾞﾙｼｱ舞曲 作品8より ｻﾊﾟﾃ J.ﾄｩﾘ-ﾅ 上原 由記音 上原 由記音

11 幻想舞曲集 作品22より 狂宴 J.ﾄｩﾘ-ﾅ 上原 由記音 上原 由記音

有森博／ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ：ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第2番 1 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第2番 第1楽章 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博 2,900円 GP000554
2 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第2番 第2楽章 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博

3 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第2番 第3楽章 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

4 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第4番 第1楽章 ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ 有森 博 有森 博

5 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第4番 第2楽章 ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ 有森 博 有森 博

6 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第4番 第3楽章 ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ 有森 博 有森 博

7 主題と変奏 ｸﾞﾗｽﾞﾉﾌ 有森 博 有森 博

有森博／ﾘｽﾄ：ﾗ･ｶﾝﾊﾟﾈﾗ 1 ﾗ･ｶﾝﾊﾟﾈﾗ F.ﾘｽﾄ 有森 博 有森 博 900円 GP000553
2 悪魔的暗示 ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ 有森 博 有森 博

ｱﾙﾍﾞﾆｽ：ｽﾍﾟｲﾝ組曲 作品47 1 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｸﾞﾗﾅ
ﾀﾞ

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

2,900円 GP000138

2 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｶﾀﾙ-
ﾆｬ

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

3
組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｾﾋﾞﾘｬ
-ﾅｽ

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

4 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｶﾃﾞｨｽ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

5
組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｱｽﾄｩ
-ﾘｱｽ

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

6 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｱﾗｺﾞﾝ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

7 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｶｽﾃｨ
-ﾘｬ

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

8 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｷｭ-ﾊﾞ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯﾄ／ﾊﾝｽ･ｱｲｽﾗ-音楽
大学／ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ･ｼｭ-ﾏﾝ作品集（ﾃﾞｨ

1 即興曲 作品142-1 ﾍ短調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

1,900円 GP000206

2 即興曲 作品142-2 変ｲ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

3 即興曲 作品142-3 変ﾛ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

4 即興曲 作品142-4 ﾍ短調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

1 幻想小曲集 作品12より 夕べに R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

GP000207

2 幻想小曲集 作品12より 飛翔 R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

3 幻想小曲集 作品12より なぜに R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

4 幻想小曲集 作品12より 気まぐ
れ

R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

5 幻想小曲集 作品12より 夜に R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

6 幻想小曲集 作品12より 寓話 R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

7
幻想小曲集 作品12より 夢のも
つれ

R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

8 幻想小曲集 作品12より 歌の
終り

R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ

ｲｴﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽのﾊﾞｯﾊ ﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ第1番
とﾌﾗﾝｽ組曲第5番

1
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ 2,900円 GP000008

2
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ｱﾙﾏﾝﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

3
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ｸ-ﾗﾝﾄ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

4
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

5
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ﾒﾇｴｯﾄ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

6
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ｼﾞ-ｸﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

7
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｱﾙﾏﾝﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

8
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｸ-ﾗﾝﾄ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

9
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

10
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｶﾞﾎﾞｯﾄ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

11
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ﾌﾞ-ﾚ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

12
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ﾙ-ﾙ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

13
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｼﾞ-ｸﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

ｲﾀﾘｱ歌曲伴奏集１／｢恋しき君」（声
楽伴奏用）

1 わが胸を A.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ 川口 耕平 川口 耕平 2,900円 GP000228

2 かわゆき網の目 F.ｶﾞｽﾊﾟﾘ-ﾆ 川口 耕平 川口 耕平

3 君がみそばに S.ﾛｻ 川口 耕平 川口 耕平

4 陽はのぼりぬｶﾞﾝｼﾞｽより A.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ 川口 耕平 川口 耕平

5 君われにつらくとも
ｱﾝﾄ-ﾆｵ･ｶﾙﾀﾞ-
ﾗ

川口 耕平 川口 耕平

6 うるわし光よ G.M.ﾎﾞﾉﾝﾁ-ﾆ 川口 耕平 川口 耕平

7 忘れさせたまえや F.ｶﾞｽﾊﾟﾘ-ﾆ 川口 耕平 川口 耕平

8 われを見捨てて C.ﾓﾝﾃｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 川口 耕平 川口 耕平

9 私を苦しめないで A.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ 川口 耕平 川口 耕平

10 恋しき君（ｶﾛ･ﾐｵ･ﾍﾞﾝ） G.ｼﾞｮﾙﾀﾞ-ﾆ 川口 耕平 川口 耕平

11 死なしめんとて A.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ 川口 耕平 川口 耕平

12 苦悩 A.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ 川口 耕平 川口 耕平

ｲﾀﾘｱ歌曲伴奏集２／｢ｱﾏﾘﾘ麗し｣
（声楽伴奏用）

1 ｱﾏﾘﾘ麗し G.ｶｯﾁ-ﾆ 川口 耕平 川口 耕平 2,900円 GP000233

2 なれは知る G.ﾄﾚｯﾘ 川口 耕平 川口 耕平

3 恋するものは A.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ 川口 耕平 川口 耕平

4 ﾗﾙｺﾞ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 川口 耕平 川口 耕平

5 ああわが胸 G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 川口 耕平 川口 耕平

6 ﾆ-ﾅの死 G.B.ﾍﾟﾙｺﾞﾚ-ｼ 川口 耕平 川口 耕平

7 愛のよろこび J.P.E.ﾏﾙﾃｨﾆ 川口 耕平 川口 耕平

8 もし美しい小川が R.ﾛﾝﾀ-ﾆ 川口 耕平 川口 耕平

9 私の偶像である人の回りに ｱﾝﾄ-ﾆｵ･ﾁｪｽﾃｨ 川口 耕平 川口 耕平

10 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ L.ﾙｯﾂｨ 川口 耕平 川口 耕平

11 ｾﾚﾅ-ﾀ F.P.ﾄｽﾃｨ 川口 耕平 川口 耕平

12 夢 F.P.ﾄｽﾃｨ 川口 耕平 川口 耕平

ｲﾍﾞﾘｱ第1集、第2集／ｱﾙﾍﾞﾆｽ 1 ｲﾍﾞﾘｱ 第1集より 喚起（ｴﾎﾞｶｼｵ
ﾝ）

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

2,900円 GP000188

2 ｲﾍﾞﾘｱ 第1集より 港（ｴﾙ･ﾌﾟｴﾙ
ﾄ）

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

3 ｲﾍﾞﾘｱ 第1集より ｾﾋﾞ-ﾘｬの聖体
祭

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

4 ｲﾍﾞﾘｱ 第2集より ﾛﾝﾃﾞｨ-ﾆｬ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

5 ｲﾍﾞﾘｱ 第2集より ｱﾙﾒﾘｱ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

6 ｲﾍﾞﾘｱ 第2集より ﾄｩﾘｱ-ﾅ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ小品伴奏集／ﾀｲｽの瞑想 1 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ C.F.ｸﾞﾉ- 浜口 奈々 浜口 奈々 2,900円 GP000240
2 金婚式 ﾏﾘ- 浜口 奈々 浜口 奈々

3 ﾌｫ-ﾚの名による子守歌 M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々

4 ﾒﾇｴｯﾄ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 浜口 奈々 浜口 奈々

5 楽興の時 作品94-3 ﾍ短調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 浜口 奈々 浜口 奈々

6 ｼﾁﾘｱ-ﾉ ﾊﾟﾗﾃﾞｨｽ 浜口 奈々 浜口 奈々

7 ﾌﾞ-ﾚ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々

8 ﾀｲｽの瞑想曲 J.E.F.ﾏｽﾈ 浜口 奈々 浜口 奈々

9 ﾍﾞ-ﾄ-ｳﾞｪﾝの主題による ﾛﾝﾃﾞｨ- F.ｸﾗｲｽﾗ- 浜口 奈々 浜口 奈々

10 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｶﾝﾀ-ﾋﾞﾚ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 浜口 奈々 浜口 奈々

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ小品伴奏集／ﾎﾞｯｹﾘ-ﾆのﾒ
ﾇｴｯﾄ

1 ｶﾞﾎﾞｯﾄ F.J.ｺﾞｾｯｸ 浜口 奈々 浜口 奈々 2,900円 GP000239

2 夢 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 浜口 奈々 浜口 奈々

3 ﾙ-ﾚ J.S.ﾊﾞｯﾊ 浜口 奈々 浜口 奈々

4
歌劇「ｵﾙﾌｪｵとｴｳﾘﾃﾞｨ-ﾁｪ」より
精霊の踊り

C.W.ｸﾞﾙｯｸ 浜口 奈々 浜口 奈々

5 ﾒﾇｴｯﾄ L.ﾎﾞｯｹﾘ-ﾆ 浜口 奈々 浜口 奈々

6 無言歌集 作品11-2 子守歌 ﾊｳｻﾞ- 浜口 奈々 浜口 奈々

7 子守歌 作品16 G.ﾌｫ-ﾚ 浜口 奈々 浜口 奈々

8
ﾍﾟ-ﾙ･ｷﾞｭﾝﾄ 第1組曲より ｱﾆﾄﾗ
の踊り

E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

9 ｾﾚﾅ-ﾄﾞ 作品7 ﾋﾟｴﾙﾈ 浜口 奈々 浜口 奈々

10 組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥 C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ 浜口 奈々 浜口 奈々

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ名曲31選 VOL.1  [対応楽
譜 ﾄﾞﾚﾐ楽譜出版社刊]

1 金婚式 ﾏﾘ- 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子 2,900円 GP000272

2 ﾗﾙｺﾞ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

3 ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

4 ｶﾞﾎﾞｯﾄ F.J.ｺﾞｾｯｸ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

5 ﾒﾇｴｯﾄ L.ﾎﾞｯｹﾘ-ﾆ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

6
無言歌集 第5巻 作品62より 春
の歌

○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

7 花の歌 ○ G.ﾗﾝｹﾞ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

8 楽興の時 作品94-3 ﾍ短調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

9 ﾋﾟﾁｶ-ﾄ L.ﾄﾞﾘ-ﾌﾞ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

10
子供の情景 作品15より 夢（ﾄﾛ
ｲﾒﾗｲ）

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

11 組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥 C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

12 ﾒﾇｴｯﾄ ○ L.ﾓ-ﾂｧﾙﾄ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

13 ﾊｲﾄﾞﾝのｾﾚﾅ-ﾃﾞ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

14 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｶﾝﾀ-ﾋﾞﾚ ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

15 ﾍ調のﾒﾛﾃﾞｨ- 作品64-2 ○ ﾙ-ﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

16
ﾍﾟ-ﾙ･ｷﾞｭﾝﾄ 第1組曲より ｱﾆﾄﾗ
の踊り

E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

17 夢のあとに G.ﾌｫ-ﾚ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

18 ｶｳﾞｧﾃｨ-ﾅ ﾗﾌ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

1 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄのｾﾚﾅ-ﾃﾞ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 藤井 一興 藤井 一興 2,900円 GP000273
2 愛の夢 第3番 ○ F.ﾘｽﾄ 藤井 一興 藤井 一興

3 ｵﾘｴﾝﾀﾙ ○ C.ｷｭｲ 藤井 一興 藤井 一興

4 G線上のｱﾘｱ J.S.ﾊﾞｯﾊ 藤井 一興 藤井 一興

5 ｶﾝﾂｫﾈｯﾀ ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 藤井 一興 藤井 一興

6
劇音楽「ﾍﾟﾚｱｽとﾒﾘｻﾞﾝﾄﾞ」作品
80より ｼﾁﾘｱ-ﾉ

G.ﾌｫ-ﾚ 藤井 一興 藤井 一興

7 思い出 ○ ﾄﾞﾙﾄﾞﾗ 藤井 一興 藤井 一興

8 ﾕﾓﾚｽｸ 作品101-7 ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ 藤井 一興 藤井 一興

9 ﾀｲｽの瞑想曲 ○ J.E.F.ﾏｽﾈ 藤井 一興 藤井 一興

10 ﾊﾝｶﾞﾘ-舞曲 第5番 J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ 藤井 一興 藤井 一興

11 亜麻色の髪の乙女 ○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 藤井 一興 藤井 一興

12 ﾁｬ-ﾙﾀﾞ-ｼｭ ﾓﾝﾃｨ 藤井 一興 藤井 一興

13 ﾂｨｺﾞｲﾈﾙﾜｲｾﾞﾝ ○ ｻﾗｻ-ﾃ 藤井 一興 藤井 一興

海 1 朝もやの渚 ｼﾞｮﾆ-･ﾋﾟ-ｿﾝ
ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

信田 かずお
他

2,900円 GP000056

2
いそしぎ <ｻﾞ･ｼｬﾄﾞ-･ｵﾌﾞ･ﾕｱ･ｽ
ﾏｲﾙ>

ｼﾞｮﾆ-･ﾏﾝﾃﾞﾙ/
ﾎﾟ-ﾙ･ﾌﾗﾝｼｽ･
ｳｪﾌﾞｽﾀ-

ｱｽﾄﾗｯﾄﾞ･ｼﾞﾙﾍﾞ
ﾙﾄ

信田 かずお
他

3 真珠とり G.ﾋﾞｾﾞ-
ﾘｶﾙﾄﾞ･ｻﾝﾄｽ･ｵ
-ｹｽﾄﾗ

信田 かずお
他

4 ひき潮
ﾛﾊﾞ-ﾄ･ﾏｯｸｽｳｪ
ﾙ

ﾌﾗﾝｸ･ﾁｬｯｸｽﾌｨ
-ﾙﾄﾞ･ｵ-ｹｽﾄﾗ

信田 かずお
他

5 ｶ-ﾒﾙ ｼﾞｮ-･ｻﾝﾌﾟﾙ ｼﾞｮ-･ｻﾝﾌﾟﾙ 信田 かずお

6 ｲﾙｶに乗った少年（島の女より）
ﾀｷｽ･ﾓﾗｷｽ/ﾎﾟ
-ﾙ･ﾌﾗﾝｼｽ･ｳｪ
ﾌﾞｽﾀ-

映画音楽
信田 かずお
他

7 海につづく小径 村松 健 村松 健 信田 かずお

8 珊瑚礁の彼方に ｼﾞｬｯｸ･ﾋﾟｯﾄﾏﾝ ﾋﾞﾝｸﾞ･ｸﾛｽﾋﾞ- 信田 かずお

9 波 ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ 信田 かずお

10 貝殻 ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ 信田 かずお

えがおのｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ STAGE.4[ｿﾛと連
弾]おもちゃのｼﾝﾌｫﾆ-

1 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ･ﾎﾞﾗﾝﾀﾘ- ○ ｸﾗ-ｸ 大宝 博 大宝 博 2,900円 GP000253

2 ﾒﾇｴｯﾄ BWV Anh.115 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 大宝 博 大宝 博

3 ﾏ-ﾁ BWV Anh.122 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 大宝 博 大宝 博

4 ﾒﾇｴｯﾄ ﾍ長調 ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 大宝 博 大宝 博

5 ｶﾞﾎﾞｯﾄ ○ F.J.ｺﾞｾｯｸ 大宝 博 大宝 博

6 ﾄﾞｲﾂ舞曲 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 大宝 博 大宝 博

7 ﾄﾙｺ行進曲 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 大宝 博 大宝 博

8
歌劇「ﾎﾌﾏﾝ物語」より ﾎﾌﾏﾝの
舟歌

○ J.ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ 大宝 博 大宝 博

9 かっこうﾜﾙﾂ ○ ﾖﾅ-ｿﾝ 大宝 博 大宝 博

10 小さい妖精のﾜﾙﾂ ○ L.ｽﾄﾘ-ﾎﾞｯｸﾞ 大宝 博 大宝 博

11
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より ﾒﾛﾃﾞｨ-

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 大宝 博 大宝 博

12
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ 作品39よ
り 朝の祈り

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 大宝 博 大宝 博

13
30の子供の小品 作品27より
小さい歌

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 大宝 博 大宝 博

14 子供のために 第1巻 11番 ○ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 大宝 博 大宝 博

15 子供のために 第2巻 27番 冗 ○ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 大宝 博 大宝 博

16
おもちゃのｼﾝﾌｫﾆ- 第1楽章（連
弾）

○ L.ﾓ-ﾂｧﾙﾄ 大宝 博 大宝 博

17
おもちゃのｼﾝﾌｫﾆ- 第2楽章（連
弾）

○ L.ﾓ-ﾂｧﾙﾄ 大宝 博 大宝 博

18
おもちゃのｼﾝﾌｫﾆ- 第3楽章（連
弾）

○ L.ﾓ-ﾂｧﾙﾄ 大宝 博 大宝 博

19
ﾌﾙ-ﾄとﾊ-ﾌﾟのための協奏曲 第
2楽章（連弾）

○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 大宝 博 大宝 博
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20
ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞ-ｸ 第1楽章
（連弾）

○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 大宝 博 大宝 博

ｴﾘ-ｾﾞのために／ﾍﾞ-ﾄ-ｳﾞｪﾝ 1 ｴﾘ-ｾﾞのために L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 児嶋 一江 児島 一江 2,900円 GP000173

2
2声のｲﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 第8番 ﾍ長調
BWV.779

J.S.ﾊﾞｯﾊ 児嶋 一江 児島 一江

3 ｴｺｾ-ｽﾞ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 児嶋 一江 児島 一江

4 すみれ L.ｽﾄﾘ-ﾎﾞｯｸﾞ 児嶋 一江 児島 一江

5 ﾀﾝﾌﾞﾗﾝ J.P.ﾗﾓ- 児嶋 一江 児島 一江

6 人形の夢と目覚め T.ｴｽﾃﾝ 児嶋 一江 児島 一江

7
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第20番 作品49-2 第
1楽章 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾏ･ﾉﾝ･ﾄﾛｯﾎﾟ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 児嶋 一江 児島 一江

8
2声のｲﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 第13番 ｲ短調
BWV.784

J.S.ﾊﾞｯﾊ 児嶋 一江 児島 一江

9 花の歌 G.ﾗﾝｹﾞ 児嶋 一江 児島 一江

10
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より 勇敢な騎手

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 児嶋 一江 児島 一江

11
24の子供のためのやさしい小
品 作品39-20より 道化師

D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 児嶋 一江 児島 一江

12 ﾛﾝﾄﾞ ﾆ長調 K.485 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 児嶋 一江 児島 一江

ｴﾘｯｸ･ｻﾃｨ･ﾋﾟｱﾉﾜ-ｸｽ１ 1 ｼﾞﾑﾉﾍﾟﾃﾞｨ 第1番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々 2,900円 GP000185
2 ｼﾞﾑﾉﾍﾟﾃﾞｨ 第2番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

3 ｼﾞﾑﾉﾍﾟﾃﾞｨ 第3番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

4 ｸﾞﾉｼｴﾝﾇ 第1番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

5 ｸﾞﾉｼｴﾝﾇ 第2番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

6 ｸﾞﾉｼｴﾝﾇ 第3番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

7
冷たい小品集より 逃げださせ
る歌 1

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

8
冷たい小品集より 逃げださせ
る歌 2

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

9
冷たい小品集より 逃げださせ
る歌 3

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

10 ｼﾞｭ･ﾄｩ･ｳﾞ（おまえが欲しい） E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

11 ﾋﾟｶﾃﾞﾘ- E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

12 壁紙としての前奏曲 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

13 自動記述法より 船について E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

14 自動記述法より ﾗﾝﾌﾟについて E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

15 自動記述法より かぶとについ E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

ｴﾘｯｸ･ｻﾃｨ･ﾋﾟｱﾉﾜ-ｸｽ２ 1 乾からびた胎児より ﾅﾏｺの胎 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々 2,900円 GP000186

2
乾からびた胎児より 甲殻類の
胎児

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

3
乾からびた胎児より 柄眼類の
胎児

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

4
でぶっちょ木製人形へのｽｹｯﾁ
とからかいより ﾄﾙｺ風ﾁﾛﾙ山歌

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

5
でぶっちょ木製人形へのｽｹｯﾁ
とからかいより 痩せた踊り:あ
の諸氏のやり方で

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

6
でぶっちょ木製人形へのｽｹｯﾁ
とからかいより ｴｽﾊﾟﾆｬ-ﾆｬ

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

7
古い金貨と古い甲冑より 黄金
を商う商人の家で:13世紀のｳﾞｪ

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

8
古い金貨と古い甲冑より 甲冑
の踊り:ｷﾞﾘｼｬ時代

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

9
古い金貨と古い甲冑より ｷﾑﾌﾞﾘ
族の敗退:悪夢

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

10
最後から2番目の思想より 田園
相聞歌

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

11 最後から2番目の思想より 朝の E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

12 最後から2番目の思想より 瞑想 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

13
ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより 食欲をそ
そらないｺﾗ-ﾙ

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

14 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより ﾌﾞﾗﾝｺ E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

15 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより 狩り E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

16 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより ｲﾀﾘｱ喜劇 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

17
ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより 花嫁の目
覚め

E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

18 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより 目かくし鬼 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

19 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより 魚釣り E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

20 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより ﾖｯﾄ遊び E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

21 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより 海水浴 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

22 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより ｶ-ﾆﾊﾞﾙ E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々
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23 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより ｺﾞﾙﾌ E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

24 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより 蛸 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

25 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより 競馬 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

26 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより 陣とり遊 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

27 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより ﾋﾟｸﾆｯｸ E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

28 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより ｳｫ-ﾀ-･ｼｭ E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

29 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより ﾀﾝｺﾞ E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

30 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより そり E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

31 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより いちゃつ E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

32 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより 花火 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

33 ｽﾎﾟ-ﾂと気晴らしより ﾃﾆｽ E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

34 ﾉｸﾀ-ﾝ（ﾉｸﾁｭﾙﾇ）第1番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

35 ﾉｸﾀ-ﾝ（ﾉｸﾁｭﾙﾇ）第4番 E.ｻﾃｨ 浜口 奈々 浜口 奈々

おしゃれなﾊ-ﾓﾆ- STAGE.6[ｿﾛと連
弾]野ばらに寄す

1 ｴﾘ-ｾﾞのために ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子 2,900円 GP000255

2
2つのｿﾅﾁﾈ Anh.5より ﾄ長調
第1楽章 ﾓﾃﾞﾗ-ﾄ

○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

3
2つのｿﾅﾁﾈ Anh.5より ﾄ長調
第2楽章 ﾛﾏﾝﾂｪ

○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

4
｢こちらへおいで美しいﾄﾞﾘ-ﾅ｣に
よる7つの変奏曲 作品7 ﾃ-ﾏ

○ C.M.V.ｳﾞｪｰﾊﾞｰ 竹原 暁子 竹原 暁子

5 前奏曲 作品28-7 ｲ長調 ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

6
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より 楽しき農夫

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

7
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より はじめての
悲しみ

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

8
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ 作品39よ
り 甘い夢

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 竹原 暁子 竹原 暁子

9
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ 作品39よ
り ﾌﾗﾝｽの古い歌

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 竹原 暁子 竹原 暁子

10
30の子供の小品 作品27より お
どり

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 竹原 暁子 竹原 暁子

11
30の子供の小品 作品27より ﾄｯ
ｶﾃｨ-ﾅ

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 竹原 暁子 竹原 暁子

12 前奏曲 作品11-5 ○ A.ｽｸﾘｬﾋﾞﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

13
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑより ｱﾝﾀﾞﾝ
ﾃｨ-ﾉ

○ ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

14
森のｽｹｯﾁ 作品51より 野ばら
に寄す

○ E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ 竹原 暁子 竹原 暁子

15 ﾗﾃﾞｯｷ-行進曲 作品226（連弾） ○ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅠ世 竹原 暁子 竹原 暁子

16 春の声 作品410（連弾） ○ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世 竹原 暁子 竹原 暁子

17 ﾋﾟﾁｶ-ﾄ･ﾎﾟﾙｶ（連弾） ○ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世 竹原 暁子 竹原 暁子

18 美しく青きﾄﾞﾅｳ 作品314（連弾） ○ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世 竹原 暁子 竹原 暁子

おすましﾘﾊ-ｻﾙ STAGE.7[ｿﾛと連
弾]ﾄﾛｲﾒﾗｲ

1 ﾀﾝﾌﾞﾗﾝ ○ J.P.ﾗﾓ- 上原 由記音 上原 由記音 2,900円 GP000256

2 ﾁｪﾝﾊﾞﾛ･ｿﾅﾀ ﾆ短調 L.413 ○ D.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ 上原 由記音 上原 由記音

3
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｶﾞﾎﾞｯﾄ

○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 上原 由記音 上原 由記音

4 かっこう ○ L.C.ﾀﾞｶﾝ 上原 由記音 上原 由記音

5 ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 WoO.10-2 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 上原 由記音 上原 由記音

6 即興曲 作品142-3 ﾃ-ﾏ ○ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 上原 由記音 上原 由記音

7 前奏曲 作品28-4 ﾎ短調 ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 上原 由記音 上原 由記音

8
無言歌集 第2巻 作品30より ﾍﾞ
ﾆｽの舟歌 第2

○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 上原 由記音 上原 由記音

9 6つの歌 作品34より 歌の翼に F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 上原 由記音 上原 由記音

10
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より 小さなﾛﾏﾝ

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 上原 由記音 上原 由記音

11
子供の情景 作品15より 夢（ﾄﾛ
ｲﾒﾗｲ）

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 上原 由記音 上原 由記音

12
組曲「ﾊ-ﾘ･ﾔ-ﾉｼｭ」より ｳｨ-ﾝの
音楽時計

○ Z.ｺﾀﾞ-ｲ 上原 由記音 上原 由記音

13 3つのｵﾚﾝｼﾞへの恋より 行進曲 ○ ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ 上原 由記音 上原 由記音

14
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形｣ 作
品71aより 小さな序曲（連弾）

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 上原 由記音 上原 由記音

15
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形｣ 作
品71aより 行進曲 (連弾）

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 上原 由記音 上原 由記音

16
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形｣ 作
品71aより こんぺい糖の踊り

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 上原 由記音 上原 由記音
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17
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形｣ 作
品71aより ﾛｼｱの踊り(ﾄﾚﾊﾟｯｸ）
(連弾）

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 上原 由記音 上原 由記音

18
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形｣ 作
品71aより 花のﾜﾙﾂ (連弾）

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 上原 由記音 上原 由記音

乙女の祈り／ﾊﾞﾀﾞｼﾞｪﾌｽｶ 1 乙女の祈り T.ﾊﾞﾀﾞｼﾞｪﾌｽｶ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子 2,900円 GP000174

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第15番 K.545 第1楽
章 ｱﾚｸﾞﾛ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

3 紡ぎ歌 A.ｴﾙﾒﾝﾗｲﾋ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

4 かっこう L.C.ﾀﾞｶﾝ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

5
2声のｲﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 第1番 ﾊ長調
BWV.772

J.S.ﾊﾞｯﾊ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

6
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より 楽しき農夫

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

7 ｿﾅﾁﾈ 第1番 作品13-1 第3楽 D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

8 四季 作品37aより 舟歌（6月) P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

9
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｶﾞﾎﾞｯﾄ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

10 ﾜﾙﾂ P.ﾃﾞｭﾗﾝ 蓼沼 恵美子 蓼沼 恵美子

ｵﾍﾟﾗ･ｱ･ﾗ･ｶﾙﾄ 1 歌劇「椿姫」より 乾杯の歌 G.F.F.ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 佐藤 俊 佐藤 俊　他 2,900円 GP000009

2
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 第1幕への前
奏曲

G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 佐藤 俊　他

3 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より ﾊﾊﾞﾈﾗ G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 佐藤 俊　他

4 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より ｾｷﾞﾃﾞｨ-ﾘｬ G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 佐藤 俊　他

5 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 闘牛士の歌 G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 佐藤 俊　他

6
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 第4幕への間
奏曲 ｱﾗｺﾞﾈ-ｾﾞ

G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 佐藤 俊　他

7
歌劇「蝶々夫人」より ある晴れ
た日に

G.ﾌﾟｯﾁ-ﾆ 三木 香代 佐藤 俊　他

8
歌劇「ｶﾊﾞﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶ-ﾅ」より
間奏曲

P.ﾏｽｶ-ﾆ 小佐野 圭 佐藤 俊　他

9 歌劇「ﾌｨｶﾞﾛの結婚」序曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 今井 顕 佐藤 俊　他

10 歌劇「魔笛」序曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 今井 顕 佐藤 俊　他

11 ﾒﾘ-･ｳｨﾄﾞｳのﾜﾙﾂ F.ﾚﾊ-ﾙ 関 孝弘 佐藤 俊　他

ｵﾙｺﾞｰﾙ風ｱﾚﾝｼﾞで弾く ｸﾘｽﾏｽﾒﾛ
ﾃﾞｨｰ

1
ｼﾞﾝｸﾞﾙ･ﾍﾞﾙ ☆ｿﾌﾄ制作上､楽譜
と曲順が違っております

○ J.S.ﾋﾟｱﾎﾟﾝﾄ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 2,900円 GP000624

2 おめでとうｸﾘｽﾏｽ ○ ｲｷﾞﾘｽ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

3 赤鼻のﾄﾅｶｲ ○ ｼﾞｮﾆ-･ﾏ-ｸｽ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

4 ｻﾝﾀが町にやってくる ○ J.ﾌﾚｯﾄﾞ･ｸ-ﾂ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

5 ﾏﾏがｻﾝﾀにｷｽをした ○ ﾄﾐ-･ｺﾅ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

6
ひいらぎかざろう（讃美歌 第2
編 第129番）

○ ｳｪ-ﾙｽﾞ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

7 そりすべり ○ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

8
あら野のはてに（讃美歌 第106
番）

○ ﾌﾗﾝｽ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

9 牧人ひつじを（讃美歌 第103 ○ ｲｷﾞﾘｽ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

10
もろびとこぞりて（讃美歌 第112
番）

○ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ ｸﾗｼｯｸ

11 きよしこの夜（讃美歌 第109番） ○ ﾌﾗﾝﾂ･ｸﾞﾙ-ﾊﾞ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

12 もみの木 ○ ﾄﾞｲﾂ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

13 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ（ｸﾞﾉ-） ○ C.F.ｸﾞﾉ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

14 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ（ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ） ○ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

15
ｵ-･ﾎ-ﾘ-･ﾅｲﾄ（讃美歌 第2編
第219番）

○ ｱﾀﾞﾑ（讃美歌） ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

16 ｼﾙﾊﾞ-･ﾍﾞﾙ ○ ｼﾞｪｲ･ﾘﾋﾞﾝｸﾞｽﾄ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

17 ｳｨﾝﾀ-･ﾜﾝﾀﾞ-ﾗﾝﾄﾞ ○
ﾌｪﾘｯｸｽ･ﾊﾞ-ﾅ-
ﾄﾞ/ﾘｯｸ･ｽﾐｽ

ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

18 ﾎﾜｲﾄ･ｸﾘｽﾏｽ ○ ｱ-ｳﾞｨﾝｸﾞ･ﾊﾞ-ﾘ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ

19 ﾗｽﾄ･ｸﾘｽﾏｽ ○ ｼﾞｮ-ｼﾞ･ﾏｲｹﾙ WHAM!

20 恋人たちのｸﾘｽﾏｽ ○
ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘ-/
ｳｫﾙﾀ-･ｱﾌｧﾅｼ

Mariah Carey

21 戦場のﾒﾘ-･ｸﾘｽﾏｽ ○ 坂本 龍一 坂本 龍一

22 雪のｸﾘｽﾏｽ ○
吉田 美和/中
村 正人

Dreams Come
True

23 ｸﾘｽﾏｽ･ｲﾌﾞ ○ 山下 達郎 山下 達郎

対応楽譜（絶版）　品番：GTP658250 24
くるみ割り人形ﾒﾄﾞﾚ-（行進曲～
こんぺい糖のおどり～花のﾜﾙ

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- ｸﾗｼｯｸ

鏡／ﾗｳﾞｪﾙ 1 鏡より 蛾 M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々 2,900円 GP000195
2 鏡より 悲しい鳥たち M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々

3 鏡より 洋上の小舟 M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々

4 鏡より 道化師の朝の歌 M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々
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5 鏡より 鐘の谷 M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々

6 古風なﾒﾇｴｯﾄ M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々

7 亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧ-ﾇ M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々 浜口 奈々

歌劇「ｶﾙﾒﾝ」名曲集／ﾋﾞｾﾞ- 1
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 第1幕への前
奏曲

G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博 2,900円 GP000153

2 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より ﾊﾊﾞﾈﾗ G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博

3
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より ﾎｾとﾐｶｴﾗの
二重唱「聞かせておくれ おふく
ろの話」

G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博

4 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より ｾｷﾞﾃﾞｨ-ﾘｬ G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博

5
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 第2幕への間
奏曲「ｱﾙｶﾗの竜騎兵」

G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博

6 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より ｼﾞﾌﾟｼ-の歌 G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博

7 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 闘牛士の歌 G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博

8 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 花の歌 G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博

9
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 第3幕への間
奏曲

G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博

10 歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より ｶﾙﾀの歌 G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博

11
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 第4幕への間
奏曲 ｱﾗｺﾞﾈ-ｾﾞ

G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博

12
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より ｶﾙﾒﾝとﾎｾの
二重唱 ﾌｨﾅ-ﾚ

G.ﾋﾞｾﾞ- 大宝 博 大宝 博

歌劇「ﾌｨｶﾞﾛの結婚」序曲／ﾓ-ﾂｧﾙﾄ 1 歌劇「ﾌｨｶﾞﾛの結婚」序曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 今井 顕 今井 顕 2,900円 GP000154
2 歌劇「魔笛」序曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 今井 顕 今井 顕

3 歌劇「ﾄﾞﾝ･ｼﾞｮﾊﾞﾝﾆ」序曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 今井 顕 今井 顕

4 歌劇「後宮からの誘拐」序曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 今井 顕 今井 顕

5 歌劇「ｺｼ･ﾌｧﾝ･ﾄｩｯﾃ」序曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 今井 顕 今井 顕

6 歌劇「ﾃｨﾄｽ」序曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 今井 顕 今井 顕

歌劇「ﾛ-ｴﾝｸﾞﾘﾝ」結婚行進曲／ﾜ-ｸﾞ
ﾅ-

1
楽劇「ﾄﾘｽﾀﾝとｲｿﾞﾙﾃﾞ」より 第
一幕への前奏曲

R.ﾜｰｸﾞﾅｰ 大宝 博 大宝 博 2,900円 GP000155

2 楽劇「ﾄﾘｽﾀﾝとｲｿﾞﾙﾃﾞ」より 愛 R.ﾜｰｸﾞﾅｰ 大宝 博 大宝 博

3
楽劇「ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸﾞのﾏｲｽﾀ-ｼﾞﾝｶﾞ
-」より 第一幕への前奏曲

R.ﾜｰｸﾞﾅｰ 大宝 博 大宝 博

4
歌劇「ﾛ-ｴﾝｸﾞﾘﾝ」より 第三幕へ
の前奏曲～結婚行進曲

R.ﾜｰｸﾞﾅｰ 大宝 博 大宝 博

楽興の時 第3番／ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 1
ﾊ-ﾌﾟｼｺ-ﾄﾞ組曲 第1巻 第5曲 調
子のよい鍛冶屋

G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 高橋 裕希子 高橋 裕希子 2,900円 GP000177

2 楽興の時 作品94-3 ﾍ短調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

3
ﾜﾙﾂ 第4番 ﾍ長調 作品34-3
「華麗なる円舞曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

4
無言歌集 第5巻 作品62より 春
の歌

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

5
無言歌集 第6巻 作品67より 紡
ぎ歌

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

6 ﾉｸﾀ-ﾝ 第1番 変ﾛ短調 作品9-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

7 小さな黒ん坊 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

8 即興曲 作品142-2 変ｲ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

9 ﾜﾙﾂ 第10番 ﾛ短調 作品69-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

10 ﾜﾙﾂ 第7番 嬰ﾊ短調 作品64-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ-：30の子供の小品 1 ﾜﾙﾂのように ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一 2,900円 GP000236
2 小さい歌 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

3 ｴﾁｭ-ﾄﾞ ｲ短調 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

4 川辺の夜 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

5 ﾎﾞ-ﾙあそび ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

6 かなしい物語 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

7 むかしのおどり ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

8 子守歌 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

9 小さな童話 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

10 おどけ ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

11 ﾛﾝﾄﾞ ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

12 ﾄｯｶﾃｨ-ﾅ ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

13 いたずら ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

14 ｽｹﾙﾂｵ ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

15 ﾏ-ﾁ ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

16 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

17 しばふの上のおどり ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

18 ｿﾅﾁﾈ ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

19 戦士のおどり ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

20 みじかいお話 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

21 ついせき ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

22 物語 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一
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23 ふぶき ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

24 ｴﾁｭ-ﾄﾞ ﾍ長調 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

25 ﾉｳﾞｪﾚｯﾃ ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

26 ｴﾁｭ-ﾄﾞ ｲ長調 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

27 おどり ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

28 気まぐれ ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

29 騎士 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

30 ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸな小曲 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

華麗なるｳｨﾝﾅ･ﾜﾙﾂの世界／ｼｭﾄﾗｳ
ｽ

1 こうもり J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ- 2,900円 GP000160

2 ｵ-ｽﾄﾘｱの村つばめ 作品164 J.ｼｭﾄﾗｳｽ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

3 ﾛｼｱ行進曲 作品426 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

4 ｹｯﾃﾝﾌﾞﾘｭｯｹ･ﾜﾙﾂ 作品4 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

5
ﾘｽﾄのﾓﾃｨ-ﾌによるﾌﾘｵ-ｿ･ｷﾞｬ
ﾛｯﾌﾟ

J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

6 恋人のﾜﾙﾂ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

季節のｲ-ｼﾞ-ﾘｽﾆﾝｸﾞ 夏／夏の日の
恋

1 ひまわり ﾍﾝﾘ-･ﾏﾝｼ-ﾆ ﾍﾝﾘ-･ﾏﾝｼ-ﾆ
信田 かずお/
深井 克則/今
泉 敏郎

2,900円 GP000408

2 ﾌﾞﾙ-･ﾊﾜｲ（ﾜｲｷｷの結婚より）
ﾗﾙﾌ･ﾚｲﾝｼﾞｬ-/
ﾚｵ･ﾛﾋﾞﾝ

ｴﾙｳﾞｨｽ･ﾌﾟﾚｽﾘ
-

信田 かずお/
深井 克則/今
泉 敏郎

3 ｻﾏ-ﾀｲﾑ（ﾎﾟ-ｷﾞ-とﾍﾞｽより） ｶﾞ-ｼｭｲﾝ
ｼﾞｮ-ｼﾞ･ｶﾞ-ｼｭｲ
ﾝ

信田 かずお/
深井 克則/今
泉 敏郎

4 ｳﾞｪﾆｽの夏の日（旅情より）
ｱﾚｯｻﾝﾄﾞﾛ･ﾁｺﾆ
-ﾆ

映画音楽
信田 かずお/
深井 克則/今
泉 敏郎

5
夏の日の恋（避暑地の出来事
より）

ﾏｯｸｽ･ｽﾀｲﾅ- ﾊﾟ-ｼ-･ﾌｪｲｽ
信田 かずお/
深井 克則/今
泉 敏郎

6 真珠とり G.ﾋﾞｾﾞ-
ﾘｶﾙﾄﾞ･ｻﾝﾄｽ･ｵ
-ｹｽﾄﾗ

信田 かずお/
深井 克則/今
泉 敏郎

7 ひき潮
ﾛﾊﾞ-ﾄ･ﾏｯｸｽｳｪ
ﾙ

ﾌﾗﾝｸ･ﾁｬｯｸｽﾌｨ
-ﾙﾄﾞ･ｵ-ｹｽﾄﾗ

信田 かずお/
深井 克則/今
泉 敏郎

8 さらば夏の日 ﾌﾗﾝｼｽ･ﾚｲ ﾌﾗﾝｼｽ･ﾚｲ
信田 かずお/
深井 克則/今
泉 敏郎

9 ｾｲﾘﾝｸﾞ
ｷﾞｬｳﾞｨﾝ･ｻｻﾞﾗﾝ
ﾄﾞ

ﾛｯﾄﾞ･ｽﾁｭｱ-ﾄ
信田 かずお/
深井 克則/今
泉 敏郎

10 ｻﾏ-･ｻﾝﾊﾞ ﾏﾙｸｽ･ｳﾞｧﾚ
ｱﾝﾄﾆｵ･ｶﾙﾛｽ･
ｼﾞｮﾋﾞﾝ

信田 かずお/
深井 克則/今
泉 敏郎

季節のｲ-ｼﾞ-ﾘｽﾆﾝｸﾞ 春／花のﾜﾙﾂ 1
四月の思い出（ﾗｲﾄﾞ･ｴﾑ･ｶｳﾎﾞ-
ｲより）

ｼﾞ-ﾝ･ﾎﾟ-ﾙ 映画音楽
今泉 敏郎/信
田 かずお/三
木 香代

2,900円 GP000411

2 春がいっぱい ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾍﾞﾈｯﾄ ｼｬﾄﾞｳｽﾞ
今泉 敏郎/信
田 かずお/三
木 香代

3
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより 花のﾜﾙﾂ

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 今泉 敏郎
今泉 敏郎/信
田 かずお/三
木 香代

4 愛と青春の旅立ち
ﾊﾞﾌｨ-･ｾﾝﾄﾒﾘ-/
ｼﾞｬｯｸ･ﾆｯﾂｪ

ｼﾞｮ-･ｺｯｶ-＆
ｼﾞｪﾆﾌｧ-･ｳｫ-ﾝ
ｽﾞ

今泉 敏郎/信
田 かずお/三
木 香代

5 春はここに <ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｲｽﾞ･ﾋｱ>
ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ﾛｼﾞｬ-ｽ
/ﾛﾚﾝﾂ･ﾊ-ﾄ

ﾐｭ-ｼﾞｶﾙ
今泉 敏郎/信
田 かずお/三
木 香代

6
無言歌集 第5巻 作品62より 春
の歌

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 今泉 敏郎
今泉 敏郎/信
田 かずお/三
木 香代

7 春の如く（ｽﾃ-ﾄ･ﾌｪｱより）
ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ﾛｼﾞｬ-ｽ
/ｵｽｶ-･ﾊﾏ-ｽﾀ
ｲﾝⅡ世

ﾐｭ-ｼﾞｶﾙ
今泉 敏郎/信
田 かずお/三
木 香代

8
六つのﾋﾟｱﾉ小品 作品32より 春
のささやき

ｸﾘｽﾁｬﾝ･ｼﾝﾃﾞｨ
ﾝｸﾞ

三木 香代
今泉 敏郎/信
田 かずお/三
木 香代
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9 春の声 作品410 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世 三木 香代
今泉 敏郎/信
田 かずお/三
木 香代

10 桜んぼの実る頃 ｱﾝﾄﾜ-ﾇ･ﾙﾅ-ﾙ
ｼﾞｬﾝ･ﾊﾞﾁｽﾄ･ｸﾚ
ﾏﾝ

今泉 敏郎/信
田 かずお/三
木 香代

季節のｲ-ｼﾞ-ﾘｽﾆﾝｸﾞ 冬／ｴｽﾄﾚﾘ-ﾀ 1 白い恋人たち ﾌﾗﾝｼｽ･ﾚｲ ﾎﾟ-ﾙ･ﾓ-ﾘｱ
信田 かずお/
今泉 敏郎/秦
万里子

2,900円 GP000410

2
この愛に生きる（ｱｲｽ･ｷｬｯｽﾙよ
り）

ﾏ-ｳﾞｨﾝ･ﾊﾑﾘｯ
ｼｭ/ｷｬﾛﾙ･ﾍﾞｲﾔ
-･ｾｲｼﾞｬ-

映画音楽
信田 かずお/
今泉 敏郎/秦
万里子

3
森のｽｹｯﾁ 作品51より 野ばら
に寄す

E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ 今泉 敏郎
信田 かずお/
今泉 敏郎/秦
万里子

4 ｳｲﾝﾀ-･ﾜﾝﾀﾞ-ﾗﾝﾄﾞ
ﾌｪﾘｯｸｽ･ﾊﾞ-ﾅ-
ﾄﾞ/ﾘｯｸ･ｽﾐｽ

ｱﾝﾄﾞﾘｭ-･ｼｽﾀ-
ｽﾞ

信田 かずお/
今泉 敏郎/秦
万里子

5 愛はかげろうのように ｹﾆ-･ﾊ-ｼｭ ｼｬ-ﾘ-ﾝ
信田 かずお/
今泉 敏郎/秦
万里子

6 ﾍﾟﾁｶ 山田 耕筰 童謡･唱歌
信田 かずお/
今泉 敏郎/秦
万里子

7 ｳｨﾝﾀ-･ﾒﾛﾃﾞｨ
ﾄﾞﾅ･ｻﾏ-/ﾋﾟ-ﾀ-
･ﾍﾞﾛｯﾃ/ｼﾞｮﾙｼﾞ
ｵ･ﾓﾛﾀﾞ-

ﾄﾞﾅ･ｻﾏ-
信田 かずお/
今泉 敏郎/秦
万里子

8 四季 作品37aより ﾄﾛｲｶ（11月) P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 今泉 敏郎
信田 かずお/
今泉 敏郎/秦
万里子

9 ｴｽﾄﾚﾘ-ﾀ（小さな星より） ﾎﾟﾝｾ
ｻﾞﾋﾞｱ･ｸｶﾞ-ﾄ楽
団

信田 かずお/
今泉 敏郎/秦
万里子

10 愛の残り火 ﾗﾝﾃﾞｨ-･ｸﾞｯﾄﾞﾗﾑ ｱﾝ･ﾏﾚ-
信田 かずお/
今泉 敏郎/秦
万里子

きよしこの夜 1
もろびとこぞりて（讃美歌 第112
番）

G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

2,900円 GP000465

2 牧人ひつじを（讃美歌 第103
番）

ｲｷﾞﾘｽ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

3 いつくしみ深き（讃美歌 第312
番）

民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

4 天なる神には（讃美歌 第114
番）

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｳｨﾘｽ/
ｴﾄﾞﾓﾝﾄﾞ･ｼｱ-ｽﾞ

ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

5 いざうたえ（讃美歌 第108番） ｼﾁﾘｱ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

6
神の御子は今宵しも（讃美歌
第111番）

民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

7
あら野のはてに（讃美歌 第106
番）

ﾌﾗﾝｽ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

8 天にはさかえ（讃美歌 第98番） F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

9 ああﾍﾞﾂﾚﾍﾑよ（讃美歌 第115
番）

ﾙｲｽ･ﾚｯﾄﾞﾅ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

10 きよしこの夜 F.ｸﾞﾙ-ﾊﾞ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

ｷﾗｷﾗ星変奏曲／ﾓ-ﾂｧﾙﾄ 1 6つの歌 作品34より 歌の翼に F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 志村 泉 志村 泉 2,900円 GP000175

2
子供の情景 作品15より 夢（ﾄﾛ
ｲﾒﾗｲ)

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 志村 泉 志村 泉

3
｢ああ､お母さん､あなたに申し
ましょう｣による12の変奏曲 ﾊ長
調 K.265 ｷﾗｷﾗ星変奏曲

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 志村 泉 志村 泉

4 ﾁｪﾝﾊﾞﾛ･ｿﾅﾀ ﾊ長調 L.104 D.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ 志村 泉 志村 泉

5 四季 作品37aより ﾄﾛｲｶ（11月) P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 志村 泉 志村 泉

6 ﾜﾙﾂ 作品39-15 変ｲ長調 J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ 志村 泉 志村 泉

7 幻想小曲集 作品12より 夕べに R.A.ｼｭｰﾏﾝ 志村 泉 志村 泉

8
無言歌集 第2巻 作品30より ﾍﾞ
ﾆｽの舟歌 第2

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 志村 泉 志村 泉

9
3声のｲﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ（ｼﾝﾌｫﾆｱ）第11
番 ﾄ短調 BWV.797

J.S.ﾊﾞｯﾊ 志村 泉 志村 泉

10 ﾏｽﾞﾙｶ 第5番 変ﾛ長調 作品7-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 志村 泉 志村 泉

ｷﾞﾛｯｸ 魅力の小品集 演奏：岡原慎 1 ｳｨﾝﾅｰﾜﾙﾂ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000635
2 悲しいﾜﾙﾂ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 森の妖精 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

4 魔法の木 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

5 祭り W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

6 聖日 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

7 森のざわめき W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

8 色あせた手紙 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

9 秋のｽｹｯﾁ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

10 ｾﾚﾅｰﾄﾞ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

11 なつかしいｳﾞｧﾚﾝﾀｲﾝ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

12 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙの沼 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

13 荒れ果てた農園 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

14 ﾜﾙﾂｴﾁｭｰﾄﾞ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

15 雨の日のふんすい W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

16 雪の日のｿﾘのﾍﾞﾙ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

17 ｸﾗｼｯｸｶｰﾆﾊﾞﾙ（1）宮廷のｺﾝｻｰ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

18 ｸﾗｼｯｸｶｰﾆﾊﾞﾙ（2）聖体行列 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

19
ｸﾗｼｯｸｶｰﾆﾊﾞﾙ（3）ｶｰﾆﾊﾞﾙの舞
踏会

W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

20 金魚 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

21 ｿﾅﾁﾈ 第1楽章 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

22 ｿﾅﾁﾈ 第2楽章 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

23 ｿﾅﾁﾈ 第3楽章 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

ｷﾞﾛｯｸ：子供のﾋﾟｱﾉｱﾙﾊﾞﾑ 1 ｴｵﾘｱﾝ・ﾊ-ﾌﾟ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一 2,900円 GP000235
2 小組曲 ﾄ短調 1.ﾘﾊ-ｻﾙ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

3 小組曲 ﾄ短調 4.仮面舞踏会 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

4 御前演奏 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

5 小組曲 ﾎ短調 1.ﾘｭ-ﾄ業者 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

6
小組曲 ﾎ長調 2.年老いた乳母
の子もり歌

○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

7 小組曲 ﾎ短調 3.たか狩り ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

8 しんきろう W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

9 風車 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

10 ｳｲﾝﾅ-･ﾜﾙﾂ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

11 悲しいﾜﾙﾂ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

12 古い農民歌 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

13 ﾌﾗﾝｽ人形 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

14 ｶﾌﾟﾘｯﾁｴｯﾄ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

15 森の伝説 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

16 森の妖精 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

17 教会の鐘 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

18 魔法の木 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

19 ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

20 ｴﾁｭ-ﾄﾞ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

21 ﾜﾙﾂ･ｴﾁｭ-ﾄﾞ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

22 雨の日のふんすい W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

23 雪の日のｿﾘのﾍﾞﾙ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

24 金魚 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

25
小組曲 ﾄ短調 2.踊りの先生～
3.皇族ﾌﾟﾘﾝｾｽ

○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

ｷﾞﾛｯｸ：叙情小曲集 1 森のざわめき ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一 2,900円 GP000234
2 海の風景 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

3 十月の朝 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

4 荒れ果てた舞踏室 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

5 伝説 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

6 間奏曲 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

7 人魚の歌 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

8 夏のあらし ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

9 色あせた手紙 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

10 とんぼ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

11 月の光 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

12 秋のｽｹｯﾁ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

13 中国人の行列 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

14 冬の風景 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

15 ｾﾚﾅ-ﾄﾞ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

16 小鳥は歌う W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

17 ﾀﾞｲｱﾅの泉 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

18 まぼろしの騎士 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

19 飛翔 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

20 音もなく降る雪 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

21 夜想曲 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

22 夜の旅行 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

23 なつかしのﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

24 魔女の猫 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

25 ｿﾅﾁﾈ ﾊ長調 第1楽章 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

26 ｿﾅﾁﾈ ﾊ長調 第2楽章 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

27 ｿﾅﾁﾈ ﾊ長調 第3楽章 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 綾部 孝一 綾部 孝一

組曲「動物の謝肉祭」／ｻﾝ=ｻ-ﾝｽ 1
組曲「動物の謝肉祭」より 序奏
とﾗｲｵﾝの王様の行進（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

2,900円 GP000162

2
組曲「動物の謝肉祭」より おん
どりめんどり（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

3
組曲「動物の謝肉祭」より 野生
のﾛﾊﾞ（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

4
組曲「動物の謝肉祭」より 亀
（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

5
組曲「動物の謝肉祭」より 象
（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

6
組曲「動物の謝肉祭」より ｶﾝｶﾞ
ﾙ-（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

7
組曲「動物の謝肉祭」より 水族
館（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

8
組曲「動物の謝肉祭」より 耳の
長い登場人物（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

9
組曲「動物の謝肉祭」より 森の
奥に住むかっこう（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

10
組曲「動物の謝肉祭」より 大き
な鳥かご（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

11
組曲「動物の謝肉祭」より ﾋﾟｱﾆ
ｽﾄ（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

12
組曲「動物の謝肉祭」より 化石
（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

13
組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥
（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

14
組曲「動物の謝肉祭」より 終曲
（連弾)

C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

15
ﾋﾟｱﾉ曲集「物語｣ より 小さな白
ﾛﾊﾞ（連弾)

J.ｲﾍﾞ-ﾙ
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

組曲「ﾎﾞｸのおもちゃ箱」[参考楽譜
全音楽譜出版社]

1 ﾌﾟﾛﾛ-ｸﾞ 中森 智佳子 中森 智佳子 中森 智佳子 1,900円 GP000593

2 お昼寝くまさん 中森 智佳子 中森 智佳子 中森 智佳子

3 逃げだした機関車 中森 智佳子 中森 智佳子 中森 智佳子

4 忘れられたお人形 中森 智佳子 中森 智佳子 中森 智佳子

5 空飛ぶ木馬 中森 智佳子 中森 智佳子 中森 智佳子

6 くるくる変わる万華鏡 中森 智佳子 中森 智佳子 中森 智佳子

7 ｴﾋﾟﾛ-ｸﾞ 中森 智佳子 中森 智佳子 中森 智佳子

ｸﾗｼｶﾙ･ﾗﾌﾞｻｳﾝｽﾞ 1 愛の夢 第3番 F.ﾘｽﾄ 山下 葉子 北野 実　他 2,900円 GP000010

2 恋人のﾜﾙﾂ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

北野 実　他

3 春の声 作品410 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世 小西 理枝 北野 実　他

4 ﾉｸﾀ-ﾝ 第2番 変ﾎ長調 作品9-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 浜口 奈々 北野 実　他

5 6つの歌 作品34より 歌の翼に F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 志村 泉 北野 実　他

6
無言歌集 第5巻 作品62より 春
の歌

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 高橋 裕希子 北野 実　他

7 白鳥の湖より ﾜﾙﾂ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 小西 理枝 北野 実　他

8
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 作品13「悲愴」
第2楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ･ｶﾝﾀ-ﾋﾞﾚ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 山下 葉子 北野 実　他

ｸﾗｼｯｸ珠玉の名曲ｱﾙﾊﾞﾑ ｱﾆﾄﾗの
踊り／ｸﾞﾘ-ｸﾞ

1 南国のﾊﾞﾗ 作品388 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世 三木 香代 三木 香代 2,900円 GP000167

2
ﾍﾟ-ﾙ･ｷﾞｭﾝﾄ 第1組曲より ｱﾆﾄﾗ
の踊り

E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 三木 香代 三木 香代

3
歌劇「蝶々夫人」より ある晴れ
た日に

G.ﾌﾟｯﾁ-ﾆ 三木 香代 三木 香代

4 ｶﾀﾘ･ｶﾀﾘ ｶﾙﾃﾞｨﾙﾛ ﾏﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ﾓﾅｺ 三木 香代

5 ｶﾞﾎﾞｯﾄ F.J.ｺﾞｾｯｸ 三木 香代 三木 香代

6
王宮の花火の音楽より ﾌﾞ-ﾚとﾒ
ﾇｴｯﾄ

G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 三木 香代 三木 香代

7
弦楽四重奏曲 第77番「皇帝」
第2楽章

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 三木 香代 三木 香代

8 ﾌ-ｶﾞ ﾄ短調 J.S.ﾊﾞｯﾊ 三木 香代 三木 香代

ｸﾗｼｯｸ珠玉の名曲ｱﾙﾊﾞﾑ 円舞曲
「金と銀」／ﾚﾊ-ﾙ

1 円舞曲「金と銀」 F.ﾚﾊ-ﾙ 佐藤 俊 佐藤 俊 2,900円 GP000168

2 歌劇「椿姫」より 乾杯の歌 G.F.F.ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 佐藤 俊 佐藤 俊

3 ﾗ･ｺﾞﾛﾝﾄﾞﾘ-ﾅ ｾﾗﾃﾞ-ﾙ 佐藤 俊 佐藤 俊

4 ﾊﾝｶﾞﾘ-舞曲 第5番 J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ 佐藤 俊 佐藤 俊
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

5
組曲「ﾊ-ﾘ･ﾔ-ﾉｼｭ」より ｳｨ-ﾝの
音楽時計

Z.ｺﾀﾞ-ｲ 佐藤 俊 佐藤 俊

6 おもちゃの兵隊の行進 L.ｲｴｯｾﾙ 佐藤 俊 佐藤 俊

7
歌劇「ｵﾙﾌｪｵとｴｳﾘﾃﾞｨ-ﾁｪ」より
精霊の踊り

C.W.ｸﾞﾙｯｸ 佐藤 俊 佐藤 俊

8 ﾕﾓﾚｽｸ 作品101-7 A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞ-ｸ 佐藤 俊 佐藤 俊

ｸﾗｼｯｸ珠玉の名曲ｱﾙﾊﾞﾑ ﾄﾞﾅｳ川の
さざ波／ｲｳﾞｧﾉｳﾞｨﾁ

1 ﾄﾞﾅｳ河のさざ波 I.ｲｳﾞｧﾉｳﾞｨﾁ 小佐野 圭 小佐野 圭 2,900円 GP000166

2
歌劇「ｶﾊﾞﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶ-ﾅ」より
間奏曲

P.ﾏｽｶ-ﾆ 小佐野 圭 小佐野 圭

3 歌劇「ｻﾄﾞｺ」より ｲﾝﾄﾞの歌 ﾘﾑｽｷ-=ｺﾙｻｺﾌ 小佐野 圭 小佐野 圭

4 ﾗ･ﾊﾟﾛﾏ S.ｲﾗﾃﾞｨｴﾙ 小佐野 圭 小佐野 圭

5
ｽﾗｳﾞ舞曲 第2集 作品72 第2番
ﾎ短調

A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞ-ｸ 小佐野 圭 小佐野 圭

6 交響詩「ﾓﾙﾀﾞｳ」 B.ｽﾒﾀﾅ 小佐野 圭 小佐野 圭

7 ﾊｲｹﾝｽのｾﾚﾅ-ﾃﾞ J.ﾊｲｹﾝｽ 小佐野 圭 小佐野 圭

8 愛の悲しみ F.ｸﾗｲｽﾗ- 小佐野 圭 小佐野 圭

ｸﾗｼｯｸ珠玉の名曲ｱﾙﾊﾞﾑ ﾎﾌﾏﾝの
舟歌／ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ

1 美しく青きﾄﾞﾅｳ 作品314 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世 三木 香代 三木 香代 2,900円 GP000165

2
歌劇「ﾎﾌﾏﾝ物語」より ﾎﾌﾏﾝの
舟歌

J.ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ 三木 香代 三木 香代

3 おお、ひばり F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 三木 香代 三木 香代

4 組曲「大峡谷」より 日没 F.ｸﾞﾛ-ﾌｪ 三木 香代 三木 香代

5 交響曲 第101番 時計 第2楽章 F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 三木 香代 三木 香代

6 ﾁｪﾛ協奏曲 第1楽章より ﾃ-ﾏ A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞ-ｸ 三木 香代 三木 香代

7 森の水車 R.ｱｲﾚﾝﾍﾞﾙｸ 三木 香代 三木 香代

8 ｵﾘｴﾝﾀﾙ C.ｷｭｲ 三木 香代 三木 香代

ｸﾗｼｯｸ珠玉の名曲ｱﾙﾊﾞﾑ ます／ｼｭ
-ﾍﾞﾙﾄ

1 春の声 作品410 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世 小西 理枝 小西 理枝 2,900円 GP000169

2 歌劇「ﾄｽｶ」より 星も光りぬ G.ﾌﾟｯﾁ-ﾆ 小西 理枝 小西 理枝

3 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ C.F.ｸﾞﾉ- 小西 理枝 小西 理枝

4 白鳥の湖より ﾜﾙﾂ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 小西 理枝 小西 理枝

5 威風堂々 第1番より 行進曲 E.ｴﾙｶﾞ- 小西 理枝 小西 理枝

6 ﾒﾇｴｯﾄ L.ﾎﾞｯｹﾘ-ﾆ 小西 理枝 小西 理枝

7 ます F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小西 理枝 小西 理枝

8 組曲2番より ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ J.S.ﾊﾞｯﾊ 小西 理枝 小西 理枝

ｸﾗｼｯｸ珠玉の名曲ｱﾙﾊﾞﾑ／「眠りの
森の美女」のﾜﾙﾂ

1 ｽｹ-ﾀ-ｽﾞ･ﾜﾙﾂ E.ﾜﾙﾄﾄｲﾌｪﾙ 関 孝弘 関 孝弘 2,900円 GP000172

2 舞踏への勧誘 C.M.V.ｳﾞｪｰﾊﾞｰ 関 孝弘 関 孝弘

3 ﾜﾙﾂ 作品39-15 変ｲ長調 J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ 関 孝弘 関 孝弘

4 ﾌｧｳｽﾄのﾜﾙﾂ C.F.ｸﾞﾉ- 関 孝弘 関 孝弘

5 眠りの森の美女のﾜﾙﾂ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 関 孝弘 関 孝弘

6 ｲﾙ･ﾊﾞﾁｵ（口づけ) L.ｱﾙﾃﾞｨ-ﾃｨ 関 孝弘 関 孝弘

7 ﾒﾘ-･ｳｨﾄﾞｳのﾜﾙﾂ F.ﾚﾊ-ﾙ 関 孝弘 関 孝弘

8 ｺｯﾍﾟﾘｱより ｽﾜﾆﾙﾀﾞのﾜﾙﾂ L.ﾄﾞﾘ-ﾌﾞ 関 孝弘 関 孝弘

ｸﾗｯｼｸ珠玉の名曲ｱﾙﾊﾞﾑ／ｼｭ-ﾍﾞﾙ
ﾄのｾﾚﾅ-ﾃﾞ

1 ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞ-ｸ 第2楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 金子 恵
金子 恵/三木
香代

2,900円 GP000171

2 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄのｾﾚﾅ-ﾃﾞ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 金子 恵
金子 恵/三木
香代

3 ﾄｽﾃｨのｾﾚﾅ-ﾃﾞ F.P.ﾄｽﾃｨ 金子 恵
金子 恵/三木
香代

4 ﾄﾞﾝ･ｼﾞｮﾊﾞﾝﾆのｾﾚﾅ-ﾃﾞ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 金子 恵
金子 恵/三木
香代

5 天使のｾﾚﾅ-ﾃﾞ G.ﾌﾞﾗｰｶﾞ 金子 恵
金子 恵/三木
香代

6 嘆きのｾﾚﾅ-ﾃﾞ E.ﾄｾﾘ 金子 恵
金子 恵/三木
香代

7 ﾄﾞﾘｺﾞのｾﾚﾅ-ﾃﾞ R.ﾄﾞﾘｺﾞ 三木 香代
金子 恵/三木
香代

8 ﾊｲﾄﾞﾝのｾﾚﾅ-ﾃﾞ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 金子 恵
金子 恵/三木
香代

ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ：ｺﾞｲｪｽｶｽ(恋する若者たち） 1
ｺﾞｲｪｽｶｽ（恋する若者たち）より
愛の言葉

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

2,900円 GP000139

2
ｺﾞｲｪｽｶｽ（恋する若者たち）より
窓ごしの語らい

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

3
ｺﾞｲｪｽｶｽ（恋する若者たち）より
ともし火のﾌｧﾝﾀﾞﾝｺﾞ

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

4
ｺﾞｲｪｽｶｽ（恋する若者たち）より
嘆き、またはﾏﾊと夜鳴きうぐい

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

5
ｺﾞｲｪｽｶｽ（恋する若者たち）より
愛と死

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

6
ｺﾞｲｪｽｶｽ（恋する若者たち）より
ｴﾋﾟﾛ-ｸﾞ「幽霊のｾﾚﾅ-ﾄﾞ」

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

7
ｺﾞｲｪｽｶｽ（恋する若者たち）より
わら人形（ｺﾞﾔ風な情景）

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ名曲集／わら人形－ｺﾞﾔ風
の情景－

1 わら人形－ｺﾞﾔ風の情景 E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ 上原 由記音 上原 由記音 2,900円 GP000192

2 ｽﾍﾟｲﾝ舞曲集 作品37より ﾒﾇｴｯ E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ 上原 由記音 上原 由記音

3
ｽﾍﾟｲﾝ舞曲集 作品37より ｵﾘｴﾝ
ﾀﾙ

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ 上原 由記音 上原 由記音

4
ｽﾍﾟｲﾝ舞曲集 作品37より ｻﾗﾊﾞ
ﾝﾄﾞ

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ 上原 由記音 上原 由記音

5 ｽﾍﾟｲﾝ舞曲集 作品37より ﾋﾞﾗﾈ E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ 上原 由記音 上原 由記音

6
ｽﾍﾟｲﾝ舞曲集 作品37より ｱﾝﾀﾞ
ﾙ-ｻ 祈り

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ 上原 由記音 上原 由記音

7 ｽﾍﾟｲﾝ舞曲集 作品37より ﾎﾀ E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ 上原 由記音 上原 由記音

8 演奏会用ｱﾚｸﾞﾛ E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ 上原 由記音 上原 由記音

ｸﾘｽﾏｽｷｬﾛﾙ1 1
もろびとこぞりて（讃美歌 第112
番）

G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他 2,900円 GP000094

2 牧人ひつじを（讃美歌 第103 ｲｷﾞﾘｽ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

3 いつくしみ深き（讃美歌 第312 民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

4 きよしこの夜 F.ｸﾞﾙ-ﾊﾞ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

5 ﾜｯｾｲﾙ･ｿﾝｸﾞ ｲｷﾞﾘｽ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

6 ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ･ﾜ-ﾙﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ ﾌﾞﾘｽ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

7 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ C.F.ｸﾞﾉ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

8
主よ､人の望みの喜びよ（第2編
第228番）

J.S.ﾊﾞｯﾊ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

9
ひいらぎ飾ろう（讃美歌 第2編
第129番）

ｳｪ-ﾙｽﾞ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

10
この世のなみかぜさわぎ（第2
編 第157番）

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

ｸﾘｽﾏｽｷｬﾛﾙ2 1 天なる神には（讃美歌 第114
番）

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｳｨﾘｽ/
ｴﾄﾞﾓﾝﾄﾞ･ｼｱ-ｽﾞ

ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他 2,900円 GP000095

2 いざうたえ（讃美歌 第108番） ｼﾁﾘｱ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

3
神の御子は今宵しも（讃美歌
第111番）

民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

4 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

5 神の御子のｲｴｽさまは ﾙﾀ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

6
きたりきけよみつげを（讃美歌
第104番）

ｸﾘｽﾏｽ･ｷｬﾛﾙ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

7
みつかいうたいて（讃美歌 第2
編 第216番）

ｸﾘｽﾏｽ･ｷｬﾛﾙ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

8
みそらをはせゆく（讃美歌 第
113番）

讃美歌 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

9
ｼﾞｮﾘ-･ｵ-ﾙﾄﾞ･ｾﾝﾄ･ﾆｺﾗｽ～ｵ-･
ｶﾑ･ﾘﾄﾙ･ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ

民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

10
ｸﾘｽﾏｽおめでとう～ｳｪﾝｾｽﾗｽ
は良い王様

ｲｷﾞﾘｽ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 大宝 博　他

ｸﾘｽﾏｽｷｬﾛﾙ3 1
あら野のはてに（讃美歌 第106
番）

ﾌﾗﾝｽ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎
他

2,900円 GP000096

2 天にはさかえ（讃美歌 第98番） F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 阿部 亮太郎

3 ああﾍﾞﾂﾚﾍﾑよ（讃美歌 第115 ﾙｲｽ･ﾚｯﾄﾞﾅ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 阿部 亮太郎

4 もみの木 ﾄﾞｲﾂ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 阿部 亮太郎

5
ひいらぎ飾ろう（讃美歌 第2編
第129番）

ｳｪ-ﾙｽﾞ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎
他

6 ｼﾝｸﾞ･ｱ･ｿﾝｸﾞ･ﾌｫ-･ｸﾘｽﾏｽ
ｻﾆ-･ｽｶｲﾗ-/ﾃﾞ
ｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｶｯﾌﾟ

ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎
他

7
さやかに星はきらめき（讃美歌
第2編 第219番）

ｱﾀﾞﾑ（讃美歌） ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎
他

8
おうまれだ ｲｴｽさまが（讃美歌
第2編 第117番）

ｸﾘｽﾏｽ･ｷｬﾛﾙ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎
他

9
いとしたわしき（讃美歌 第2編
第15番）

ﾗﾙﾌ･ｱﾙｳﾞｨﾝ･ｽ
ﾄﾛ-ﾑ

ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎
他

10 きよしこの夜 F.ｸﾞﾙ-ﾊﾞ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 阿部 亮太郎

11 もろびと声あげ（讃美歌 第102 不詳 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 阿部 亮太郎

結婚式 BGM～来賓入場 1 あこがれ／愛 ｼﾞｮ-ｼﾞ･ｳｲﾝｽﾄﾝ ｼﾞｮ-ｼﾞ･ｳｲﾝｽﾄﾝ 斉藤 あつ子 2,900円 GP000102
2 霧のﾚｲｸ･ﾙｲ-ｽﾞ 倉本 裕基 倉本 裕基 斉藤 あつ子

3 星空のﾋﾟｱﾆｽﾄ
ﾎﾟ-ﾙ･ﾄﾞ･ｾﾝﾇ
ｳﾞｨﾙ/ｵﾘｳﾞｨｴ･ﾄ
ｳｯｻﾝ

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

斉藤 あつ子
他

4 愛のｵﾙｺﾞ-ﾙ ﾌﾗﾝｸ･ﾐﾙｽﾞ ﾌﾗﾝｸ･ﾐﾙｽﾞ 斉藤 あつ子
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

5
ﾋﾟｱﾉ連弾のための小組曲より
小舟にて

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ-
今泉 敏郎／秦
万里子／小山
順子

斉藤 あつ子
他

6 ｼｪﾍﾗｻﾞ-ﾄﾞより 若き王子と王女 ﾘﾑｽｷ-=ｺﾙｻｺﾌ
今泉 敏郎／秦
万里子／小山
順子

斉藤 あつ子
他

7 皇帝円舞曲 作品437 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
綾部 孝一／秦
万里子／今泉
敏郎

斉藤 あつ子
他

8 歌劇「ｼﾞｮｺﾝﾀﾞ」より 時の踊り A.ﾎﾟﾝｷｴｯﾘ
綾部 孝一／秦
万里子／今泉
敏郎

斉藤 あつ子
他

9
みじかくも美しく燃え（ﾋﾟｱﾉ協奏
曲 第21番 第2楽章より)

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾎﾟ-ﾙ･ﾓ-ﾘｱ
斉藤 あつ子
他

10 薔薇色のﾒﾇｴｯﾄ ﾎﾟ-ﾙ･ﾓ-ﾘｱ ﾎﾟ-ﾙ･ﾓ-ﾘｱ 斉藤 あつ子

11 渚のｱﾃﾞﾘ-ﾇ
ﾎﾟ-ﾙ･ﾄﾞ･ｾﾝﾇ
ｳﾞｨﾙ/ｵﾘｳﾞｨｴ･ﾄ
ｳｯｻﾝ

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

斉藤 あつ子
他

12 愛の夢 第3番 F.ﾘｽﾄ 山下 葉子 斉藤 あつ子

幻想小曲集／ｼｭ-ﾏﾝ 1 幻想小曲集 作品12より 夕べに R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝 2,900円 GP000189
2 幻想小曲集 作品12より 飛翔 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

3 幻想小曲集 作品12より なぜに R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

4 幻想小曲集 作品12より 気まぐ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

5 幻想小曲集 作品12より 夜に R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

6 幻想小曲集 作品12より 寓話 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

7
幻想小曲集 作品12より 夢のも
つれ

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

8 幻想小曲集 作品12より 歌の R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

9 ｱﾍﾞｯｸﾞ変奏曲 作品1より ﾃ-ﾏ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

10 ｱﾍﾞｯｸﾞ変奏曲 作品1より 第1変 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

11 ｱﾍﾞｯｸﾞ変奏曲 作品1より 第2変 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

12 ｱﾍﾞｯｸﾞ変奏曲 作品1より 第3変 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

13 ｱﾍﾞｯｸﾞ変奏曲 作品1より ｶﾝﾀ- R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

14 ｱﾍﾞｯｸﾞ変奏曲 作品1より ﾌｨﾅ-ﾚ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小西 理枝 小西 理枝

幻想即興曲／ｼｮﾊﾟﾝ 1 ｱﾗﾍﾞｽｸ 第1番 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 湯口 美和 湯口 美和 2,900円 GP000178
2 子供の領分より 小さな羊飼い C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 湯口 美和 湯口 美和

3 ﾛﾝﾄﾞ･ｶﾌﾟﾘﾁｵ-ｿ ﾎ長調 作品14 F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 湯口 美和 湯口 美和

4 ﾜﾙﾂ 第3番 ｲ短調 作品34-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 湯口 美和 湯口 美和

5
平均律 ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第1
番 ﾊ長調 BWV.846より ﾌﾟﾚﾘｭ-

J.S.ﾊﾞｯﾊ 湯口 美和 湯口 美和

6 ﾉｸﾀ-ﾝ 第5番 嬰ﾍ長調 作品15- F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 湯口 美和 湯口 美和

7 幻想即興曲 嬰ﾊ短調 作品66 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 湯口 美和 湯口 美和

8
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第17番 作品31-2「ﾃ
ﾝﾍﾟｽﾄ」第3楽章 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 湯口 美和 湯口 美和

9
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第14番 作品27-2「月
光」第1楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ･ｿｽﾃﾇ-ﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 湯口 美和 湯口 美和

対応楽譜（絶版）　品番：TGYPMA6 10
ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 第1番 嬰ﾊ短調 作品
26-1

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 湯口 美和 湯口 美和

小犬のﾜﾙﾂ／ｼｮﾊﾟﾝ 1
ﾜﾙﾂ 第6番 変ﾆ長調 作品64-1
「小犬のﾜﾙﾂ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 浜口 奈々 浜口 奈々 2,900円 GP000176

2 夢 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 浜口 奈々 浜口 奈々

3
ﾜﾙﾂ 第9番 変ｲ長調 作品69-1
「告別」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 浜口 奈々 浜口 奈々

4 即興曲 作品90-2 変ﾎ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 浜口 奈々 浜口 奈々

5
無言歌集 第1巻 作品19bより
狩りの歌

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 浜口 奈々 浜口 奈々

6
無言歌集 第1巻 作品19bより
甘い思い出

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 浜口 奈々 浜口 奈々

7 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品165より ﾀﾝｺﾞ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 浜口 奈々 浜口 奈々

8
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ｼﾞ-ｸﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 浜口 奈々 浜口 奈々

9 ﾉｸﾀ-ﾝ 第2番 変ﾎ長調 作品9-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 浜口 奈々 浜口 奈々

10 ﾛﾝﾄﾞ･ﾌﾞﾘﾗﾝﾃ「ざれごと」作品62 C.M.V.ｳﾞｪｰﾊﾞｰ 浜口 奈々 浜口 奈々

こどものための発表会 ﾋﾟ-ｽｾﾚｸｼｮﾝ
岡原慎也

1 ｿﾅﾁﾈ ﾄ長調 1楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也 2,900円 GP000562

2 ｿﾅﾁﾈ 2楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 ｴﾘ-ｾﾞのために L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 ｳｲﾝﾅﾜﾙﾂ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

5 舞曲 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

6 悲しいﾜﾙﾂ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

7 手品師 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

8 森のざわめき W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

ピアノ名曲アルバム6 幻想即興曲
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

9 魔女のねこ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

10 ﾜﾙﾂ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

11 甘い夢 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

12 ひばりの歌 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

13 ｱﾗﾍﾞｽｸ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

14 さようなら J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

15 ｽﾃｨﾘｱの女 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

16 ﾀﾗﾝﾃﾗ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

17 天使の声 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

18 貴婦人の乗馬 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

19 ﾜﾙﾂのように D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

20 小さい歌 D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

21 ﾄｯｶﾃｨ-ﾅ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

22 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

23 ﾛｼｱ民謡による楽しい変奏曲 D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

24 ｿﾅﾁﾈ 1楽章 D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

25 ｿﾅﾁﾈ 2楽章 D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

26 ｿﾅﾁﾈ 3楽章 D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

四季 作品37a／ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 1 四季 作品37aより 炉端にて（1 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子 2,900円 GP000196
2 四季 作品37aより 謝肉祭（2 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子

3
四季 作品37aより ひばりの歌
（3月）

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子

4 四季 作品37aより 松雪草（4 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子

5 四季 作品37aより 白夜（5月） P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子

6 四季 作品37aより 舟歌（6月） P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子

7
四季 作品37aより 草狩り人の
歌（7月）

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子

8 四季 作品37aより 収穫（8月） P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子

9 四季 作品37aより 狩（9月） P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子

10 四季 作品37aより 秋の歌（10 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子

11 四季 作品37aより ﾄﾛｲｶ（11月） P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子

12 四季 作品37aより ｸﾘｽﾏｽ（12 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 堀江 真理子 堀江 真理子

四季 作品8／ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ- 1 四季 作品8-1 春 第1楽章 ｱﾚｸﾞ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎 2,900円 GP000159
2 四季 作品8-1 春 第2楽章 ﾗﾙ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

3 四季 作品8-1 春 第3楽章 ｱﾚｸﾞ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

4
四季 作品8-2 夏 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ･ﾉﾝ･ﾓﾙﾄ

A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

5
四季 作品8-2 夏 第2楽章 ｱﾀﾞ-
ｼﾞｮ

A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

6 四季 作品8-2 夏 第3楽章 ﾌﾟﾚｽ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

7 四季 作品8-3 秋 第1楽章 ｱﾚｸﾞ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

8
四季 作品8-3 秋 第2楽章 ｱﾀﾞ-
ｼﾞｮ

A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

9 四季 作品8-3 秋 第3楽章 ｱﾚｸﾞ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

10
四季 作品8-4 冬 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ･ﾉﾝ･ﾓﾙﾄ

A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

11 四季 作品8-4 冬 第2楽章 ﾗﾙ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

12 四季 作品8-4 冬 第3楽章 ｱﾚｸﾞ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ／即興曲と楽興の時 ｾﾚｸ 1 即興曲 作品90-2 変ﾎ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ 2,900円 GP000011
2 即興曲 作品90-4 変ｲ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

3 楽興の時 作品94-3 ﾍ短調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

4 即興曲 作品142-2 変ｲ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

5 即興曲 作品142-3 変ﾛ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｱﾝﾈﾛ-ｾﾞ･ｼｭﾐｯ
ﾄ ★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ：即興曲 作品90／楽興の
時 作品94

1 即興曲 作品90-1 ﾊ短調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ 2,900円 GP000136

2 即興曲 作品90-2 変ﾎ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

3 即興曲 作品90-3 変ﾄ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

4 即興曲 作品90-4 変ｲ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

5 楽興の時 作品94-1 ﾊ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

6 楽興の時 作品94-2 変ｲ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

7 楽興の時 作品94-3 ﾍ短調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

8 楽興の時 作品94-4 嬰ﾊ短調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

9 楽興の時 作品94-5 ﾍ短調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

10 楽興の時 作品94-6 変ｲ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ：ｿﾅﾀ 第13番 ｲ長調 作品
120

1
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第13番 作品120
D.664 第1楽章 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾓﾃﾞﾗ-ﾄ

F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ 2,900円 GP000137

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第13番 作品120
D.664 第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ

F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
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3
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第13番 作品120
D.664 第3楽章 ｱﾚｸﾞﾛ

F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

4
幻想曲 ﾊ短調 D.993（ﾓ-ﾂｧﾙﾄ
の主題による）

F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

5
ﾜﾙﾂ 作品9より（第1､第2､第6､
第13､第14曲）

F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

6
ﾜﾙﾂ 作品9より（第21､第22､第
26､第29､第32､第34､第36曲）

F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

7 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ ﾊ短調 D.900 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

8
即興曲(3つのﾋﾟｱﾉ曲)より 第2
曲 変ﾎ長調 D.946

F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

9 即興曲 作品142-3 変ﾛ長調 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ・ｼｭ-ﾏﾝ 歌曲伴奏集 岡原
慎也

1 春への想い F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也 2,900円 GP000549

2 至福 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 楽に寄す F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 野ばら（前奏有り） F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

5 糸を紡ぐｸﾞﾚ-ﾄﾋｴﾝ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

6 ます F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

7 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

8 ｾﾚﾅ-ﾃﾞ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

9 くるみ木 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

10 はすの花 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

11 ｽﾞﾗｲｶの歌 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

12 献呈 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

13 日曜日（1拍目有り） J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ 岡原 慎也 岡原 慎也

14 子守唄 J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ 岡原 慎也 岡原 慎也

15 万霊節 R.ｼｭﾄﾗｳｽ 岡原 慎也 岡原 慎也

16 献呈 R.ｼｭﾄﾗｳｽ 岡原 慎也 岡原 慎也

ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ歌曲伴奏集／｢美しき水車
小屋の娘｣｢白鳥の歌」（声楽伴奏

1
美しき水車小屋の娘 作品25よ
り たび

F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫 2,900円 GP000227

2 どこへ？ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

3 わけを知りたがる男 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

4 わたしのもの F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

5 好きな色 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

6 嫌いな色 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

7 枯れた草花 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

8 白鳥のうた D.957より 愛の使い F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

9 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄのｾﾚﾅ-ﾃﾞ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

10 漁師の娘 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

11 海辺にて F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

12 影法師 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

13 鳩の便り F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ歌曲伴奏集／｢冬の旅」作
品89（声楽伴奏用）

1 おやすみ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫 2,900円 GP000226

2 菩提樹 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

3 あふるる涙 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

4 春の夢 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

5 郵便馬車 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

6 からす F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

7 嵐の朝 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

8 幻覚 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

9 道標 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

10 旅宿 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

11 勇気 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

12 幻の太陽 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

13 辻音楽師 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 小林 道夫 小林 道夫

ｼｭ-ﾏﾝ／ｸﾗｲｽﾚﾘｱ-ﾅ 作品16 1
ｸﾗｲｽﾚﾘｱ-ﾅ 作品16より 第1曲
きわめて激しい動きをもって

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三木 香代 三木 香代 2,900円 GP000202

2
ｸﾗｲｽﾚﾘｱ-ﾅ 作品16より 第2曲
非常に心をこめて、あまり速く
ならぬように

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三木 香代 三木 香代

3
ｸﾗｲｽﾚﾘｱ-ﾅ 作品16より 第3曲
非常に興奮して

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三木 香代 三木 香代

4
ｸﾗｲｽﾚﾘｱ-ﾅ 作品16より 第4曲
非常にゆっくりと

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三木 香代 三木 香代

5
ｸﾗｲｽﾚﾘｱ-ﾅ 作品16より 第5曲
非常にいきいきと

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三木 香代 三木 香代

6
ｸﾗｲｽﾚﾘｱ-ﾅ 作品16より 第6曲
非常にゆっくりと

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三木 香代 三木 香代
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7
ｸﾗｲｽﾚﾘｱ-ﾅ 作品16より 第7曲
非常に速く

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三木 香代 三木 香代

8
ｸﾗｲｽﾚﾘｱ-ﾅ 作品16より 第8曲
速く、そして戯れるように

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三木 香代 三木 香代

ｼｭ-ﾏﾝ／交響的練習曲 1 交響的練習曲 作品13 ﾃ-ﾏ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子 2,900円 GP000471
2 交響的練習曲 作品13 ｴﾁｭ-ﾄﾞ1 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子

3 交響的練習曲 作品13 ｴﾁｭ-ﾄﾞ2 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子

4 交響的練習曲 作品13 ｴﾁｭ-ﾄﾞ3 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子

5 交響的練習曲 作品13 ｴﾁｭ-ﾄﾞ4 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子

6 交響的練習曲 作品13 ｴﾁｭ-ﾄﾞ5 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子

7 交響的練習曲 作品13 ｴﾁｭ-ﾄﾞ6 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子

8 交響的練習曲 作品13 ｴﾁｭ-ﾄﾞ7 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子

9 交響的練習曲 作品13 ｴﾁｭ-ﾄﾞ8 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子

10 交響的練習曲 作品13 ｴﾁｭ-ﾄﾞ9 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子

11 交響的練習曲 作品13 ｴﾁｭ-ﾄﾞ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子

12 交響的練習曲 作品13 ｴﾁｭ-ﾄﾞ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子
対応楽譜（絶版）　品番：GYM0237 13 交響的練習曲 作品13 ﾌｨﾅ-ﾚ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 三舩 優子 三舩 優子

ｼｭ-ﾏﾝ：謝肉祭 作品9 1 謝肉祭 作品9より 前口上 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代 2,900円 GP000150
2 謝肉祭 作品9より ﾋﾟｴﾛ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

3 謝肉祭 作品9より ｱﾙﾙｶﾝ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

4 謝肉祭 作品9より 高貴なﾜﾙﾂ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

5 謝肉祭 作品9より ｵｲｾﾞﾋﾞｳｽ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

6 謝肉祭 作品9より ﾌﾛﾚｽﾀﾝ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

7 謝肉祭 作品9より ｺｹｯﾄ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

8 謝肉祭 作品9より 返事 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

9 謝肉祭 作品9より 蝶々 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

10 謝肉祭 作品9より 踊る文字 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

11 謝肉祭 作品9より ｷｱﾘ-ﾅ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

12 謝肉祭 作品9より ｼｮﾊﾟﾝ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

13 謝肉祭 作品9より ｴｽﾄﾚｯﾗ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

14 謝肉祭 作品9より 再会 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

15
謝肉祭 作品9より ﾊﾟﾝﾀﾛﾝとｺﾛﾝ
ﾋﾞ-ﾇ

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

16
謝肉祭 作品9より ﾄﾞｲﾂ風ﾜﾙﾂと
ﾊﾟｶﾞﾆ-ﾆ間奏曲

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

17 謝肉祭 作品9より 告白 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

18 謝肉祭 作品9より 散歩 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

19
謝肉祭 作品9より 休息～ﾌｨﾘｽ
ﾃｨﾝと戦うﾀﾞｳﾞｨｯﾄﾞ同盟の行進

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神谷 郁代 神谷 郁代

ｼｭ-ﾏﾝ：ﾄﾛｲﾒﾗｲ 1 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ 作品2 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ 2,900円 GP000133
2 ﾉｳﾞｪﾚｯﾃ 作品21より 第1番 ﾍ長 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

3 ﾛﾏﾝｽ 作品28-2 嬰ﾍ長調 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

4
子供の情景 作品15より 夢（ﾄﾛ
ｲﾒﾗｲ)

R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

5
ｳｲ-ﾝの謝肉祭の道化 作品26
第2楽章 ﾛﾏﾝｽ

R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

6
ｳｲ-ﾝの謝肉祭の道化 作品26
第4楽章 間奏曲

R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

7
色とりどりの作品 作品99より
第1曲 小品

R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

8 森の情景 作品82より 森の入 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

9
森の情景 作品82より 茂みのな
かで獲物をねらう狩人

R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

10 森の情景 作品82より 孤独な花 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

11
森の情景 作品82より 気味の
悪い場所

R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

12
森の情景 作品82より 親しみの
ある風景

R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

13 森の情景 作品82より 宿 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

14 森の情景 作品82より 予言鳥 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

15 森の情景 作品82より 狩りの歌 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

16 森の情景 作品82より 別れ R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

ｼｭ-ﾏﾝ：ﾌｧﾝﾀｼﾞ- ﾊ長調 1 ｱﾗﾍﾞｽｸ 作品18 ﾊ長調 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ 2,900円 GP000129
2 幻想小曲集 作品12より 夕べに R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

3 幻想小曲集 作品12より 飛翔 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

4 幻想小曲集 作品12より なぜに R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

5 幻想小曲集 作品12より 夜に R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

6 花の曲 作品19 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

7 夜曲 作品23-4 変ﾆ長調 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

8 幻想的小品 作品111-1 ﾊ短調 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

9 幻想的小品 作品111-2 変ｲ長 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

10 幻想的小品 作品111-3 ﾊ短調 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

11 幻想曲 ﾊ長調 作品17 第1楽章 R.A.ｼｭｰﾏﾝ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

主よ､人の望みの喜びよ／ｸﾘｽﾏｽ讃
美歌集

1
主よ､人の望みの喜びよ（第2編
第228番）

J.S.ﾊﾞｯﾊ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

2,900円 GP000467

2
きたりきけよみつげを（讃美歌
第104番）

ｸﾘｽﾏｽ･ｷｬﾛﾙ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

3
みつかいうたいて（讃美歌 第2
編 第216番）

ｸﾘｽﾏｽ･ｷｬﾛﾙ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

4
みそらをはせゆく（讃美歌 第
113番）

讃美歌 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

5
さやかに星はきらめき（讃美歌
第2編 第219番）

ｱﾀﾞﾑ/ﾛｼﾞｬ-･ﾜ
ｸﾞﾅ-

ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

6
おうまれだ ｲｴｽさまが（讃美歌
第2編 第117番）

ｸﾘｽﾏｽ･ｷｬﾛﾙ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

7
いとしたわしき（讃美歌 第2編
第15番）

ﾗﾙﾌ･ｱﾙｳﾞｨﾝ･ｽ
ﾄﾛ-ﾑ

ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

8 もろびと声あげ（讃美歌 第102
番）

不詳 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

9
ひいらぎ飾ろう（讃美歌 第2編
第129番）

ｳｪ-ﾙｽﾞ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

10
この世のなみかぜさわぎ（第2
編 第157番）

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ
阿部 亮太郎/
大宝 博

巡礼の年 第二年｢ｲﾀﾘｱ｣／ﾘｽﾄ 1 婚礼 F.ﾘｽﾄ 小賀野 久美 小賀野 久美 2,900円 GP000157

2
巡礼の年 第二年 ｲﾀﾘｱより 熟
慮する人

F.ﾘｽﾄ 小賀野 久美 小賀野 久美

3
巡礼の年 第二年 ｲﾀﾘｱより ｻﾝ
ｳﾞｧﾄﾙ･ﾛ-ｻﾞのｶﾝﾂｫﾈｯﾀ

F.ﾘｽﾄ 小賀野 久美 小賀野 久美

4
巡礼の年 第二年 ｲﾀﾘｱより ﾍﾟﾄ
ﾗﾙｶのｿﾈｯﾄ 第47番

F.ﾘｽﾄ 小賀野 久美 小賀野 久美

5
巡礼の年 第二年 ｲﾀﾘｱより ﾍﾟﾄ
ﾗﾙｶのｿﾈｯﾄ 第104番

F.ﾘｽﾄ 小賀野 久美 小賀野 久美

6
巡礼の年 第二年 ｲﾀﾘｱより ﾍﾟﾄ
ﾗﾙｶのｿﾈｯﾄ 第123番

F.ﾘｽﾄ 小賀野 久美 小賀野 久美

7
巡礼の年 第二年 ｲﾀﾘｱより ﾀﾞﾝ
ﾃを読んで－ｿﾅﾀ風幻想曲

F.ﾘｽﾄ 小賀野 久美 小賀野 久美

食卓のｲ-ｼﾞ-ﾘｽﾆﾝｸﾞ ﾃｨ-･ﾀｲﾑ 1
ｲﾝ･ｻﾞ･ｳｲ-･ｽﾓ-ﾙ･ｱﾜ-ｽﾞ･ｵﾌﾞ･
ｻﾞ･ﾓ-ﾆﾝｸﾞ

ﾃﾞｲｳﾞ･ﾏﾝ
ｼﾞｮ-ｼﾞ･ﾊﾞｸｽﾄ
ﾝ･ｵ-ｹｽﾄﾗ

今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

2,900円 GP000417

2 ﾋｱ･ｶﾑｽﾞ･ｻﾞ･ｻﾝ ｼﾞｮ-ｼﾞ･ﾊﾘｿﾝ ｻﾞ･ﾋﾞ-ﾄﾙｽﾞ
今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

3 歌の贈り物 ｱ-ｻ-･ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ ﾊﾞﾘ-･ﾏﾆﾛｳ
今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

4
ﾋﾟｱﾉ連弾のための小組曲より
小舟にて

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ-
今泉 敏郎／秦
万里子／小山
順子

今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

5 ｼﾞｮﾆ-･ｴﾝｼﾞｪﾙ ﾘ-･ﾎﾟｸﾘｽ ｼｪﾘ-･ﾌｪﾌﾞﾚ-
今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

6 ﾊｲﾘﾘ-･ﾊｲﾛ-（ﾘﾘ-より)
ﾌﾞﾛﾆｽﾗｳ･ｹｲﾊﾟ
-

ﾐｭ-ｼﾞｶﾙ
今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

7 朝の新聞 作品279 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
今泉 敏郎／秦
万里子／小山
順子

今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

8 ﾄﾜｲﾗｲﾄ･ﾊｲｳｪｲ
ﾎﾞｽﾞ･ｽｷｬｯｸﾞｽ/
ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ﾌｫｽﾀ-

ﾎﾞｽﾞ･ｽｷｬｯｸﾞｽ
今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

9 ｼｪﾍﾗｻﾞ-ﾄﾞより 若き王子と王女 ﾘﾑｽｷ-=ｺﾙｻｺﾌ
今泉 敏郎／秦
万里子／小山
順子

今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

10
交響曲 第5番 ﾎ短調 作品64
第2楽章

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
今泉 敏郎／秦
万里子／小山
順子

今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

食卓のｲ-ｼﾞ-ﾘｽﾆﾝｸﾞ ﾃﾞｨﾅ- 1
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｱﾙﾏﾝﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
綾部 孝一／秦
万里子／今泉
敏郎

綾部 孝一/秦
万里子/今泉
敏郎

2,900円 GP000418

2
魅惑のﾜﾙﾂ <ﾌｧｼﾈ-ｼｮﾝ>（昼下
がりの情事より）

ﾌｪﾙﾓ･ﾀﾞﾝﾃ･ﾏﾙ
ｹｯﾃｨ

ﾊﾟｯﾄ･ﾌﾞ-ﾝ
綾部 孝一/秦
万里子/今泉
敏郎

3 ｽﾍﾟｲﾝ 作品165より ﾀﾝｺﾞ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
綾部 孝一／秦
万里子／今泉
敏郎

綾部 孝一/秦
万里子/今泉
敏郎



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
【クラシック】

■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
■表示は本体価格です。商品価格は本体価格＋税になります。

※諸事情により、予告なく価格の変更や販売停止になる場合があります。
※対応楽譜は絶版のものもございます。

24/73

商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

4 皇帝円舞曲 作品437 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
綾部 孝一／秦
万里子／今泉
敏郎

綾部 孝一/秦
万里子/今泉
敏郎

5 ｸﾚｱ
ｷﾞﾙﾊﾞ-ﾄ･ｵｻﾘﾊﾞ
ﾝ

ｷﾞﾙﾊﾞ-ﾄ･ｵｻﾘﾊﾞ
ﾝ

綾部 孝一/秦
万里子/今泉
敏郎

6 ﾐｽﾃｨ ｴﾛ-ﾙ･ｶﾞ-ﾅ- ｻﾗ･ｳﾞｫ-ﾝ
綾部 孝一/秦
万里子/今泉
敏郎

7 ﾌﾙ･ﾌﾙ
ｱﾝﾘ･ｼﾞｬｯｸ･ｼｬﾄ
-/ｴﾝﾚｱﾙ･ﾌﾞﾛﾝ
ﾄﾞ-

ﾍﾞﾙ･ｴﾎﾟｯｸ
綾部 孝一/秦
万里子/今泉
敏郎

8 ﾋﾞｺ-ｽﾞ ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｸﾗ-ｸ
ﾃﾞｲﾌﾞ･ｸﾗ-ｸ･ﾌｧ
ｲﾌﾞ

綾部 孝一/秦
万里子/今泉
敏郎

9 歌劇「ｼﾞｮｺﾝﾀﾞ」より 時の踊り ﾎﾟﾝｷｴｯﾘ
綾部 孝一／秦
万里子／今泉
敏郎

綾部 孝一/秦
万里子/今泉
敏郎

10 ﾌｧﾝﾌｧﾘﾈｯﾄ J.P.ﾗﾓ-
綾部 孝一／秦
万里子／今泉
敏郎

綾部 孝一/秦
万里子/今泉
敏郎

食卓のｲ-ｼﾞ-ﾘｽﾆﾝｸﾞ ﾌﾞﾗﾝﾁ 1 ﾋﾟｸﾆｯｸ
ｼﾞｮ-ｼﾞ･ﾀﾞﾆﾝｸﾞ/
ｽﾃｨ-ｳﾞ･ｱﾚﾝ

映画音楽
今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

2,900円 GP000416

2 愛の泉
ｼﾞｭ-ﾙ･ｽﾀｲﾝ/ｻ
ﾐ-･ｶ-ﾝ

ﾌｫｱ･ｴｲｾｽ
今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

3 私の心はｳﾞｧｲｵﾘﾝ ﾐｱﾙｶ･ﾗﾍﾟﾙｽﾘ ﾎﾞﾜｲｴ
今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

4 南国のﾊﾞﾗ 作品388 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
今泉 敏郎／秦
万里子／小山
順子

今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

5 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｶﾃﾞｨｽ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
今泉 敏郎／秦
万里子／小山
順子

今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

6 ﾛ-ﾚﾗｲ
ﾌﾘ-ﾄﾞﾘﾋ･ｼﾞﾙﾋｬ
-

民謡･童謡
今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

7 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ･ｲﾝ･ｻｲﾄﾞ･ﾕｱ･ﾗﾌﾞ
ｱ-ﾙ･ｸﾙ-/ﾃﾞｲ
ﾌﾞ･ｸﾞﾙ-ｼﾝ

ｱ-ﾙ･ｸﾙ-／ﾃﾞｲ
ﾌﾞ･ｸﾞﾙ-ｼﾝ

今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

8 ｻﾑｼﾝｸﾞ ｼﾞｮ-ｼﾞ･ﾊﾘｿﾝ ｻﾞ･ﾋﾞ-ﾄﾙｽﾞ
今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

9
明るい表通りで <ｵﾝ･ｻﾞ･ｻﾆ-･ｻ
ｲﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ｽﾄﾘ-ﾄ>

ｼﾞﾐ-･ﾏｸﾋｭ-
ﾍﾞﾆ-･ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ･
ｵ-ｹｽﾄﾗ

今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

10 僕の伯父さん ﾌﾗﾝｸ･ﾊﾞﾙｾﾘ-ﾆ 映画音楽
今泉 敏郎/秦
万里子/小山
順子

食卓のｲ-ｼﾞ-ﾘｽﾆﾝｸﾞ ﾌﾞﾚｯｸﾌｧ-ｽﾄ 1 ﾍﾟ-ﾙ･ｷﾞｭﾝﾄ 第1組曲より 朝 E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ
秦 万里子／佐
藤 俊／今泉 敏
郎

秦 万里子/佐
藤 俊/今泉 敏
郎

2,900円 GP000415

2
歌劇「ﾎﾌﾏﾝ物語」より ﾎﾌﾏﾝの
舟歌

J.ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ
秦 万里子／佐
藤 俊／今泉 敏
郎

秦 万里子/佐
藤 俊/今泉 敏
郎

3 ｱﾝﾈﾝ･ﾎﾟﾙｶ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅠ世
秦 万里子／佐
藤 俊／今泉 敏
郎

秦 万里子/佐
藤 俊/今泉 敏
郎

4 君を愛す L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
秦 万里子／佐
藤 俊／今泉 敏
郎

秦 万里子/佐
藤 俊/今泉 敏
郎

5 ﾊﾟﾘの空の下
ﾊ-ﾊﾞ-ﾄﾞ･ｷﾞﾗ-ﾄﾞ
/ｼﾞ-ﾝ･ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾌﾞ
ﾗﾝ

ｼﾞｬﾝ･ﾌﾞﾙﾄﾆｴ-
ﾙ

秦 万里子/佐
藤 俊/今泉 敏
郎

6 ﾀｯﾁ･ﾐ-･ｲﾝ･ｻﾞ･ﾓ-ﾆﾝｸﾞ
ﾏｲｹﾙ･ﾒｯｻ-/ﾛ
ﾝ･ﾐﾗ-

ﾀﾞｲｱﾅ･ﾛｽ
秦 万里子/佐
藤 俊/今泉 敏

7 ﾓ-ﾆﾝ ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ﾌｫｽﾀ- ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ﾌｫｽﾀ-
秦 万里子/佐
藤 俊/今泉 敏

8 ﾏｯﾃｨﾅ-ﾀ
ﾙｯｼﾞｪ-ﾛ･ﾚｵﾝｶ
ｳﾞｧｯﾛ

ｶﾙ-ｿ
秦 万里子/佐
藤 俊/今泉 敏

9 ｺｯﾍﾟﾘｱより ｽﾜﾆﾙﾀﾞのﾜﾙﾂ L.ﾄﾞﾘ-ﾌﾞ
秦 万里子／佐
藤 俊／今泉 敏
郎

秦 万里子/佐
藤 俊/今泉 敏
郎
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

10 見つめ合う恋
ﾚｽ･ﾘ-ﾄﾞ/ｼﾞｪﾌﾘ
-･ｽﾃﾌｧｽ

ﾊ-ﾏﾝｽﾞ･ﾊ-ﾐｯﾂ
秦 万里子/佐
藤 俊/今泉 敏

ｼｮﾊﾟﾝ／ﾉｸﾀ-ﾝ集[1] 1 ﾉｸﾀ-ﾝ 第1番 変ﾛ短調 作品9-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄 1,900円 GP000577
2 ﾉｸﾀ-ﾝ 第2番 変ﾎ長調 作品9-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

3 ﾉｸﾀ-ﾝ 第3番 ﾛ長調 作品9-3 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

4 ﾉｸﾀ-ﾝ 第4番 ﾍ長調 作品15-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

5 ﾉｸﾀ-ﾝ 第5番 嬰ﾍ長調 作品15- F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

6 ﾉｸﾀ-ﾝ 第6番 ﾄ短調 作品15-3 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

7 ﾉｸﾀ-ﾝ 第7番 嬰ﾊ短調 作品27- F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

8 ﾉｸﾀ-ﾝ 第8番 変ﾆ長調 作品27- F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

9 ﾉｸﾀ-ﾝ 第9番 ﾛ長調 作品32-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄
対応楽譜（絶版）　品番：GTY550080 10 ﾉｸﾀ-ﾝ 第10番 変ｲ長調 作品 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

ｼｮﾊﾟﾝ／ﾉｸﾀ-ﾝ集[2] 1 ﾉｸﾀ-ﾝ 第11番 ﾄ短調 作品37-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄 1,900円 GP000578
2 ﾉｸﾀ-ﾝ 第12番 ﾄ長調 作品37-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

3 ﾉｸﾀ-ﾝ 第13番 ﾊ短調 作品48-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

4 ﾉｸﾀ-ﾝ 第14番 嬰ﾍ短調 作品 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

5 ﾉｸﾀ-ﾝ 第15番 ﾍ短調 作品55-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

6 ﾉｸﾀ-ﾝ 第16番 変ﾎ長調 作品 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

7 ﾉｸﾀ-ﾝ 第17番 ﾛ長調 作品62-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

8 ﾉｸﾀ-ﾝ 第18番 ﾎ長調 作品62-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄
対応楽譜（絶版）　品番：GTY550080 9 ﾉｸﾀ-ﾝ 第19番 ﾎ短調 作品72-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小市 香澄 小市 香澄

ｼｮﾊﾟﾝ／ﾜﾙﾂ集 1 ﾜﾙﾂ 第3番 ｲ短調 作品34-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代 2,900円 GP000209
2 ﾜﾙﾂ 第10番 ﾛ短調 作品69-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

3
ﾜﾙﾂ 第1番 変ﾎ長調 作品18
「華麗なる大円舞曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

4 ﾜﾙﾂ 第13番 変ﾆ長調 作品70- F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

5 ﾜﾙﾂ 第14番 ﾎ短調「遺作」 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

6
ﾜﾙﾂ 第2番 変ｲ長調 作品34-1
「華麗なる円舞曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

7 ﾜﾙﾂ 第11番 変ﾄ長調 作品70- F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

8
ﾜﾙﾂ 第9番 変ｲ長調 作品69-1
「告別」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

9
ﾜﾙﾂ 第4番 ﾍ長調 作品34-3
「華麗なる円舞曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

10
ﾜﾙﾂ 第6番 変ﾆ長調 作品64-1
「小犬のﾜﾙﾂ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

11 ﾜﾙﾂ 第7番 嬰ﾊ短調 作品64-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

12 ﾜﾙﾂ 第8番 変ｲ長調 作品64-3 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

13 ﾜﾙﾂ 第12番 ﾍ短調 作品70-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

14 ﾜﾙﾂ 第5番 変ｲ長調 作品42 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 原田 英代 原田 英代

ｼｮﾊﾟﾝ：｢英雄｣ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 1 ｽｹﾙﾂｫ 第2番 変ﾛ短調 作品31 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ
★

ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ 2,900円 GP000146

2 即興曲 第1番 変ｲ長調 作品29 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ
★

ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ

3 幻想即興曲 嬰ﾊ短調 作品66 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ
★

ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ

4 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ 第2番 ﾍ長調 作品38 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ
★

ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ

5 ﾏｽﾞﾙｶ 第46番 ﾊ長調 作品68-
1

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ
★

ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ

6 ﾏｽﾞﾙｶ 第47番 ｲ短調 作品68-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ
★

ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ

7 ﾏｽﾞﾙｶ 第48番 ﾍ長調 作品68-
3

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ
★

ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ

8 ﾏｽﾞﾙｶ 第49番 ﾍ短調 作品68-
4

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ
★

ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ

9 ﾉｸﾀ-ﾝ 第5番 嬰ﾍ長調 作品15-
2

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ
★

ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ

10
ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 第6番 変ｲ長調 作品
53「英雄」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ
★

ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ

ｼｮﾊﾟﾝ：12の練習曲 作品10 1 練習曲 作品10-1 ﾊ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵 2,900円 GP000148
2 練習曲 作品10-2 ｲ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

3
練習曲 作品10-3 ﾎ長調「別れ
の曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

4 練習曲 作品10-4 嬰ﾊ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

5 練習曲 作品10-5 変ﾄ長調「黒 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

6 練習曲 作品10-6 変ﾎ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

7 練習曲 作品10-7 ﾊ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

8 練習曲 作品10-8 ﾍ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

9 練習曲 作品10-9 ﾍ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

10 練習曲 作品10-10 変ｲ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

11 練習曲 作品10-11 変ﾎ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵
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曲
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曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

12 練習曲 作品10-12 ﾊ短調「革 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

ｼｮﾊﾟﾝ：12の練習曲 作品25 1
練習曲 作品25-1 変ｲ長調「牧
童（ｴｵﾘｱﾝ･ﾊ-ﾌﾟ)」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵 2,900円 GP000149

2 練習曲 作品25-2 ﾍ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

3 練習曲 作品25-3 ﾍ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

4 練習曲 作品25-4 ｲ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

5 練習曲 作品25-5 ﾎ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

6 練習曲 作品25-6 嬰ﾄ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

7 練習曲 作品25-7 嬰ﾊ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

8 練習曲 作品25-8 変ﾆ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

9 練習曲 作品25-9 変ﾄ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

10 練習曲 作品25-10 ﾛ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

11
練習曲 作品25-11 ｲ短調「木枯
し」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

12 練習曲 作品25-12 ﾊ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 伊藤 恵 伊藤 恵

ｼｮﾊﾟﾝ：24の前奏曲 1 前奏曲 作品28-1 ﾊ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

2,900円 GP000142

2 前奏曲 作品28-2 ｲ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

3 前奏曲 作品28-3 ﾄ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

4 前奏曲 作品28-4 ﾎ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

5 前奏曲 作品28-5 ﾆ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

6 前奏曲 作品28-6 ﾛ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

7 前奏曲 作品28-7 ｲ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

8 前奏曲 作品28-8 嬰ﾍ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

9 前奏曲 作品28-9 ﾎ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

10 前奏曲 作品28-10 嬰ﾊ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

11 前奏曲 作品28-11 ﾛ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

12 前奏曲 作品28-12 嬰ﾄ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

13 前奏曲 作品28-13 嬰ﾍ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

14 前奏曲 作品28-14 変ﾎ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

15
前奏曲 作品28-15 変ﾆ長調
「雨だれ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

16 前奏曲 作品28-16 変ﾛ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

17 前奏曲 作品28-17 変ｲ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

18 前奏曲 作品28-18 ﾍ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

19 前奏曲 作品28-19 変ﾎ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

20 前奏曲 作品28-20 ﾊ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

21 前奏曲 作品28-21 変ﾛ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

22 前奏曲 作品28-22 ﾄ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

23 前奏曲 作品28-23 ﾍ長調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

24 前奏曲 作品28-24 ﾆ短調 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

25
ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 第6番 変ｲ長調 作品
53「英雄」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

26 練習曲 作品10-5 変ﾄ長調「黒
鍵」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

27 練習曲 作品10-12 ﾊ短調「革
命」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ ★

ｸｼｼﾄﾌ･ﾔﾌﾞｳｫﾝ
ｽｷ

ｼｮﾊﾟﾝ：華麗なる円舞曲 1
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第23番 ﾍ長調 作品
13-3

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ 2,900円 GP000121

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第11番 K.331「ﾄﾙｺ行
進曲」付（全楽章入り）

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
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3
ﾜﾙﾂ 第4番 ﾍ長調 作品34-3
「華麗なる円舞曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

4
ﾜﾙﾂ 第6番 変ﾆ長調 作品64-1
「小犬のﾜﾙﾂ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

5 ﾜﾙﾂ 第7番 嬰ﾊ短調 作品64-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

6
ﾜﾙﾂ 第9番 変ｲ長調 作品69-1
「告別」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

ｼｮﾊﾟﾝ：軍隊ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 1
ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 第6番 変ｲ長調 作品
53「英雄」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ ★

ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ

2,900円 GP000123

2 ﾏｽﾞﾙｶ 第14番 ﾄ短調 作品24-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ ★

ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ

3 ﾏｽﾞﾙｶ 第13番 ｲ短調 作品17-4 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ ★

ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ

4
ﾉｸﾀ-ﾝ 第20番 嬰ﾊ短調（ﾚﾝﾄ･ｺ
ﾝ･ｸﾞﾗﾝ･ｴｽﾌﾟﾚｼｵ-ﾈ)(遺作）

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ ★

ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ

5 ﾉｸﾀ-ﾝ 第19番 ﾎ短調 作品72-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ ★

ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ

6
ﾜﾙﾂ 第9番 変ｲ長調 作品69-1
「告別」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ ★

ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ

7 ﾜﾙﾂ 第7番 嬰ﾊ短調 作品64-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ ★

ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ

8
ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 第3番 ｲ長調 作品40-
1「軍隊」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ ★

ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ

9 ｽｹﾙﾂｫ 第2番 変ﾛ短調 作品31 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ ★

ﾔ-ﾇｽ･ｵﾚｲﾆﾁｬ
-ｸ

ｼｮﾊﾟﾝ：ｽｹﾙﾂｫ 第2番 変ﾛ短調 1 ﾏｽﾞﾙｶ 第14番 ﾄ短調 作品24-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｼﾞｮﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ

2,900円 GP000127

2 ﾏｽﾞﾙｶ 第15番 ﾊ長調 作品24-
2

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｼﾞｮﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ

3 ｽｹﾙﾂｫ 第2番 変ﾛ短調 作品31 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｼﾞｮﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ

4 ｱﾗﾍﾞｽｸ 作品18 ﾊ長調 R.A.ｼｭｰﾏﾝ
ｼﾞｮﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ

5 幻想曲 ﾆ短調 K.397 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｼﾞｮﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ

6
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第11番 K.331 第1楽
章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｸﾞﾗﾂｨｵ-ｿ ～ 第6変

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｼﾞｮﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ

7
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第11番 K.331 第2楽
章 ﾄﾘｵ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｼﾞｮﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ

8
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第11番 K.331 第3楽
章「ﾄﾙｺ行進曲」

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｼﾞｮﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ﾏﾙｸ･ﾙｲｻ
ﾀﾞ

ｼｮﾊﾟﾝ：ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第3番 ﾛ短調 1
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第3番 作品58 第1楽
章 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾏｴｽﾄ-ｿ

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ｼｭ-･ﾂｫﾝ ★ ｼｭ-･ﾂｫﾝ 2,900円 GP000151

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第3番 作品58 第2楽
章 ｽｹﾙﾂｫ－ﾓﾙﾄ･ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ｼｭ-･ﾂｫﾝ ★ ｼｭ-･ﾂｫﾝ

3
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第3番 作品58 第3楽
章 ﾗﾙｺﾞ

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ｼｭ-･ﾂｫﾝ ★ ｼｭ-･ﾂｫﾝ

4
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第3番 作品58 第4楽
章 ﾌｨﾅ-ﾚ－ﾌﾟﾚｽﾄ･ﾉﾝ･ﾀﾝﾄ

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ｼｭ-･ﾂｫﾝ ★ ｼｭ-･ﾂｫﾝ

5 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ 第1番 ﾄ短調 作品23 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ｼｭ-･ﾂｫﾝ ★ ｼｭ-･ﾂｫﾝ

6 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ 第2番 ﾍ長調 作品38 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ｼｭ-･ﾂｫﾝ ★ ｼｭ-･ﾂｫﾝ

7
ﾏｽﾞﾙｶ 第32番 嬰ﾊ長調 作品
50-3

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ｼｭ-･ﾂｫﾝ ★ ｼｭ-･ﾂｫﾝ

8 ﾏｽﾞﾙｶ 第37番 変ｲ長調 作品 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ｼｭ-･ﾂｫﾝ ★ ｼｭ-･ﾂｫﾝ

ｼｮﾊﾟﾝ：ﾘｻｲﾀﾙ 1 練習曲 作品10-12 ﾊ短調「革 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ 2,900円 GP000141

2
練習曲 作品25-1 変ｲ長調「牧
童（ｴｵﾘｱﾝ･ﾊ-ﾌﾟ)」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ

3 3つの新しいｴﾁｭ-ﾄﾞ 第1番 ﾍ短 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ

4
前奏曲 作品28-15 変ﾆ長調
「雨だれ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ

5 ﾏｽﾞﾙｶ 第7番 ﾍ短調 作品7-3 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ

6 ﾏｽﾞﾙｶ 第13番 ｲ短調 作品17-4 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ

7 ﾏｽﾞﾙｶ 第31番 変ｲ長調 作品 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ

8 ﾏｽﾞﾙｶ 第37番 変ｲ長調 作品 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ

9 ｽｹﾙﾂｫ 第1番 ﾛ短調 作品20 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ

10 即興曲 第1番 変ｲ長調 作品29 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ

11 ﾉｸﾀ-ﾝ 第5番 嬰ﾍ長調 作品15- F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ

12
ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｽﾋﾟｱﾅ-ﾄと華麗なる大
ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 変ﾎ長調 作品22

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ ★ ﾏﾙｸ･ﾗﾌｫﾚ

ｼｮﾊﾟﾝ：ﾜﾙﾂ 第9番「告別」 1 ﾜﾙﾂ 第3番 ｲ短調 作品34-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子 2,900円 GP000124
2 ﾜﾙﾂ 第7番 嬰ﾊ短調 作品64-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

3
ﾜﾙﾂ 第9番 変ｲ長調 作品69-1
「告別」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子

4 ﾏｽﾞﾙｶ 第14番 ﾄ短調 作品24-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子

5 ﾏｽﾞﾙｶ 第40番 ﾍ短調 作品63- F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子

6
ﾏｽﾞﾙｶ 第41番 嬰ﾊ短調 作品
63-3

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子

7 ﾏｽﾞﾙｶ 第43番 ﾄ短調 作品67-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子

8 ﾏｽﾞﾙｶ 第47番 ｲ短調 作品68-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子

9 ﾉｸﾀ-ﾝ 第1番 変ﾛ短調 作品9-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子

10 ﾉｸﾀ-ﾝ 第2番 変ﾎ長調 作品9-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子

11 ﾉｸﾀ-ﾝ 第9番 ﾛ長調 作品32-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子

12
ﾉｸﾀ-ﾝ 第20番 嬰ﾊ短調（ﾚﾝﾄ･ｺ
ﾝ･ｸﾞﾗﾝ･ｴｽﾌﾟﾚｼｵ-ﾈ)(遺作）

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮沢 明子 宮沢 明子

ｼｮﾊﾟﾝ･ｱﾙﾊﾞﾑ 1 練習曲 作品10-5 変ﾄ長調「黒 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子 2,900円 GP000201
2 練習曲 作品10-12 ﾊ短調「革 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

3
練習曲 作品25-1 変ｲ長調「牧
童（ｴｵﾘｱﾝ･ﾊ-ﾌﾟ)」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

4
練習曲 作品25-11 ｲ短調「木枯
し」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

5 ﾏｽﾞﾙｶ 第18番 ﾊ短調 作品30- F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

6 ﾏｽﾞﾙｶ 第20番 変ﾆ長調 作品 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

7 ﾏｽﾞﾙｶ 第31番 変ｲ長調 作品 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

8 ﾏｽﾞﾙｶ 第44番 ﾊ長調 作品67- F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

9 ｽｹﾙﾂｫ 第2番 変ﾛ短調 作品31 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

10 ｽｹﾙﾂｫ 第3番 嬰ﾊ短調 作品39 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

ｼｮﾊﾟﾝ作品集 1 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ 第1番 ﾄ短調 作品23 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄 2,900円 GP000152

2
ﾜﾙﾂ 第1番 変ﾎ長調 作品18
「華麗なる大円舞曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄

3
ﾜﾙﾂ 第6番 変ﾆ長調 作品64-1
「小犬のﾜﾙﾂ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄

4
前奏曲 作品28-15 変ﾆ長調
「雨だれ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄

5 幻想即興曲 嬰ﾊ短調 作品66 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄

6 子守歌 変ﾆ長調 作品57 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄

7
練習曲 作品10-3 ﾎ長調「別れ
の曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄

8 練習曲 作品10-12 ﾊ短調「革 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄

9 ﾀﾗﾝﾃﾗ 変ｲ長調 作品43 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄

10
ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 第6番 変ｲ長調 作品
53「英雄」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 横山 幸雄 横山 幸雄

水の戯れ／ﾗｳﾞｪﾙ 1 水の戯れ M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝 2,900円 GP000187
2 ｿﾅﾁﾈ 第1楽章 ﾓﾃﾞﾚ M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝

3 ｿﾅﾁﾈ 第2楽章 ﾒﾇｴｯﾄ M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝

4 ｿﾅﾁﾈ 第3楽章 ｱﾆﾒ M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝

5
高雅で感傷的なﾜﾙﾂより ﾓﾃﾞﾚ
（第1曲目）

M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝

6 高雅で感傷的なﾜﾙﾂより ｱｯｾ･ M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝

7
高雅で感傷的なﾜﾙﾂより ﾓﾃﾞﾚ
（第3曲目）

M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝

8
高雅で感傷的なﾜﾙﾂより ｱｯｾ･
ｱﾆﾒ

M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝

9
高雅で感傷的なﾜﾙﾂより ﾌﾟﾚｽ
ｸ･ﾗﾝ

M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝

10
高雅で感傷的なﾜﾙﾂより ｱｯｾ･
ｳﾞｨﾌ

M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝

11
高雅で感傷的なﾜﾙﾂより ﾓﾜﾝ･
ｳﾞｨﾌ

M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝

12 高雅で感傷的なﾜﾙﾂより ｴﾋﾟﾛ- M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝 小西 理枝

ｽﾍﾟｲﾝ音楽の夕べ 1
組曲「ｽﾍﾟｲﾝの歌」作品232より
前奏曲

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 上原 由記音
上原 由記音
他

2,900円 GP000012

2
組曲「ｽﾍﾟｲﾝの歌」作品232より
ｾｷﾞﾃﾞｨ-ﾘｬ（ｶｽﾃｨ-ﾘｬ）

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 上原 由記音
上原 由記音
他

3 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品165より ﾀﾝｺﾞ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 浜口 奈々 上原 由記音

4 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｸﾞﾗﾅ
ﾀﾞ

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

上原 由記音
他

5
組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｾﾋﾞﾘｬ
-ﾅｽ

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

上原 由記音
他

6 組曲「ｽﾍﾟｲﾝ」作品47より ｶﾃﾞｨｽ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

上原 由記音
他

7
ｺﾞｲｪｽｶｽ（恋する若者たち）より
嘆き、またはﾏﾊと夜鳴きうぐい

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

上原 由記音
他
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

8
ｽﾍﾟｲﾝ舞曲集 作品37より ｵﾘｴﾝ
ﾀﾙ

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ 上原 由記音
上原 由記音
他

9
ｽﾍﾟｲﾝ舞曲集 作品37より ｱﾝﾀﾞ
ﾙ-ｻ 祈り

E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ 上原 由記音
上原 由記音
他

10
ﾊﾞﾚｴ「恋は魔術師」より 火祭り
の踊り

M.D.ﾌｧﾘｬ 上原 由記音
上原 由記音
他

11
ｵﾍﾟﾗ「はかなき人生」より ｽﾍﾟｲ
ﾝ舞曲 第1番

M.D.ﾌｧﾘｬ 上原 由記音
上原 由記音
他

ｽﾍﾟｲﾝの歌／ｱﾙﾍﾞﾆｽ 1
2つのｽﾍﾟｲﾝ舞曲 作品164より
ﾎﾀ･ｱﾗｺﾞﾈ-ｻ

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 上原 由記音 上原 由記音 2,900円 GP000190

2
2つのｽﾍﾟｲﾝ舞曲 作品164より
ﾀﾝｺﾞ

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 上原 由記音 上原 由記音

3
組曲「ｽﾍﾟｲﾝの歌」作品232より
前奏曲

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 上原 由記音 上原 由記音

4
組曲「ｽﾍﾟｲﾝの歌」作品232より
東洋風（ｵﾘｴﾝﾀﾙ）

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 上原 由記音 上原 由記音

5
組曲「ｽﾍﾟｲﾝの歌」作品232より
やしの木陰

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 上原 由記音 上原 由記音

6
組曲「ｽﾍﾟｲﾝの歌」作品232より
ｺﾙﾄﾞﾊﾞ（夜想曲）

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 上原 由記音 上原 由記音

7
組曲「ｽﾍﾟｲﾝの歌」作品232より
ｾｷﾞﾃﾞｨ-ﾘｬ（ｶｽﾃｨ-ﾘｬ）

I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 上原 由記音 上原 由記音

星条旗よ永遠なれ／ﾏ-ﾁ名曲集 1 星条旗よ永遠なれ J.F.ｽ-ｻﾞ 鳥居 悟朗 鳥居 悟朗 2,900円 GP000170
2 ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾎﾟｽﾄ J.F.ｽ-ｻﾞ 鳥居 悟朗 鳥居 悟朗

3 錨を上げて B.A.ﾂｨﾝﾏ-ﾏﾝ 鳥居 悟朗 鳥居 悟朗

4 士官候補生 J.F.ｽ-ｻﾞ 鳥居 悟朗 鳥居 悟朗

5 双頭の鷲の旗の下で J.F.ｳﾞｧ-ｸﾞﾅ- 鳥居 悟朗 鳥居 悟朗

6 旧友 C.ﾀｲｹ 鳥居 悟朗 鳥居 悟朗

7 美中の美 J.F.ｽ-ｻﾞ 鳥居 悟朗 鳥居 悟朗

8 雷神 J.F.ｽ-ｻﾞ 鳥居 悟朗 鳥居 悟朗

9 ｴﾙ･ｶﾋﾟﾀﾝ J.F.ｽ-ｻﾞ 鳥居 悟朗 鳥居 悟朗

10 ｳｨ-ﾝはｳｨ-ﾝ J.ｼｭﾗﾝﾒﾙ 鳥居 悟朗 鳥居 悟朗

世界のこもりうた　眠りの精 1 眠りの精 J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

2,900円 GP000281

2
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より 子守歌
（連弾)

G.ﾌｫ-ﾚ
三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

3
子供の情景 作品15より 夢（ﾄﾛ
ｲﾒﾗｲ)

R.A.ｼｭｰﾏﾝ
三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

4 ﾓ-ﾂｧﾙﾄの子守歌
W.A.ﾓ-ﾂｧﾙﾄ/B.
ﾌﾘ-ｽ

三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

5 ﾌﾞﾗｰﾑｽの子守歌 J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

6 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄの子守歌 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

7 わが母の教え給いし歌 ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

8 ｼﾞｮｽﾗﾝの子守歌 ｺﾞﾀﾞ-ﾙ
三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

9 ｺｻｯｸの子守歌 ﾛｼｱ民謡
三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

10 小川の子守歌 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

11 無言歌集 作品11-2 子守歌 ﾊｳｻﾞ-
三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

12 夢みる人々 <ﾋﾞｭ-ﾃｨﾌﾙ･ﾄﾞﾘ-ﾏ-
>

ﾌｫｽﾀ-
三木 香代／布
施 威

三木 香代/布
施 威

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ-／ﾓｽｸﾜ音楽院／
ｼｮﾊﾟﾝ作品集

1 ﾜﾙﾂ 第7番 嬰ﾊ短調 作品64-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-

2,900円 GP000208

2 ﾉｸﾀ-ﾝ 第2番 変ﾎ長調 作品9-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-

3 ﾉｸﾀ-ﾝ 第4番 ﾍ長調 作品15-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-

4 ﾉｸﾀ-ﾝ 第11番 ﾄ短調 作品37-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-

5 ﾏｽﾞﾙｶ 第5番 変ﾛ長調 作品7-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-

6 ﾏｽﾞﾙｶ 第12番 変ｲ長調 作品
17-3

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-

7 ﾏｽﾞﾙｶ 第13番 ｲ短調 作品17-4 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-

8 ﾏｽﾞﾙｶ 第17番 変ﾛ短調 作品
24-4

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

9 ﾏｽﾞﾙｶ 第40番 ﾍ短調 作品63-
2

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-

10 ﾏｽﾞﾙｶ 第45番 ｲ短調 作品67-4 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-

11 ﾏｽﾞﾙｶ 第49番 ﾍ短調 作品68-
4

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-

12 ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 第4番 ﾊ短調 作品40-
2

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
- ★

ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾞﾚﾝｽｷ
-

先生と生徒のれんだんｺﾝｻｰﾄ Vol.1
ｸﾗｼｯｸ名曲集

1 びっくりｼﾝﾌｫﾆｰ（連弾） ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 小川 由希子 小川 由希子 2,900円 GP000540

2 結婚行進曲（連弾） ○ R.ﾜｰｸﾞﾅｰ 小川 由希子 小川 由希子

3
交響曲「新世界」第9番 第2楽
章 家路（連弾）

○ ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ 小川 由希子 小川 由希子

4
交響曲「新世界」第9番 終楽章
（連弾）

○ ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ 小川 由希子 小川 由希子

5
交響曲 第9番 よろこびのうた
（連弾）

○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 小川 由希子 小川 由希子

6 交響詩「ﾓﾙﾀﾞｳ」（連弾） ○ B.ｽﾒﾀﾅ 小川 由希子 小川 由希子

7
組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥
（連弾）

○ C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ 小川 由希子 小川 由希子

8 熊蜂の飛行（連弾） ○ ﾘﾑｽｷ-=ｺﾙｻｺﾌ 小川 由希子 小川 由希子

9
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 第3幕への間
奏曲（連弾）

○ G.ﾋﾞｾﾞ- 小川 由希子 小川 由希子

10 美しく青きﾄﾞﾅｳ 作品314（連弾） ○ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世 小川 由希子 小川 由希子

11 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ（連弾） ○ C.F.ｸﾞﾉ- 小川 由希子 小川 由希子

12 弦楽ｾﾚﾅｰﾃﾞのﾜﾙﾂ（連弾） ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 小川 由希子 小川 由希子

13
ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ 第1楽
章（連弾）

○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 小川 由希子 小川 由希子

14 ﾒﾘｰ･ｳｨﾄﾞｳのﾜﾙﾂ（連弾） ○ F.ﾚﾊ-ﾙ 小川 由希子 小川 由希子
対応楽譜（絶版）　品番：GTP651910 15 交響曲第40番 第1楽章（連弾） ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 小川 由希子 小川 由希子

先生と生徒のれんだんｺﾝｻｰﾄ Vol.9
ｸﾗｼｯｸ名曲集2

1 「四季」から 春（連弾） ○ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

2,900円 GP000600

2 「四季」から 冬（連弾） ○ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

3 ﾊﾝｶﾞﾘｱ舞曲 第5番（連弾） ○ J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

4 「惑星」から 木星（連弾） ○ ﾎﾙｽﾄ
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

5 「椿姫」から 乾杯の歌（連弾） ○ G.F.F.ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

6
「ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸのﾏｲｽﾀ-ｼﾞﾝｶﾞ-」か
ら 前奏曲（連弾）

○ R.ﾜｰｸﾞﾅｰ
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

7 「ｶﾙﾒﾝ」から ﾊﾊﾞﾈﾗ（連弾） ○ G.ﾋﾞｾﾞ-
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

8 ﾗﾃﾞﾂｷ-行進曲（連弾） ○ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅠ世
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

9
「展覧会の絵」から ﾌﾟﾛﾑﾅ-ﾄﾞ
（連弾）

○ ﾑｿﾙｸﾞｽｷ-
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

10 ﾎﾞﾚﾛ（連弾） ○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

11
「魔笛」から 夜の女王のｱﾘｱ
（連弾）

○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

12 亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧ-ﾇ（連
弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

対応楽譜（絶版）　品番：GTP651970 13 ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙ-（連弾） ○ ｶﾞ-ｼｭｲﾝ
金子 恵／進藤
郁子

金子 恵/進藤
郁子

先生と生徒のれんだんｺﾝｻｰﾄ4【実
用ｽｺｱ譜】 ｼｮﾊﾟﾝ名曲集 ～幻想即

1 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ 作品28-7（連弾） ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

2,900円 GP000613

2
雨だれのﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ 作品28-15
（連弾）

○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

3 ｶﾝﾀ-ﾋﾞﾚ（連弾） ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

4 子守歌 作品57（連弾） ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

5 ﾊﾟｶﾞﾆ-ﾆの思い出（連弾） ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

6
別れの曲（練習曲 作品10-3）
（連弾）

○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

7 幻想即興曲 作品66（連弾） ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

8 華麗なる大ﾜﾙﾂ 作品18（連弾） ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

9 ﾜﾙﾂ 作品64-2（連弾） ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
【クラシック】

■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
■表示は本体価格です。商品価格は本体価格＋税になります。

※諸事情により、予告なく価格の変更や販売停止になる場合があります。
※対応楽譜は絶版のものもございます。

31/73

商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

10 ﾏｽﾞﾙｶ 作品68-3（連弾） ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

11 ﾉｸﾀ-ﾝ 作品9-2（連弾） ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

12 舟歌 作品60（連弾） ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

13 英雄ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 作品53（連弾） ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

14
ﾋﾟｱﾉ協奏曲 第1番 作品11 第1
楽章（連弾）

○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 宮野 幸子
宮野 幸子/安
保 江理古

対応楽譜（絶版）　品番：GTP01086031 15
ﾋﾟｱﾉ協奏曲 第1番 作品11 第2
楽章（連弾）

○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 安保 江理古
宮野 幸子/安
保 江理古

前奏曲､ﾌ-ｶﾞと変奏曲／ﾌﾗﾝｸ 1 前奏曲、ﾌ-ｶﾞと変奏曲 C.ﾌﾗﾝｸ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ 2,900円 GP000194
2 ｿﾅﾁﾈ 第1楽章 ﾓﾃﾞﾚ M.ﾗｳﾞｪﾙ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ

3 ｿﾅﾁﾈ 第2楽章 ﾒﾇｴｯﾄ M.ﾗｳﾞｪﾙ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ

4 ｿﾅﾁﾈ 第3楽章 ｱﾆﾒ M.ﾗｳﾞｪﾙ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ

5 水の戯れ M.ﾗｳﾞｪﾙ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ

6 戸外にてより 笛と太鼓 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ

7 戸外にてより 舟歌 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ

8 戸外にてより ﾐｭｾﾞｯﾄ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ

9 戸外にてより 狩り B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾙﾆﾙ

ｿﾅﾀ ｱﾙﾊﾞﾑ１／ﾊｲﾄﾞﾝ  [参考楽譜
音楽之友社/全音楽譜出版社刊]

1
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-35 第1楽章
ｱﾚｸﾞﾛ･ｺﾝ･ﾌﾞﾘｵ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

2,900円 GP000274

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-35 第2楽章
ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

3
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-35 第3楽章
ﾌｨﾅ-ﾚ ｱﾚｸﾞﾛ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

4
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-27 第1楽章
ｱﾚｸﾞﾛ･ｺﾝ･ﾌﾞﾘｵ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

5
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-27 第2楽章
ﾒﾇｴｯﾄ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

6
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-27 第3楽章
ﾌｨﾅ-ﾚ ﾌﾟﾚｽﾄ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

7
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-37 第1楽章
ｱﾚｸﾞﾛ･ｺﾝ･ﾌﾞﾘｵ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

8
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-37 第2楽章
ﾗﾙｺﾞ･ｴ･ｿｽﾃﾇ-ﾄ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

9
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-37 第3楽章
ﾌｨﾅ-ﾚ ﾌﾟﾚｽﾄ･ﾏ･ﾉﾝ･ﾄﾛｯﾎﾟ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

10
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-36 第1楽章
ﾓﾃﾞﾗ-ﾄ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

11
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-36 第2楽章
ｽｹﾙﾂｧﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞﾛ･ｺﾝ･ﾌﾞﾘｵ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

12
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-36 第3楽章
ﾒﾇｴｯﾄ ﾓﾃﾞﾗ-ﾄ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

13
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-34 第1楽章
ﾌﾟﾚｽﾄ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

14
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-34 第2楽章
ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

15
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-34 第3楽章
ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ･ﾓﾙﾄ

F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳﾞ-ｾﾞ ★

ｼﾞｬﾝ=ｴﾌﾗﾝ･ﾊﾞ
ｳ-ｾﾞ

ｿﾅﾀ ｱﾙﾊﾞﾑ１／ﾍﾞ-ﾄ-ｳﾞｪﾝ  [参考楽
譜 音楽之友社/全音楽譜出版社

1
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第19番 作品49-1 第
1楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ- 2,900円 GP000275

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第19番 作品49-1 第
2楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞﾛ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

3
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第20番 作品49-2 第
1楽章 ｱﾚｸﾞﾛ,ﾏ･ﾉﾝ･ﾄﾛｯﾎﾟ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

4
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第20番 作品49-2 第
2楽章 ﾃﾝﾎﾟ･ﾃﾞｨ･ﾒﾇｴｯﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

5
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第25番 作品79 第1
楽章 ﾌﾟﾚｽﾄ･ｱﾗ･ﾃﾃﾞｽｶ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

6
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第25番 作品79 第2
楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

7
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第25番 作品79 第3
楽章 ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

8
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第9番 作品14-1 第1
楽章 ｱﾚｸﾞﾛ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

9
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第9番 作品14-1 第2
楽章 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

10
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第9番 作品14-1 第3
楽章 ﾛﾝﾄﾞ～ｱﾚｸﾞﾛ･ｺ-ﾓﾄﾞ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

先生と生徒のれんだんｺﾝｻｰﾄ4【実用ス
コア譜】 ｼｮﾊﾟﾝ名曲集 ～幻想即興曲～
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11
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第10番 作品14-2 第
1楽章 ｱﾚｸﾞﾛ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

12
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第10番 作品14-2 第
2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

13
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第10番 作品14-2 第
3楽章 ｽｹﾙﾂｫ ｱｯｻｲ･ｱﾚｸﾞﾛ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-
★

ﾏﾁｱｽ･ｳｪ-ﾊﾞ-

ｿﾅﾁﾈ･ｱﾙﾊﾞﾑ１（ﾃﾞｨｽｸ1)  [参考楽
譜 音楽之友社/全音楽譜出版社

1
ｿﾅﾁﾈ 作品20-1 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ

○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和 1,900円 GP000237

2 第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

3 第3楽章 ｱﾚｸﾞﾛ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

4 ｿﾅﾁﾈ 作品20-2 第1楽章 ｱﾚｸﾞ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

5 第2楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ･ｴ･ｿｽﾃﾇ-ﾄ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

6 第3楽章 ｱﾚｸﾞﾛ･ｽｹﾙﾂｧﾝﾄﾞ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

7
ｿﾅﾁﾈ 作品20-3 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ･ｺﾝ･ｽﾋﾟ-ﾘﾄ

○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

8 第2楽章 ﾗﾙｹﾞｯﾄ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

9 第3楽章 ｱｯﾗ･ﾎﾟﾗｯｶ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

10 ｿﾅﾁﾈ 作品55-1 第1楽章 ｱﾚｸﾞ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

11 第2楽章 ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

12
ｿﾅﾁﾈ 作品55-2 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾚｯﾄ

○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

13 第2楽章 ｶﾝﾀ-ﾋﾞﾚ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

14 第3楽章 ｱﾚｸﾞﾛ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

15
ｿﾅﾁﾈ 作品55-3 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ･ｺﾝ･ｽﾋﾟ-ﾘﾄ

○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

16 第2楽章 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ･ｸﾞﾗﾂｨｵ-ｿ ○ F.ｸ-ﾗｳ 湯口 美和 湯口 美和

17 ｿﾅﾁﾈ 作品36-1 第1楽章 ｱﾚｸﾞ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

18 第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

19 第3楽章 ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

20
ｿﾅﾁﾈ 作品36-2 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾚｯﾄ

○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

21 第2楽章 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

22 第3楽章 ｱﾚｸﾞﾛ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

23
ｿﾅﾁﾈ 作品36-3 第1楽章 ｽﾋﾟﾘ
ﾄ-ｿ

○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

24 第2楽章 ｱﾝ･ﾎﾟｺ･ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

25 第3楽章 ｱﾚｸﾞﾛ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

ｿﾅﾁﾈ･ｱﾙﾊﾞﾑ１（ﾃﾞｨｽｸ2)  [参考楽
譜 音楽之友社/全音楽譜出版社

1
ｿﾅﾁﾈ 作品36-4 第1楽章 ｺﾝ･ｽ
ﾋﾟ-ﾘﾄ

○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和 1,900円 GP000238

2
第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｺﾝ･ｴｽﾌﾟﾚｯｼｵ
-ﾈ

○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

3 第3楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞﾛ･ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

4 ｿﾅﾁﾈ 作品36-5 第1楽章 ﾌﾟﾚｽ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

5 第2楽章 ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

6 第3楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞﾛ･ﾃﾞｨ･ﾓﾙﾄ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

7
ｿﾅﾁﾈ 作品36-6 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ･ｺﾝ･ｽﾋﾟ-ﾘﾄ

○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

8 第2楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ･ｽﾋﾟﾘﾄ- ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 湯口 美和 湯口 美和

9
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ Hob.XVI-35 第1楽章
ｱﾚｸﾞﾛ･ｺﾝ･ﾌﾞﾘｵ

○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 湯口 美和 湯口 美和

10 第2楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 湯口 美和 湯口 美和

11 第3楽章 ﾌｨﾅ-ﾚ ｱﾚｸﾞﾛ ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 湯口 美和 湯口 美和

12
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第15番 K.545 第1楽
章 ｱﾚｸﾞﾛ

○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 湯口 美和 湯口 美和

13 第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 湯口 美和 湯口 美和

14 第3楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 湯口 美和 湯口 美和

15
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第20番 作品49-2 第
1楽章 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾏ･ﾉﾝ･ﾄﾛｯﾎﾟ

○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 湯口 美和 湯口 美和

16 第2楽章 ﾃﾝﾎﾟ･ﾃﾞｨ･ﾒﾇｴｯﾄ ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 湯口 美和 湯口 美和

17
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第19番 作品49-1 第
1楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ

○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 湯口 美和 湯口 美和

18 第2楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞﾛ ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 湯口 美和 湯口 美和

19
ｿﾅﾁﾈ 作品20-1 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ･ﾉﾝ･ﾀﾝﾄ

○ ﾃﾞｭｾｯｸ 湯口 美和 湯口 美和

20 第2楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ ○ ﾃﾞｭｾｯｸ 湯口 美和 湯口 美和

ｿﾅﾁﾈ･ｱﾙﾊﾞﾑ２（ﾃﾞｨｽｸ1)  [参考楽
譜 音楽之友社/全音楽譜出版社

1
ｿﾅﾁﾈ 作品55-4 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ･ﾉﾝ･ﾀﾝﾄ

○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉 1,900円 GP000248

2
作品55-4 第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃｨ-ﾉ･
ｺﾝ･ｴｽﾌﾟﾚｯｼｵ-ﾈ

○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

3 作品55-4 第3楽章 ｱｯﾗ･ﾎﾟﾗｯｶ ○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉
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4
ｿﾅﾁﾈ 作品55-5 第1楽章 ﾃﾝ
ﾎﾟ･ﾃﾞｨ･ﾏﾙﾁｬ

○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

5
作品55-5 第2楽章 ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ･
ｱｯｻｲ

○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

6
ｿﾅﾁﾈ 作品55-6 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ･ﾏｴｽﾄ-ｿ

○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

7 作品55-6 第2楽章 ﾒﾇｴｯﾄ ○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

8 ｿﾅﾁﾈ 作品88-1 第1楽章 ｱﾚｸﾞ ○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

9 作品88-1 第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃｨ-ﾉ ○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

10 作品88-1 第3楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞﾛ ○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

11
ｿﾅﾁﾈ 作品88-2 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ･ｱｯｻｲ

○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

12
作品88-2 第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｶﾝ
ﾀ-ﾋﾞﾚ

○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

13
作品88-2 第3楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｳﾞｨｳﾞｧ
-ﾁｪ

○ ｸ-ﾗｳ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

14
ｿﾅﾁﾈ 作品37-2 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ･ｱｯｻｲ

○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

15 作品37-2 第2楽章 ﾒﾇｴｯﾄ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

16 ｿﾅﾁﾈ 作品38-1 第1楽章 ｱﾚｸﾞ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

17
作品38-1 第2楽章 ﾃﾝﾎﾟ･ﾃﾞｨ･ﾒ
ﾇｴｯﾄ･ｱﾝﾀﾞﾝﾃｨ-ﾉ

○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

18
ｿﾅﾁﾈ 作品38-2 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ･ﾓﾃﾞﾗ-ﾄ

○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

19 作品38-2 第2楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

20 ｿﾅﾁﾈ 作品38-3 第1楽章 ｱﾚｸﾞ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

21 作品38-3 第2楽章 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

ｿﾅﾁﾈ･ｱﾙﾊﾞﾑ２（ﾃﾞｨｽｸ2)  [参考楽
譜 音楽之友社/全音楽譜出版社

1
2つのｿﾅﾁﾈ Ahn.5より ﾄ長調
第1楽章 ﾓﾃﾞﾗ-ﾄ

○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 迫 昭嘉 迫 昭嘉 1,900円 GP000249

2
2つのｿﾅﾁﾈ5より ﾄ長調 第2楽
章 ﾛﾏﾝﾂｪ

○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

3
2つのｿﾅﾁﾈ Ahn.6より ﾍ長調
第1楽章 ｱﾚｸﾞﾛ･ｱｯｻｲ

○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

4
2つのｿﾅﾁﾈ6より ﾍ長調 第2楽
章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞﾛ

○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

5 ｿﾅﾁﾈ 作品20-4 第1楽章 ﾓﾃﾞﾗ ○ ﾃﾞｭｾｯｸ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

6
作品20-4 第2楽章 ﾒﾇｴｯﾄ ﾃﾝ
ﾎﾟ･ﾃﾞｨ･ﾊﾞｯﾛ

○ ﾃﾞｭｾｯｸ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

7
ｿﾅﾁﾈ 作品151-1 第1楽章 ｱﾝ
ﾀﾞﾝﾃ･ｶﾝﾀ-ﾋﾞﾚ

○ ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

8
作品151-1 第2楽章 ｽｹﾙﾂｫ ｱﾚ
ｸﾞﾛ

○ ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

9
作品151-1 第3楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞ
ﾚｯﾄ

○ ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

10
ｿﾅﾁﾈ 作品151-2 第1楽章 ﾓﾃﾞ
ﾗ-ﾄ

○ ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

11
作品151-2 第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｺ
ﾝ･ｴｽﾌﾟﾚｯｼｵ-ﾈ

○ ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

12 作品151-2 第3楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞ ○ ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

13
ｿﾅﾁﾈ 作品151-3 第1楽章 ｱﾚ
ｸﾞﾛ･ﾓﾃﾞﾗ-ﾄ

○ ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

14
作品151-3 第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｶ
ﾝﾀ-ﾋﾞﾚ

○ ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

15
作品151-3 第3楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞ
ﾚｯﾄ

○ ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 迫 昭嘉 迫 昭嘉

ｿﾙﾌｪ-ｼﾞｭ205 Disk1 1 No.1 [L:伴奏／R:ﾒﾛﾃﾞｨ-] ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

900円 GP000604

2 No.2 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

3 No.3 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

4 NO.4 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

5 NO.5 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

6 NO.6 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

7 NO.7 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

8 NO.8 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
【クラシック】

■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
■表示は本体価格です。商品価格は本体価格＋税になります。

※諸事情により、予告なく価格の変更や販売停止になる場合があります。
※対応楽譜は絶版のものもございます。

34/73

商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

9 NO.9 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

10 NO.10 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

11 NO.11 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

12 No.12 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

13 NO.13 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

14 NO.14 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

15 NO.15 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

16 NO.16 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

17 NO.17 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

18 NO.18 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

19 NO.19 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

20 NO.20 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

21 NO.21 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

22 NO.22 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

23 NO.23 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

24 NO.24 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

25 NO.25 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

26 NO.26 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

27 NO.27 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

28 NO.28 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

29 NO.29 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

30 NO.30 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

31 NO.31 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

32 No.32 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

33 NO.33 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

34 NO.34 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

35 No.35 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

36 NO.36 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

37 NO.37 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

38 NO.38 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

39 NO.39 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

40 NO.40 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

41 No.41 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

42 NO.42 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

43 NO.43 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

44 NO.44 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

45 No.45 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

46 NO.46 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
【クラシック】

■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
■表示は本体価格です。商品価格は本体価格＋税になります。

※諸事情により、予告なく価格の変更や販売停止になる場合があります。
※対応楽譜は絶版のものもございます。
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

47 NO.47 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

48 NO.48 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

49 NO.49 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

50 NO.50 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

51 NO.51 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

52 NO.52 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

53 NO.53 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

54 NO.54 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

対応楽譜（絶版）　品番：GTB208980 55 NO.55 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

ｿﾙﾌｪ-ｼﾞｭ205 Disk2 1 No.56  [L:伴奏／R:ﾒﾛﾃﾞｨ-] ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

900円 GP000605

2 NO.57 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

3 NO.58 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

4 NO.59 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

5 NO.60 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

6 NO.61 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

7 NO.62 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

8 No.63 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

9 NO.64 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

10 NO.65 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

11 NO.66 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

12 No.67 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

13 NO.68 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

14 NO.69 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

15 NO.70 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

16 NO.71 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

17 NO.72 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

18 NO.73 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

19 No.74 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

20 NO.75 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

21 NO.76 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

22 NO.77 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

23 NO.78 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

24 NO.79 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

25 NO.80 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

26 NO.81 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

27 NO.82 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

28 NO.83 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

29 NO.84 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
【クラシック】

■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
■表示は本体価格です。商品価格は本体価格＋税になります。

※諸事情により、予告なく価格の変更や販売停止になる場合があります。
※対応楽譜は絶版のものもございます。

36/73

商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

30 NO.85 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

31 No.86 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

32 NO.87 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

33 No.88 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

34 NO.89 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

35 NO.90 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

36 NO.91 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

37 NO.92 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

38 NO.93 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

39 NO.94 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

40 NO.95 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

41 NO.96 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

42 NO.97 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

43 NO.98 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

44 No.99 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

45 NO.100 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

46 NO.101 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

47 NO.102 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

48 NO.103 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

49 NO.104 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

対応楽譜（絶版）　品番：GTB208980 50 No.105 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

ｿﾙﾌｪ-ｼﾞｭ205 Disk3 1 No.106 [L:伴奏／R:ﾒﾛﾃﾞｨ-] ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

900円 GP000606

2 No.107 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

3 No.108 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

4 No.109 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

5 No.110 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

6 No.111 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

7 No.112 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

8 No.113 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

9 No.114 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

10 No.115 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

11 No.116 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

12 No.117 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

13 No.118 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

14 No.119 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

15 No.120 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

16 No.121 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

17 No.122 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
【クラシック】

■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
■表示は本体価格です。商品価格は本体価格＋税になります。

※諸事情により、予告なく価格の変更や販売停止になる場合があります。
※対応楽譜は絶版のものもございます。

37/73

商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

18 No.123 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

19 No.124 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

20 No.125 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

21 No.126 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

22 No.127 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

23 No.128 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

24 No.129 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

25 No.130 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

26 No.131 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

27 No.132 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

28 No.133 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

29 No.134 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

30 No.135 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

31 No.136 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

32 No.137 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

33 No.138 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

34 No.139 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

35 No.140 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

36 No.141 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

37 No.142 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

38 No.143 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

39 No.144 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

40 No.145 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

41 No.146 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

42 No.147 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

43 No.148 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

44 No.149 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

45 No.150 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

46 No.151 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

47 No.152 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

48 No.153 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

49 No.154 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

対応楽譜（絶版）　品番：GTB208980 50 No.155 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

ｿﾙﾌｪ-ｼﾞｭ205 Disk4 1 No.156 [L:伴奏／R:ﾒﾛﾃﾞｨ-] ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

900円 GP000607

2 No.157 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

3 No.158 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

4 No.159 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

5 No.160 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
【クラシック】

■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
■表示は本体価格です。商品価格は本体価格＋税になります。

※諸事情により、予告なく価格の変更や販売停止になる場合があります。
※対応楽譜は絶版のものもございます。

38/73

商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

6 No.161 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

7 No.162 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

8 No.163 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

9 No.164 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

10 No.165 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

11 No.166 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

12 No.167 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

13 No.168 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

14 No.169 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

15 No.170 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

16 No.171 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

17 No.172 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

18 No.173 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

19 No.174 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

20 No.175 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

21 No.176 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

22 No.177 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

23 No.178 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

24 No.179 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

25 No.180 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

26 No.181 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

27 No.182 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

28 No.183 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

29 No.184 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

30 No.185 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

31 No.186 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

32 No.187 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

33 No.188 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

34 No.189 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

35 No.190 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

36 No.191 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

37 No.192 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

38 No.193 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

39 No.194 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

40 No.195 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

41 No.196 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

42 No.197 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

43 No.198 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
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■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
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39/73

商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

44 No.199 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

45 No.200 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

46 No.201 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

47 No.202 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

48 No.203 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

49 No.204 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

対応楽譜（絶版）　品番：GTB208980 50 No.205 ○
秋山 徹也/石
原 真/菅原 真

安保 江理古／
宮野 幸子

安保 江理古/
宮野 幸子

第10回 兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ課題
曲 A部門 岡原慎也

1 ｿﾅﾁﾈ Op.36-2 第3楽章 ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000618

2 「25の練習曲」より 別れ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

3 ゆるやかなﾜﾙﾂ Op.39-23 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

4 ﾄﾗﾝｼﾙﾊﾞﾆｱの夕べ ○ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

5 風のﾛﾝﾄﾞ ○ 湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

第10回 兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ課題
曲 B部門 岡原慎也

1 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ BWV.935 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000619

2 ｿﾅﾁﾈ Op.55-2 第3楽章 ○ ｸ-ﾗｳ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 ﾅﾎﾟﾘの歌 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

4 小さな黒人 ○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 岡原 慎也 岡原 慎也

5 ともだちﾓ-ﾂｧﾙﾄ ○ 湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

第10回 兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ課題
曲 C部門 岡原慎也

1 ｿﾅﾀ L.104 ○ D.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000620

2 ｴｺｾ-ｽﾞ 変ﾎ長調 WoO.86 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 つむぎ歌（無言歌集より） ○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 やさしい変奏曲（ﾄｯｶ-ﾀ）Op.40- ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

5 雪のｿﾘのﾍﾞﾙ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

第10回 兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ課題
曲 全部門 岡原慎也

1 ｿﾅﾁﾈ Op.36-2 第3楽章 ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 岡原 慎也 岡原 慎也 2,900円 GP000621

2 「25の練習曲」より 別れ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

3 ゆるやかなﾜﾙﾂ Op.39-23 ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

4 ﾄﾗﾝｼﾙﾊﾞﾆｱの夕べ ○ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

5 風のﾛﾝﾄﾞ ○ 湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

6 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ BWV.935 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也

7 ｿﾅﾁﾈ Op.55-2 第3楽章 ○ ｸ-ﾗｳ 岡原 慎也 岡原 慎也

8 ﾅﾎﾟﾘの歌 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

9 小さな黒人 ○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 岡原 慎也 岡原 慎也

10 ともだちﾓ-ﾂｧﾙﾄ ○ 湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

11 ｿﾅﾀ L.104 ○ D.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ 岡原 慎也 岡原 慎也

12 ｴｺｾ-ｽﾞ 変ﾎ長調 WoO.86 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

13 つむぎ歌（無言歌集より） ○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

14 やさしい変奏曲（ﾄｯｶ-ﾀ）Op.40- ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

15 雪のｿﾘのﾍﾞﾙ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

第11回 兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ課題
曲 A部門 岡原慎也

1 ｿﾅﾁﾈ ﾍ長調 Op.36-4 ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000625

2
「こどものためのﾋﾟｱﾉ小曲集」よ
り ﾏｰﾁ Op.27-15

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

3 聖日 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 あまのじゃく ○ 佐藤 敏直 岡原 慎也 岡原 慎也

5
お星さま「たのしいﾋﾟｱﾉ小曲集」
より3番 ﾌﾞﾗﾝｺ

○ 飯田 正紀 岡原 慎也 岡原 慎也

第11回 兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ課題
曲 B部門 岡原慎也

1
「ﾋﾟｱﾉのおともだち2」より ｿﾅﾀ ﾄ
長調

○ ﾁﾏﾛ-ｻﾞ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000626

2 「森のｽｹｯﾁ」より第2曲 鬼火 ○ E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 ｼﾞﾌﾟｼｲの群れ ○ ﾍﾞ-ﾙ 岡原 慎也 岡原 慎也

4
「5つのやさしい変奏曲 Op.51」
より ﾛｼｱ民謡による舞曲風変
奏曲 Op.51-2

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

5
「ﾋﾟｱﾉの小径」より さびしいけれ
ど、私は泣かない

○ 間宮 芳生 岡原 慎也 岡原 慎也

第11回 兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ課題
曲 C部門 岡原慎也

1
ｲｷﾞﾘｽ組曲より2番 ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ
BWV.807

○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000627

2 調子のよい鍛冶屋 ○ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 ｿﾅﾀ第5番 Op.10-1 終楽章 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

4
お星さま「たのしいﾋﾟｱﾉ小曲集」
より7番 ﾏｰﾁとｷﾞｬﾛｯﾌﾟ

○ 飯田 正紀 岡原 慎也 岡原 慎也



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

5
「日曜日のｿﾅﾁﾈ」より 序曲 音
のﾃﾞｯｻﾝ

○ 湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

第11回 兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ課題
曲 全部門 岡原慎也

1 ｿﾅﾁﾈ ﾍ長調 Op.36-4 ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 岡原 慎也 岡原 慎也 2,900円 GP000628

2
「こどものためのﾋﾟｱﾉ小曲集」よ
り ﾏｰﾁ Op.27-15

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

3 聖日 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 あまのじゃく ○ 佐藤 敏直 岡原 慎也 岡原 慎也

5
お星さま「たのしいﾋﾟｱﾉ小曲集」
より3番 ﾌﾞﾗﾝｺ

○ 飯田 正紀 岡原 慎也 岡原 慎也

6
「ﾋﾟｱﾉのおともだち2」より ｿﾅﾀ ﾄ
長調

○ ﾁﾏﾛ-ｻﾞ 岡原 慎也 岡原 慎也

7 「森のｽｹｯﾁ」より第2曲 鬼火 ○ E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ 岡原 慎也 岡原 慎也

8 ｼﾞﾌﾟｼｲの群れ ○ ﾍﾞ-ﾙ 岡原 慎也 岡原 慎也

9
「5つのやさしい変奏曲 Op.51」
より ﾛｼｱ民謡による舞曲風変
奏曲 Op.51-2

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

10
「ﾋﾟｱﾉの小径」より さびしいけれ
ど、私は泣かない

○ 間宮 芳生 岡原 慎也 岡原 慎也

11
ｲｷﾞﾘｽ組曲より2番 ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ
BWV.807

○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也

12 調子のよい鍛冶屋 ○ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 岡原 慎也 岡原 慎也

13 ｿﾅﾀ第5番 Op.10-1 終楽章 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

14
お星さま「たのしいﾋﾟｱﾉ小曲集」
より7番 ﾏｰﾁとｷﾞｬﾛｯﾌﾟ

○ 飯田 正紀 岡原 慎也 岡原 慎也

15
「日曜日のｿﾅﾁﾈ」より 序曲 音
のﾃﾞｯｻﾝ

○ 湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

第7回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
生部門課題曲 岡原慎也

1 おばあさんのﾎﾟﾙｶ ｹ-ﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也 2,900円 GP000560

2 ｽﾃｨﾘｱの女 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

3 ｴｵﾘｱﾝﾊ-ﾌﾟ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 王様の狩り W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

5 ｢子供のために｣より 枕のﾀﾞﾝｽ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

6 ｢子供のために｣より あそび B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

7 かるがも親子のおとおりだ 寺内 園生 岡原 慎也 岡原 慎也

8 ﾄﾅｶｲさんそりにのって 寺内 園生 岡原 慎也 岡原 慎也

9 春 W.F.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也

10 ｿﾅﾁﾈ op.20-1 第1楽章 ﾃﾞｭｾｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

11 ｢子供のために｣より 豚飼いの B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

12 ｢子供のために｣より 豚飼いの B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

13
2人のおかしなおばさんがけん
かをしました

ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

14 いもむしとちょうちょう 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

15 ｽﾋﾟ-ﾄﾞ自動車 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

16 かっこう L.C.ﾀﾞｶﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

17 ｿﾅﾀ K.330 第3楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

18 ｿﾅﾀ Op.49-1 第2楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

19 ２つのｱﾗﾍﾞｽｸより 第2番 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 岡原 慎也 岡原 慎也

20
｢日曜日のｿﾅﾁﾈ｣より 金曜日
のｿﾅﾁﾈ 第1楽章

湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

21
｢日曜日のｿﾅﾁﾈ｣より 金曜日
のｿﾅﾁﾈ 第3楽章

湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

第7回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
校1･2年生部門課題曲 岡原慎也

1 おばあさんのﾎﾟﾙｶ ｹ-ﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000557

2 ｽﾃｨﾘｱの女 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

3 ｴｵﾘｱﾝﾊ-ﾌﾟ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 王様の狩り W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

5 ｢子供のために｣より 枕のﾀﾞﾝｽ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

6 ｢子供のために｣より あそび B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

7 かるがも親子のおとおりだ 寺内 園生 岡原 慎也 岡原 慎也

8 ﾄﾅｶｲさんそりにのって 寺内 園生 岡原 慎也 岡原 慎也

第7回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
校3･4年生部門課題曲 岡原慎也

1 春 W.F.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000558

2 ｿﾅﾁﾈ op.20-1 第1楽章 ﾃﾞｭｾｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 ｢子供のために｣より 豚飼いの B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 ｢子供のために｣より 豚飼いの B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

5
2人のおかしなおばさんがけん
かをしました

ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

6 いもむしとちょうちょう 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

7 ｽﾋﾟ-ﾄﾞ自動車 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也
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曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

第7回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
校5･6年生部門課題曲 岡原慎也

1 かっこう L.C.ﾀﾞｶﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000559

2 ｿﾅﾀ K.330 第3楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 ｿﾅﾀ Op.49-1 第2楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 ２つのｱﾗﾍﾞｽｸより 第2番 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 岡原 慎也 岡原 慎也

5
｢日曜日のｿﾅﾁﾈ｣より 金曜日
のｿﾅﾁﾈ 第1楽章

湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

6
｢日曜日のｿﾅﾁﾈ｣より 金曜日
のｿﾅﾁﾈ 第3楽章

湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

第8回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
生部門課題曲全曲 岡原慎也

1 ﾒﾇｴｯﾄ BWV Anh.132 J.S.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也 2,900円 GP000584

2 ﾐｭｾﾞｯﾄ BWV Anh.126 J.S.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也

3
「25の練習曲」より No.4 子供の
集会

J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

4 ﾜﾙﾂ op.39-13 D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

5 ｷﾞｬﾛｯﾌﾟ op.39-18 D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

6 骸骨達の陽気な行進 平吉 毅州 岡原 慎也 岡原 慎也

7 蛙の親子がﾎﾟｶﾎﾟｶ散歩 平吉 毅州 岡原 慎也 岡原 慎也

8 ｿﾅﾁﾈ op.55-4 第1楽章 ｸ-ﾗｳ 岡原 慎也 岡原 慎也

9 ｿﾅﾀ K.545 第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

10 子供のためのｿﾅﾀ 1番 第1楽 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

11 ｳｨﾝﾅ-ﾜﾙﾂ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

12 手品師 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

13 あした天気にな－れ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

14 お天気になったよ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

15 ｿﾅﾁﾈ op.55-6 第1楽章 ｸ-ﾗｳ 岡原 慎也 岡原 慎也

16 ｿﾅﾀ K.280 第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

17 「子供の情景」より op.15-1 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

18 「子供の情景」より op.15-2 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

19 ﾜﾙﾂ op.34-3 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

20 舞踊曲「かもとりごんべえ」 加藤 直 岡原 慎也 岡原 慎也

第8回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
校1･2年生部門課題曲 岡原慎也

1 ﾒﾇｴｯﾄ BWV Anh.132 J.S.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000581

2 ﾐｭｾﾞｯﾄ BWV Anh.126 J.S.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也

3
「25の練習曲」より No.4 子供の
集会

J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

4 ﾜﾙﾂ op.39-13 D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

5 ｷﾞｬﾛｯﾌﾟ op.39-18 D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

6 骸骨達の陽気な行進 平吉 毅州 岡原 慎也 岡原 慎也

7 蛙の親子がﾎﾟｶﾎﾟｶ散歩 平吉 毅州 岡原 慎也 岡原 慎也

第8回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
校3･4年生部門課題曲 岡原慎也

1 ｿﾅﾁﾈ op.55-4 第1楽章 ｸ-ﾗｳ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000582

2 ｿﾅﾀ K.545 第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 子供のためのｿﾅﾀ 1番 第1楽 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 ｳｨﾝﾅ-ﾜﾙﾂ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

5 手品師 W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

6 あした天気にな－れ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

7 お天気になったよ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

第8回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
校5･6年生部門課題曲 岡原慎也

1 ｿﾅﾁﾈ op.55-6 第1楽章 ｸ-ﾗｳ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000583

2 ｿﾅﾀ K.280 第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 「子供の情景」より op.15-1 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 「子供の情景」より op.15-2 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

5 ﾜﾙﾂ op.34-3 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

6 舞踊曲「かもとりごんべえ」 加藤 直 岡原 慎也 岡原 慎也

第9回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
生部門課題曲全曲 岡原慎也

1 ｿﾅﾁﾈ Op.151-1 第1楽章 ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 岡原 慎也 岡原 慎也 2,900円 GP000611

2 「25の練習曲」より No.9 狩 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

3
「子どもﾋﾟｱﾉ名曲集 1」より 前
奏曲 Op.39-19

D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

4
「子どもﾋﾟｱﾉ名曲集 1」より 道
化師 Op.39-20

D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

5 「子どものためのｱﾙﾊﾞﾑ」より W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

6 「子どものﾋﾟｱﾉ曲」より 悲しいﾜ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

7
「2声のｲﾝｳﾞｪﾝｼｮﾝ」より No.1 ﾊ
長調

J.S.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也

8 ｿﾅﾁﾈ Op.55-3 第2楽章 ｸ-ﾗｳ 岡原 慎也 岡原 慎也

9 ﾛﾝﾄﾞ ﾊ長調 ﾌﾝﾒﾙ 岡原 慎也 岡原 慎也

10
「子どもﾋﾟｱﾉ名曲集 1」より ﾛﾝ
ﾄﾞ･ﾏ-ﾁ Op.60-1

D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也
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11
「子どもの国」より いいことがあ
りそう！

湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

12 ｿﾅﾀ Hob.XVI-37 第1楽章 F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

13 ｿﾅﾀ K.332 ﾍ長調 第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

14 「無言歌集」より 浮き雲 Op.53- F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

15 「抒情小曲集」より 蝶々 Op.43- E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 岡原 慎也 岡原 慎也

16
「こどものゆめ」より 演奏会用
練習曲

中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

第9回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
校1･2年生部門課題曲 岡原慎也

1 ｿﾅﾁﾈ Op.151-1 第1楽章 ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000608

2 「25の練習曲」より No.9 狩 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 岡原 慎也 岡原 慎也

3
「子どもﾋﾟｱﾉ名曲集 1」より 前
奏曲 Op.39-19

D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

4
「子どもﾋﾟｱﾉ名曲集 1」より 道
化師 Op.39-20

D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

5 「子どものためのｱﾙﾊﾞﾑ」より W.L.ｷﾞﾛｯｸ 岡原 慎也 岡原 慎也

6 「子どものﾋﾟｱﾉ曲」より 悲しいﾜ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

第9回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
校3･4年生部門課題曲 岡原慎也

1
「2声のｲﾝｳﾞｪﾝｼｮﾝ」より No.1 ﾊ
長調

J.S.ﾊﾞｯﾊ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000609

2 ｿﾅﾁﾈ Op.55-3 第2楽章 ｸ-ﾗｳ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 ﾛﾝﾄﾞ ﾊ長調 ﾌﾝﾒﾙ 岡原 慎也 岡原 慎也

4
「子どもﾋﾟｱﾉ名曲集 1」より ﾛﾝ
ﾄﾞ･ﾏ-ﾁ Op.60-1

D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也

5
「子どもの国」より いいことがあ
りそう！

湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

第9回兵庫県学生ﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ 小学
校5･6年生部門課題曲 岡原慎也

1 ｿﾅﾀ Hob.XVI-37 第1楽章 F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000610

2 ｿﾅﾀ K.332 ﾍ長調 第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也

3 「無言歌集」より 浮き雲 Op.53- F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 岡原 慎也 岡原 慎也

4 「抒情小曲集」より 蝶々 Op.43- E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 岡原 慎也 岡原 慎也

5
「こどものゆめ」より 演奏会用
練習曲

中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

ﾀﾗﾝﾃﾗ／ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 1
25のやさしい練習曲 作品100よ
り ﾀﾗﾝﾃﾗ

J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 越智 由美子 越智 由美子 2,900円 GP000182

2 ｱﾚｸﾞﾛ ﾍ長調 F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 越智 由美子 越智 由美子

3
6つのこどものための小品集 作
品72-2

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 越智 由美子 越智 由美子

4
25のやさしい練習曲 作品100よ
り 貴婦人の乗馬

J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 越智 由美子 越智 由美子

5
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より ｼﾁﾘｱの踊

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 越智 由美子 越智 由美子

6
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ 作品39よ
り おかあさん

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 越智 由美子 越智 由美子

7
20のかわいいﾋﾟｱﾉ曲集 作品
155より 気みじか

C.ｸﾞﾙﾘｯﾄ 越智 由美子 越智 由美子

8
30の子供の小品 作品27より い
たずら

D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 越智 由美子 越智 由美子

9
ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ･ｽﾀｲﾙによる詩的ﾌﾟﾚ
ﾘｭ-ﾄﾞ「とんぼ」

W.L.ｷﾞﾛｯｸ 越智 由美子 越智 由美子

10 子供のﾋﾟｱﾉｱﾙﾊﾞﾑより 悲しいﾜ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 越智 由美子 越智 由美子

11
ｳｸﾗｲﾅ民謡による7つの陽気な
変奏曲 作品51-4

D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 越智 由美子 越智 由美子

ﾁｪﾙﾆ-30番 練習曲 作品849  [参考
楽譜 全音楽譜出版社]

1 第1番 ｱﾚｸﾞﾛ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音 2,900円 GP000260

2 第2番 ﾓﾙﾄ･ｱﾚｸﾞﾛ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

3 第3番 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾉﾝ･ﾄﾛｯﾎﾟ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

4 第4番 ｱﾚｸﾞﾛ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

5 第5番 ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ･ｼﾞｮｺ-ｿ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

6 第6番 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾚｯｼﾞｪ-ﾛ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

7 第7番 ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

8 第8番 ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

9 第9番 ｱﾚｸﾞﾛ･ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

10 第10番 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾓﾃﾞﾗ-ﾄ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

11 第11番 ﾓﾙﾄ･ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

12 第12番 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ･ｱﾆﾏ-ﾄ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

13 第13番 ﾓﾙﾄ･ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ･ﾚｯｼﾞｪ- ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

14 第14番 ﾓﾙﾄ･ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

15 第15番 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ･ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

16 第16番 ﾓﾙﾄ･ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ･ｴﾈﾙｼﾞ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

17 第17番 ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ･ｼﾞｮｺ-ｿ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

18 第18番 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾘｿﾙ-ﾄ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音
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19 第19番 ｱﾚｸﾞﾛ･ｽｹﾙﾂｧﾝﾄﾞ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

20 第20番 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾋﾟｱﾁｪ-ﾎﾞﾚ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

21 第21番 ｱﾚｸﾞﾛ･ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

22 第22番 ｱﾚｸﾞﾛ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

23 第23番 ｱﾚｸﾞﾛ･ｺ-ﾓﾄﾞ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

24 第24番 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾓﾃﾞﾗ-ﾄ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

25 第25番 ｱﾚｸﾞﾛ･ｴﾝ･ｷﾞｬﾛｯﾌﾟ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

26 第26番 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ･ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

27 第27番 ｱﾚｸﾞﾛ･ｺ-ﾓﾄﾞ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

28 第28番 ｱﾚｸﾞﾛ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

29 第29番 ﾓﾙﾄ･ｱﾚｸﾞﾛ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

30 第30番 ﾓﾙﾄ･ｳﾞｨｳﾞｧ-ﾁｪ ○ ﾁｪﾙﾆ- 上原 由記音 上原 由記音

ﾁｬｲｺﾌｽｷ-：こどものためのｱﾙﾊﾞﾑ 1 朝の祈り ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一 2,900円 GP000243
2 冬の朝 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

3 木馬に乗って ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

4 ﾏﾏ ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

5 おもちゃの兵隊 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

6 病気のお人形 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

7 人形のお葬式 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

8 ﾜﾙﾂ ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

9 新しいお人形 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

10 ﾏｽﾞﾙｶ ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

11 ﾛｼｱの歌 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

12 お百姓の歌 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

13 ﾛｼｱのおどり（ｶﾏﾘﾝｽｶﾔ） ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

14 ﾎﾟﾙｶ ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

15 ｲﾀﾘｱの歌 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

16 ﾌﾗﾝｽの古い歌 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

17 ﾄﾞｲﾂの歌 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

18 ﾅﾎﾟﾘの歌 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

19 乳母のお話 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

20 ﾊﾞﾊﾞﾔｶﾞ(魔女） ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

21 甘い夢 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

22 ひばりの歌 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

23
辻音楽師（手まわし風琴ひきは
歌う）

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

24 教会にて ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 綾部 孝一 綾部 孝一

ときめきｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ STAGE.8[ｿﾛと連
弾]春の歌

1
平均律 ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第1
番 ﾊ長調 BWV.846より ﾌﾟﾚﾘｭ-

J.S.ﾊﾞｯﾊ 上原 由記音 上原 由記音 2,900円 GP000257

2 ﾁｪﾝﾊﾞﾛ･ｿﾅﾀ ﾎ長調 L.23 D.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ 上原 由記音 上原 由記音

3
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第11番 K.331 第3楽
章「ﾄﾙｺ行進曲」

○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 上原 由記音 上原 由記音

4
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第14番 作品27-2「月
光」第1楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ･ｿｽﾃﾇ-ﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 上原 由記音 上原 由記音

5 楽興の時 作品94-3 ﾍ短調 ○ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 上原 由記音 上原 由記音

6
無言歌集 第5巻 作品62より 春
の歌

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 上原 由記音 上原 由記音

7
無言歌集 第1巻 作品19bより
狩りの歌

○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 上原 由記音 上原 由記音

8 ﾏｽﾞﾙｶ 第5番 変ﾛ長調 作品7-1 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 上原 由記音 上原 由記音

9 森の情景 作品82より 予言鳥 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 上原 由記音 上原 由記音

10 森の情景 作品82より 別れ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 上原 由記音 上原 由記音

11 ﾜﾙﾂ 作品39-15 ｲ長調 ○ J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ 上原 由記音 上原 由記音

12
四季 作品8-1 春 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ（連弾）

○ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 上原 由記音 上原 由記音

13
四季 作品8-2 夏 第3楽章 ﾌﾟﾚｽ
ﾄ（連弾）

○ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 上原 由記音 上原 由記音

14
四季 作品8-3 秋 第1楽章 ｱﾚｸﾞ
ﾛ（連弾）

○ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 上原 由記音 上原 由記音

15
四季 作品8-4 冬 第2楽章 ﾗﾙ
ｺﾞ（連弾）

○ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 上原 由記音 上原 由記音

ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ／ｼﾞｭﾈ-ﾌﾞ音楽院／ﾄﾞ
ﾋﾞｭｯｼ-作品集

1 版画より ﾊﾟｺﾞﾀﾞ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ 2,900円 GP000205

2 版画より ｸﾞﾗﾅﾀﾞの夕べ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ

3 版画より 雨の庭 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ

4 影像 第1集より 水に映る影 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ

5 影像 第1集より ﾗﾓ-をたたえて C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ

6 影像 第1集より 運動 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ

7
影像 第2集より 葉ずえを渡る
鐘の音

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ
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8
影像 第2集より そして月は荒
れた寺院に落ちる

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ

9 影像 第2集より 金色の魚 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ

10 喜びの島 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ ★ ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾒﾙﾚ

ﾄﾙｺ行進曲／ﾓ-ﾂｧﾙﾄ 1 ﾜﾙﾂ 第14番 ﾎ短調「遺作」 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 堀江 真理子 堀江 真理子 2,900円 GP000179
2 ﾚﾝﾄよりもおそく C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 堀江 真理子 堀江 真理子

3
子供の領分より ｺﾞﾘｳｫ-ｸﾞのｹ-
ｸｳｫ-ｸ

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 堀江 真理子 堀江 真理子

4 練習曲 作品10-5 変ﾄ長調「黒 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 堀江 真理子 堀江 真理子

5
ｲﾀﾘｱ協奏曲 ﾍ長調 BWV.971
第1楽章

J.S.ﾊﾞｯﾊ 堀江 真理子 堀江 真理子

6
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第11番 K.331 第3楽
章「ﾄﾙｺ行進曲」

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 堀江 真理子 堀江 真理子

7 即興曲 第1番 変ｲ長調 作品29 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 堀江 真理子 堀江 真理子

8 ｱﾗﾍﾞｽｸ 作品18 ﾊ長調 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 堀江 真理子 堀江 真理子

9 ﾉｸﾀ-ﾝ 第8番 変ﾆ長調 作品27- F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 堀江 真理子 堀江 真理子

10
ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 第3番 ｲ長調 作品40-
1「軍隊」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 堀江 真理子 堀江 真理子

ﾊﾞｲｴﾙ（ﾃﾞｨｽｸ1)  [参考楽譜 音楽之
友社/全音楽譜出版社刊]

1
ﾊﾞｲｴﾙ 三手のために NO.1 主
題

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

1,900円 GP000210

2 第1変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

3 第2変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

4
ﾊﾞｲｴﾙ 三手のために NO.1 第3
変奏

F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

5 第4変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

6 第5変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

7 第6変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

8 第7変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

9 第8変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

10 第9変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

11 第10変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

12 第11変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

13 第12変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

14 ﾊﾞｲｴﾙ 三手のために NO.2 主
題

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

15 第1変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

16 第2変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

17 第3変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

18 第4変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

19 第5変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

20 第6変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

21 第7変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

22 第8変奏 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

23 ﾊﾞｲｴﾙ 四手のために NO.3 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

24 NO.4 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

25 NO.5 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

26 NO.6 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

27 NO.7 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

28 NO.8 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊
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29 NO.9 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

30 NO.10 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

31 NO.11 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

32 ﾊﾞｲｴﾙ 両手の練習曲 NO.12 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

33 NO.13 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

34 NO.14 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

35 NO.15 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

36 NO.16 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

37 NO.17 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

38 NO.18 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

39 NO.19 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

40 NO.20 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

41 NO.21 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

42 NO.22 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

43 NO.23 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

44 NO.24 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

45 NO.25 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

46 NO.26 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

47 NO.27 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

48 NO.28 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

49 NO.29 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

50 NO.30 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

51 NO.31 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

ﾊﾞｲｴﾙ（ﾃﾞｨｽｸ2)  [参考楽譜 音楽之
友社/全音楽譜出版社刊]

1 ﾊﾞｲｴﾙ 四手のために NO.32 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

1,900円 GP000211

2 NO.33 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

3 NO.34 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

4 ﾊﾞｲｴﾙ 両手の練習曲 NO.35 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

5 NO.36 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

6 NO.37 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

7 NO.38 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

8 NO.39 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

9 NO.40 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

10 ﾊﾞｲｴﾙ 四手のために NO.41 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

11 NO.42 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

12 NO.43 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

13 NO.44 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

14
ﾊﾞｲｴﾙ 8分音符による両手の練
習曲 NO.45

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

15 NO.46 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊
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16 NO.47 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

17 NO.48 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

18 NO.49 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

19 NO.50 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

20 NO.51 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

21 NO.52 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

22 NO.53 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

23 NO.54 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

24 NO.55 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

25 NO.56 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

26 NO.57 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

27 NO.58 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

28 NO.59 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

29 NO.60 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

30 NO.61 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

31 NO.62 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

32 ﾊﾞｲｴﾙ 四手のために NO.63 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

33 NO.64 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

34 ﾊﾞｲｴﾙ ﾊ長調の音階 Ⅰ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

35 ﾊﾞｲｴﾙ ﾊ長調の音階 Ⅱ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

36 NO.65 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

37 NO.66 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

38 ﾊﾞｲｴﾙ 重音練習 NO.67 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

39 NO.68 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

40 NO.69 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

41 ﾊﾞｲｴﾙ ﾄ長調の音階 Ⅰ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

42 ﾊﾞｲｴﾙ ﾄ長調の音階 Ⅱ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

43 NO.70 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

44 NO.71 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

45 NO.72 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

46 NO.73 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

47 ﾊﾞｲｴﾙ 三連符 NO.74 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

48 ﾊﾞｲｴﾙ ﾆ長調の音階 Ⅰ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

49 ﾊﾞｲｴﾙ ﾆ長調の音階 Ⅱ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

50 NO.75 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

51 NO.76 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

52 NO.77 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

53 NO.78 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊
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54 ﾊﾞｲｴﾙ ｲ長調の音階 Ⅰ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

55 ﾊﾞｲｴﾙ ｲ長調の音階 Ⅱ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

56 ﾊﾞｲｴﾙ ｲ長調の音階 Ⅲ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

57 NO.79 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

58 NO.80 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

59 NO.81 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

ﾊﾞｲｴﾙ（ﾃﾞｨｽｸ3)  [参考楽譜 音楽之
友社/全音楽譜出版社刊]

1 ﾊﾞｲｴﾙ ﾎ長調の音階 Ⅰ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

1,900円 GP000212

2 ﾊﾞｲｴﾙ ﾎ長調の音階 Ⅱ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

3 NO.82 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

4 NO.83 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

5 NO.84 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

6 NO.85 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

7 ﾊﾞｲｴﾙ 四手のために NO.86 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

8 NO.87 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

9 ﾊﾞｲｴﾙ 両手の練習曲 NO.88 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

10 NO.89 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

11 NO.90 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

12 ﾊﾞｲｴﾙ ｲ短調の音階 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

13 NO.91 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

14 NO.92 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

15 NO.93 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

16 ﾊﾞｲｴﾙ ﾍ長調の音階 Ⅰ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

17 ﾊﾞｲｴﾙ ﾍ長調の音階 Ⅱ ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

18 NO.94 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

19 NO.95 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

20 NO.96 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

21 NO.97 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

22 NO.98 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

23 ﾊﾞｲｴﾙ 変ﾛ長調の音階 NO.99 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

24 NO.100 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

25 NO.101 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

26 NO.102 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

27 NO.103 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

28 NO.104 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

29
ﾊﾞｲｴﾙ 半音階 NO.105 くり返し
なし

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

30 NO.106 ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

31
ﾊﾞｲｴﾙ NO.10 子供のうた（ﾍﾟ-ﾀ
-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

32 ﾊﾞｲｴﾙ NO.11 ｶｯｺ-（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ版） ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊
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33
ﾊﾞｲｴﾙ NO.24 子供のうた（ﾍﾟ-ﾀ
-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

34
ﾊﾞｲｴﾙ NO.38 子供のうた（ﾍﾟ-ﾀ
-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

35
ﾊﾞｲｴﾙ NO.47 子供のうた（ﾍﾟ-ﾀ
-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

36 ﾊﾞｲｴﾙ NO.49 民謡（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ版） ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

37
ﾊﾞｲｴﾙ NO.58 夕べのうた（ﾍﾟ-ﾀ
-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

38
ﾊﾞｲｴﾙ NO.63 子供のうた（ﾍﾟ-ﾀ
-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

39
ﾊﾞｲｴﾙ NO.64 おお、ｽｻﾞﾝﾅ（ﾍﾟ-
ﾀ-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

40 ﾊﾞｲｴﾙ NO.73 民謡（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ版） ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

41
ﾊﾞｲｴﾙ NO.78 ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ｱｺﾞ-
（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

42 ﾊﾞｲｴﾙ NO.79 民謡（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ版） ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

43
ﾊﾞｲｴﾙ NO.85 ｽｲｽのﾒﾛﾃﾞｨ-（ﾍﾟ
-ﾀ-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

44 ﾊﾞｲｴﾙ NO.92 民謡（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ版） ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

45
ﾊﾞｲｴﾙ NO.93 ﾛｼｱ民謡（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ
版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

46
ﾊﾞｲｴﾙ NO.95 ﾄﾞｲﾂ民謡（ﾍﾟ-ﾀ-
ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

47 ﾊﾞｲｴﾙ NO.99 民謡（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ版） ○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

48 ﾊﾞｲｴﾙ NO.103 民謡（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ
版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

49
ﾊﾞｲｴﾙ NO.104 ﾌﾗﾝｽのﾒﾛﾃﾞｨ-
（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

50
ﾊﾞｲｴﾙ NO.105 ﾎ-ﾑ・ｽｳｨ-ﾄ・ﾎ-
ﾑ（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

51 ﾊﾞｲｴﾙ NO.106 民謡（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ
版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

52
ﾊﾞｲｴﾙ NO.107 ｽｻﾞ-ﾆ･ｽｻﾞ-ﾆ
（ﾍﾟ-ﾀ-ｽ版）

○ F.ﾊﾞｲｴﾙ
渡辺 健二／佐
藤 俊

渡辺 健二/佐
藤 俊

ﾊﾟｽﾋﾟｴ／ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 1 ｱﾗﾍﾞｽｸ 第2番 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 上原 由記音 上原 由記音 2,900円 GP000184

2
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より ｼｪﾍﾗｻﾞ-ﾃﾞ

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 上原 由記音 上原 由記音

3 ﾊﾟｯｸ（いたずら小僧） E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 上原 由記音 上原 由記音

4 ｴﾁｭ-ﾄﾞ 15番 A.ﾊｲﾗ- 上原 由記音 上原 由記音

5 18の練習曲 作品109より 風の J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 上原 由記音 上原 由記音

6
平均律 ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第6
番 ﾆ短調 BWV.851より ﾌﾟﾚﾘｭ-

J.S.ﾊﾞｯﾊ 上原 由記音 上原 由記音

7 子供のﾋﾟｱﾉｱﾙﾊﾞﾑより ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 上原 由記音 上原 由記音

8 子供の領分より 雪は踊ってる C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 上原 由記音 上原 由記音

9 ﾜﾙﾂ 作品12-2 ｲ短調 E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 上原 由記音 上原 由記音

10 ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ組曲より ﾊﾟｽﾋﾟｴ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 上原 由記音 上原 由記音

ﾊﾞｯﾊ：ｲﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 1
2声のｲﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 第1番 ﾊ長調
BWV.772

J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明 2,900円 GP000232

2 第2番 ﾊ短調 BWV.773 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

3 第3番 ﾆ長調 BWV.774 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

4 第4番 ﾆ短調 BWV.775 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

5 第5番 変ﾎ長調 BWV.776 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

6 第6番 ﾎ長調 BWV.777 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

7 第7番 ﾎ短調 BWV.778 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

8 第8番 ﾍ長調 BWV.779 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

9 第9番 ﾍ短調 BWV.780 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

10 第10番 ﾄ長調 BWV.781 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

11 第11番 ﾄ短調 BWV.782 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

12 第12番 ｲ長調 BWV.783 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

13 第13番 ｲ短調 BWV.784 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

14 第14番 変ﾛ長調 BWV.785 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

15 第15番 ﾛ短調 BWV.786 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

16
3声のｲﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 第1番 ﾊ長調
BWV.787

J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

17 第2番 ﾊ短調 BWV.788 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

18 第3番 ﾆ長調 BWV.789 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明
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19 第4番 ﾆ短調 BWV.790 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

20 第5番 変ﾎ長調 BWV.791 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

21 第6番 ﾎ長調 BWV.792 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

22 第7番 ﾎ短調 BWV.793 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

23 第8番 ﾍ長調 BWV.794 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

24 第9番 ﾍ短調 BWV.795 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

25 第10番 ﾄ長調 BWV.796 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

26 第11番 ﾄ短調 BWV.797 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

27 第12番 ｲ長調 BWV.798 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

28 第13番 ｲ短調 BWV.799 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

29 第14番 変ﾛ長調 BWV.800 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

30 第15番 ﾛ短調 BWV.801 J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

ﾊﾞｯﾊ：平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻[1]
（監修:小林仁／演奏:白石光隆）

1
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第1
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆 2,900円 GP000551

2
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第1
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

3
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第2
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

4
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第2
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

5
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第3
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

6
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第3
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

7
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第4
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

8
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第4
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

9
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第5
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

10
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第5
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

11
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第6
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

12
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第6
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

13
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第7
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

14
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第7
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

15
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第8
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

16
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第8
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

17
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第9
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

18
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第9
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

19
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第10
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

20
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第10
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

21
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第11
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

22
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第11
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

23
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第12
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

24
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第12
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

ﾊﾞｯﾊ：平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻[2]
（監修:小林仁／演奏:白石光隆）

1
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第13
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆 2,900円 GP000552

2
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第13
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

3
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第14
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

4
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第14
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

5
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第15
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆
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6
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第15
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

7
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第16
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

8
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第16
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

9
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第17
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

10
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第17
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

11
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第18
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

12
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第18
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

13
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第19
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

14
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第19
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

15
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第20
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

16
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第20
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

17
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第21
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

18
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第21
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

19
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第22
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

20
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第22
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

21
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第23
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

22
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第23
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

23
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第24
番 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

24
平均律ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第24
番 ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 白石 光隆 白石 光隆

ﾊﾞｯﾊ：名曲集1 1
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ 2,900円 GP000134

2
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ｱﾙﾏﾝﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

3
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ｸ-ﾗﾝﾄ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

4
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

5
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ﾒﾇｴｯﾄ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

6
6つのﾊﾟﾙﾃｨ-ﾀ 第1番 BWV.825
より ｼﾞ-ｸﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

7
半音階的幻想曲とﾌ-ｶﾞ ﾆ短調
BWV.903より 幻想曲

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

8
半音階的幻想曲とﾌ-ｶﾞ ﾆ短調
BWV.903より ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

9
平均律 ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第1
番 ﾊ長調 BWV.846より ﾌﾟﾚﾘｭ-

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

10
平均律 ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第1
番 ﾊ長調 BWV.846より ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

11
幻想曲とﾌ-ｶﾞ ﾊ短調 BWV.906
より 幻想曲

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

12
ｲﾀﾘｱ協奏曲 ﾍ長調 BWV.971
第1楽章

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

13
ｲﾀﾘｱ協奏曲 ﾍ長調 BWV.971
第2楽章

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

14
ｲﾀﾘｱ協奏曲 ﾍ長調 BWV.971
第3楽章

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

ﾊﾞｯﾊ：名曲集2 1
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｱﾙﾏﾝﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ 2,900円 GP000135

2
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｸ-ﾗﾝﾄ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
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3
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

4
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｶﾞﾎﾞｯﾄ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

5
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ﾌﾞ-ﾚ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

6
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ﾙ-ﾙ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

7
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｼﾞ-ｸﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

8 協奏曲 第3番 ﾆ短調 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ J.S.ﾊﾞｯﾊ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

9
平均律 ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第2巻 第1
番 ﾊ長調 BWV.870より ﾌﾟﾚﾘｭ-

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

10
平均律 ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第2巻 第1
番 ﾊ長調 BWV.870より ﾌ-ｶﾞ

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

11
ｱﾝﾅ･ﾏｸﾞﾀﾞﾚ-ﾅ･ﾊﾞｯﾊの音楽帳
より ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 BWV

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

12
ｱﾝﾅ･ﾏｸﾞﾀﾞﾚ-ﾅ･ﾊﾞｯﾊの音楽帳
より ｺﾗ-ﾙ:神の御心に委なるも
のは ｲ短調 BWV.691

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

13
ｱﾝﾅ･ﾏｸﾞﾀﾞﾚ-ﾅ･ﾊﾞｯﾊの音楽帳
より ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ ﾄ短調 BWV

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

14
ｱﾝﾅ･ﾏｸﾞﾀﾞﾚ-ﾅ･ﾊﾞｯﾊの音楽帳
より ﾐｭｾﾞｯﾄ ﾆ長調 BWV

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

15
ｱﾝﾅ･ﾏｸﾞﾀﾞﾚ-ﾅ･ﾊﾞｯﾊの音楽帳
より ﾁｪﾝﾊﾞﾛのための独奏曲 変
ﾎ長調 BWV Anh.129

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

16
ｱﾝﾅ･ﾏｸﾞﾀﾞﾚ-ﾅ･ﾊﾞｯﾊの音楽帳
より ｸﾗｳﾞｨ-ｱのためのｱﾘｱ ﾄ長
調 BWV.988

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

17
ｶﾌﾟﾘｯﾁｮ 変ﾛ長調 BWV.992 最
愛の兄の旅立ちにあたって

J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ
★

ｲｪﾙｸ･ﾃﾞ-ﾑｽ

ﾊｯﾋﾟ-･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾊﾟ-ﾃｨ 1 歌劇「椿姫」より 乾杯の歌 G.F.F.ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 佐藤 俊 北野 実　他 2,900円 GP000099
2 四季 作品8-1 春 第1楽章 ｱﾚｸﾞ A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 阿部 亮太郎 北野 実　他

3
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより 花のﾜﾙﾂ（連弾)

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
三木 香代／佐
藤 俊

北野 実　他

4 ｱｲ･ｳｨﾙ･ｵ-ﾙｳｪｲｽﾞ･ﾗﾌﾞ･ﾕ- ﾄﾞﾘ-･ﾊﾟ-ﾄﾝ
ﾎｲｯﾄﾆ-･ﾋｭ-ｽﾄ
ﾝ

北野 実　他

5
ｱﾝﾁｪｲﾝﾄﾞ･ﾒﾛﾃﾞｨ-（ｺﾞ-ｽﾄ －ﾆｭ-
ﾖ-ｸの幻－より）

ｱﾚｯｸｽ･ﾉ-ｽ
ﾗｽﾁｪｲ･ﾌﾞﾗｻﾞ-
ｽﾞ

北野 実　他

6 ﾄﾞﾘｺﾞのｾﾚﾅ-ﾃﾞ R.ﾄﾞﾘｺﾞ 三木 香代 北野 実　他

7
主よ､人の望みの喜びよ（第2編
第228番）

J.S.ﾊﾞｯﾊ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 北野 実　他

8 天使のｾﾚﾅ-ﾃﾞ G.ﾌﾞﾗｰｶﾞ 金子 恵 北野 実　他

ﾊﾟﾘのｱﾒﾘｶ人／ｶﾞ-ｼｭｲﾝ 1 ﾊﾟﾘのｱﾒﾘｶ人
ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ- 2,900円 GP000161

2 ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ
ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

3
私の彼氏 <ｻﾞ･ﾏﾝ･ｱｲ･ﾗﾌﾞ>（ﾚ
ﾃﾞｨ-･ﾋﾞ-･ｸﾞｯﾄﾞより）

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

4 ｽﾜﾆ-
ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

5
ﾄﾞｩ･ｲｯﾄ･ｱｹﾞｲﾝ（ｻﾞ･ﾌﾚﾝﾁ･ﾄﾞ-ﾙ
より）

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

6
誰かが私を愛してる <ｻﾑﾊﾞﾃﾞｨ･
ﾗﾌﾞｽ･ﾐ->

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ/ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ･ﾏｸﾄﾞ
ﾅﾙﾄﾞ/ﾊﾞﾃﾞｨ･ﾃﾞ
ｼﾙｳﾞｧ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

7 手をたたいて <ｸﾗｯﾌﾟ･ﾕｱ･ﾊﾝｽﾞ
>

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

8
ﾏｲ･ﾜﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｵﾝﾘ-（ﾌｧﾆ-ﾌｪｲｽ
より）

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

9 ｽ･ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ（ﾌｧﾆ-ﾌｪｲｽより）
ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

10
魅惑のﾘｽﾞﾑ <ﾌｧｯｼﾈｲﾃｨﾝｸﾞ･ﾘ
ｽﾞﾑ>（ﾚﾃﾞｨ-･ﾋﾞ-･ｸﾞｯﾄﾞより）

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

ﾊﾞﾙﾄ-ｸ：子供のために（ﾃﾞｨｽｸ1) 1 第1巻 1番 あそんでいる子供た B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二 1,900円 GP000241
2 2番 わらべうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

3 3番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

4 4番 枕のﾀﾞﾝｽ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

5 5番 あそび B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

6 6番 左手の勉強 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

7 7番 あそびうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

8 8番 子供のあそび B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

9 9番 うた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

10 10番 子供の踊り B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

11 11番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

12 12番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

13 13番 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

14 14番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

15 15番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

16 16番 古いﾊﾝｶﾞﾘ-のﾒﾛﾃﾞｨ- B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

17 17番 円舞 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

18 18番 兵隊さんのうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

19 19番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

20 20番 ﾌﾞﾄﾞｳ酒のうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

21 21番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

22 第2巻 22番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

23 23番 舞曲（ﾀﾞﾝｽ曲） B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

24 24番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

25 25番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

26 26番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

27 27番 冗談 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

28 28番 合唱曲 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

29 29番 ﾍﾟﾝﾀﾄﾝのﾒﾛﾃﾞｨ- B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

30 30番 あざけりのうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

31 31番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

32 32番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

33 33番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

34 34番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

35 35番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

36 36番 よっぱらいのうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

37 37番 豚飼いのうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

38 38番 ｸﾘｽﾏｽの魔法のうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

39 39番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

40 40番 豚飼いの踊り B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

ﾊﾞﾙﾄ-ｸ：子供のために（ﾃﾞｨｽｸ2) 1 第3巻 1番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二 1,900円 GP000242
2 2番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

3 3番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

4 4番 婚礼のうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

5 5番 変奏曲 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

6 6番 円舞（1） B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

7 7番 悲しみ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

8 8番 舞曲 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

9 9番 円舞（2） B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

10 10番 埋葬のうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

11 11番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

12 12番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

13 13番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

14 14番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

15 15番 ﾊﾞｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ(風笛)のうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

16 16番 不平 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

17 17番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

18 18番 あざけりのうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

19 19番 ﾛﾏﾝｽ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

20 20番 追いかけっこ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

21 21番 冗談 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

22 22番 どんちゃん騒ぎ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

23 第4巻 23番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

24 24番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

25 25番 ｽｹﾙﾂｧﾝﾄﾞ(戯れながら) B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

26 26番 たて笛のうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

27 27番 もう1つの冗談 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

28 28番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

29 29番 ｶﾉﾝ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

30 30番 ﾄﾞｩﾀﾞ(ﾊﾞｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ)が鳴る B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

31 31番 追いはぎのうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

32 32番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

33 33番 B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

34 34番 別れ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

35 35番 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

36 36番 ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ- B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

37 37番 泣き女のうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

38 38番 弔いのうた B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 渡辺 健二 渡辺 健二

ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作品71a
／ﾁｬｲｺﾌｽｷ-

1
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより 小さな序曲（連弾)

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

2,900円 GP000163

2
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより 行進曲（連弾)

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

3
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより こんぺい糖の踊り

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

4
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより ﾛｼｱの踊り(ﾄﾚﾊﾟｯｸ）
（連弾)

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

5
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより ｽﾍﾟｲﾝの踊り（連弾)

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

6
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより ｱﾗﾋﾞｱの踊り（連弾)

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

7
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより 中国の踊り（連弾)

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

8
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより あし笛の踊り（連弾)

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

9
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより 花のﾜﾙﾂ（連弾)

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
三木 香代／佐
藤 俊

三木 香代/佐
藤 俊(連弾）

ﾋﾟｱﾉ･ﾒﾄ-ﾄﾞ名曲編VOL.1(7級～6級） 1 ｱﾚｸﾞﾛ（7級 Vol.1） ○ G.P.ﾃﾚﾏﾝ 永冨 和子 永冨 和子 2,900円 GP000217
2 ｸｲｯｸ･ﾏ-ﾁ ○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 永冨 和子 永冨 和子

3 ｱﾚｸﾞﾛ ○ S.ｱ-ﾉﾙﾄﾞ 永冨 和子 永冨 和子

4 ﾎ-ﾝﾊﾟｲﾌﾟ ○ H.ﾊﾟ-ｾﾙ 永冨 和子 永冨 和子

5 ﾚﾝﾄﾗ- ○ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 永冨 和子 永冨 和子

6
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より 兵士の行

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 永冨 和子 永冨 和子

7 ｿﾅﾁﾈ ○ H.ﾘﾋﾅ- 永冨 和子 永冨 和子

8 ｶﾝﾄﾘ-･ﾀﾞﾝｽ ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 永冨 和子 永冨 和子

9
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ 作品39よ
り 新しいお人形

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 永冨 和子 永冨 和子

10 こうま ○ C.ｸﾞﾙﾘｯﾄ 永冨 和子 永冨 和子

11 組曲 ﾄ長調より ｶﾞﾎﾞｯﾄ ○ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 永冨 和子 永冨 和子

12 行進曲 ○ N.J.ﾕﾙﾏﾝﾃﾞﾙ 永冨 和子 永冨 和子

13 ｿﾅﾁﾈ ○ T.ﾊｽﾘﾝｶﾞ- 永冨 和子 永冨 和子

14
ｱﾝﾅ･ﾏｸﾞﾀﾞﾚ-ﾅ･ﾊﾞｯﾊの音楽帳
より ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 BWV
Anh.116（6級 Vol.1）

○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 永冨 和子 永冨 和子

15 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ ｲ短調 ○ C.ﾌﾗﾝｸ 永冨 和子 永冨 和子

16 12のﾜﾙﾂより ﾜﾙﾂ ○ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 永冨 和子 永冨 和子

17
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より 勇敢な騎手

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 永冨 和子 永冨 和子

18 ﾃﾞｨﾍﾞﾙﾃｨﾒﾝﾄ ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 永冨 和子 永冨 和子

19 新しい6つのｿﾅﾁﾈ集より ｿﾅﾁﾈ ○ C.P.E.ﾊﾞｯﾊ 永冨 和子 永冨 和子

20
抒情小品集 第1集 作品12 妖
精のおどり

○ E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 永冨 和子 永冨 和子

21
2つのｿﾅﾁﾈ Ahn.5より ﾍ長調
第1楽章 ｱﾚｸﾞﾛ･ｱｯｻｲ

○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 永冨 和子 永冨 和子

22 ﾏｽﾞﾙｶ ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 永冨 和子 永冨 和子

23
森のｽｹｯﾁ 作品51より 野ばら
に寄す

○ E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ 永冨 和子 永冨 和子

24
6つの子供の小品 作品69より
機械人形

○
D.D.ｼｮｽﾀｺ-ｳﾞｨ
ﾁ

永冨 和子 永冨 和子

対応楽譜（絶版）　品番：TGPMM71/TGPMM61 25 子供の小品のｱﾙﾊﾞﾑより ｴﾁｭ- ○ A.I.ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ 永冨 和子 永冨 和子

ﾋﾟｱﾉ･ﾒﾄ-ﾄﾞ名曲編VOL.1(9級～8級） 1 ﾒﾇｴｯﾄ（9級 Vol.1） ○ L.ﾓ-ﾂｧﾙﾄ 永冨 和子 永冨 和子 2,900円 GP000216
2 かわいい舞曲 ○ C.ｸﾞﾙﾘｯﾄ 永冨 和子 永冨 和子

3 ﾊﾞ-ｽﾃﾞｲ･ﾏ-ﾁ ○ L.ｹ-ﾗ- 永冨 和子 永冨 和子

4 ﾄﾞｲﾂのおどり ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 永冨 和子 永冨 和子

5 ﾒﾇｴｯﾄ ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 永冨 和子 永冨 和子

6 道ばたの花 ○ C.ﾁｪﾙﾆ- 永冨 和子 永冨 和子

7 ｶﾞﾎﾞｯﾄ ○ G.P.ﾃﾚﾏﾝ 永冨 和子 永冨 和子

8 ﾅﾝﾈﾙのﾒﾇｴｯﾄ ○ L.ﾓ-ﾂｧﾙﾄ 永冨 和子 永冨 和子

9 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ ○ A.ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 永冨 和子 永冨 和子

10 まほうのふえ ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 永冨 和子 永冨 和子

11 ﾄﾙｺのおどり ○ A.ﾛ-ﾚｲ 永冨 和子 永冨 和子

12 ﾒﾇｴｯﾄ ○ A.ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 永冨 和子 永冨 和子

13 ﾏ-ﾁ ○ D.D.ｼｮｽﾀｺ-ｳﾞｨ 永冨 和子 永冨 和子

14 ﾐｭｾﾞｯﾄ（8級 Vol.1） ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 永冨 和子 永冨 和子

15 ｱﾚｷｻﾝﾀﾞ-･ﾏ-ﾁ ○ C.ﾁｪﾙﾆ- 永冨 和子 永冨 和子

16 ﾒﾇｴｯﾄ ○ J.P.ﾗﾓ- 永冨 和子 永冨 和子

17 ｲ短調の練習曲 ○ F.ﾐｭ-ﾗ- 永冨 和子 永冨 和子

ピアノメトード名曲編　7級-1/ピアノメ
トード名曲編　6級-1



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
【クラシック】

■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
■表示は本体価格です。商品価格は本体価格＋税になります。

※諸事情により、予告なく価格の変更や販売停止になる場合があります。
※対応楽譜は絶版のものもございます。
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

18 ﾄﾞｲﾂ舞曲 ○ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 永冨 和子 永冨 和子

19 ｶﾄﾞﾘ-ﾙ ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 永冨 和子 永冨 和子

20 ﾒﾇｴｯﾄ ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 永冨 和子 永冨 和子

21 ｳｨﾘｱﾑ王の行進曲 ○ J.ｸﾗ-ｸ 永冨 和子 永冨 和子

22 ｽｹﾙﾂｨ-ﾉ ○ G.P.ﾃﾚﾏﾝ 永冨 和子 永冨 和子

23 ﾌﾞ-ﾚ ○ L.ﾓ-ﾂｧﾙﾄ 永冨 和子 永冨 和子

24 ﾒﾇｴｯﾄ ○ H.ﾊﾟ-ｾﾙ 永冨 和子 永冨 和子

25 日曜日の朝 ○ C.ﾁｪﾙﾆ- 永冨 和子 永冨 和子
対応楽譜（絶版）　品番：TGPMM91/TGPMM81 26 2つの手のためのﾃﾞｭｴｯﾄ ○ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 永冨 和子 永冨 和子

ﾋﾟｱﾉ･ﾒﾄ-ﾄﾞ名曲編VOL.2(7級～6級） 1 ひなぎく（7級 Vol.2） ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 神野 明 神野 明 2,900円 GP000219
2 ﾏ-ﾁ ○ C.P.E.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

3 ｿﾅﾁﾈ ﾆ長調 ○ J.ｼｭﾐｯﾄ 神野 明 神野 明

4 ﾗｯﾊﾟ手のｾﾚﾅ-ﾄﾞ ○ F.ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾗ- 神野 明 神野 明

5 ﾊﾞﾘｴ-ｼｮﾝ ○ J.N.ﾌﾝﾒﾙ 神野 明 神野 明

6
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ(ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･ｱ
ﾙﾊﾞﾑ)作品68より はじめての悲

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神野 明 神野 明

7 2つのｿﾅﾁﾈ Ahn.5より ﾄ長調 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 神野 明 神野 明

8
はじめての演奏 作品210より
おにわで踊ろう

○ C.ｸﾞﾙﾘｯﾄ 神野 明 神野 明

9 こどものｿﾅﾀ ○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神野 明 神野 明

10 優美なﾜﾙﾂ ○ J.A.ﾒﾄｶ-ﾌ 神野 明 神野 明

11 ﾄｯｶﾃｨ-ﾅ ○ N.J.ﾕﾙﾏﾝﾃﾞﾙ 神野 明 神野 明

12 ｺﾞﾊﾟ-ｸ ○ M.P.ﾑｿﾙｸﾞｽｷ- 神野 明 神野 明

13 ｷﾞｬﾛｯﾌﾟ ○ L.ｽﾄﾘ-ﾎﾞｯｸﾞ 神野 明 神野 明

14 ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ ﾎ短調（6級 Vol.2） ○ A.ｺﾚｯﾘ 神野 明 神野 明

15 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ ﾊ長調 ○ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 神野 明 神野 明

16 ｶﾞﾎﾞｯﾄ ﾄ短調 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

17 ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ ○ G.P.ﾃﾚﾏﾝ 神野 明 神野 明

18 ｿﾅﾁﾈ ﾍ長調 作品168-1 第1楽 ○ A.ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 神野 明 神野 明

19 ｱﾚｸﾞﾛ ｲ長調 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

20 ｿﾅﾁﾈ ﾊ長調 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 神野 明 神野 明

21 ｴﾘ-ｾﾞのために ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 神野 明 神野 明

22
子供のための小品 作品72より
第7番 ﾄ長調

○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 神野 明 神野 明

23
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より ｼﾁﾘｱの踊

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神野 明 神野 明

24
抒情小品集 第1集 作品12 夜
警のうた

○ E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 神野 明 神野 明

25 ｽﾍﾟｲﾝ 作品165より ﾀﾝｺﾞ ○ I.ｱﾙﾍﾞﾆｽ 神野 明 神野 明

26 小さな黒ん坊 ○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 神野 明 神野 明
対応楽譜（絶版）　品番：TGPMM72/TGPMM62 27 前奏曲 作品2-2 ﾛ長調 ○ A.ｽｸﾘｬﾋﾞﾝ 神野 明 神野 明

ﾋﾟｱﾉ･ﾒﾄ-ﾄﾞ名曲編VOL.2(9級～8級） 1 さようなら（9級 Vol.2） ○ ﾄﾞｲﾂ民謡 神野 明 神野 明 2,900円 GP000218
2 ｶﾞﾎﾞｯﾄ ﾊ長調 ○ C.W.ｸﾞﾙｯｸ 神野 明 神野 明

3 ほら､あの山に ○ ﾄﾞｲﾂ民謡 神野 明 神野 明

4 ﾒﾇｴｯﾄ ｲ短調 ○ J.ｸﾘ-ｶﾞ- 神野 明 神野 明

5 ｴﾁｭ-ﾄﾞ ○ L.ｽﾄﾘ-ﾎﾞｯｸﾞ 神野 明 神野 明

6 ﾒﾇｴｯﾄ ﾊ長調 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 神野 明 神野 明

7 ﾒﾇｴｯﾄ ﾍ長調 K.2 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 神野 明 神野 明

8 ｴｺｾ-ｽﾞ ﾊ長調 ○ J.N.ﾌﾝﾒﾙ 神野 明 神野 明

9 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ ﾄ長調 ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 神野 明 神野 明

10
はじめての演奏 作品210より ｶﾞ
ﾎﾞｯﾄ

○ C.ｸﾞﾙﾘｯﾄ 神野 明 神野 明

11 小曲 ﾆ短調 ○ J.H.ﾌｨｵｯｺ 神野 明 神野 明

12 ﾊﾟｽﾋﾟｴ ﾊ長調 ○ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 神野 明 神野 明

13 ﾛﾝﾄﾞ ﾍ長調 ○ D.G.ﾃｭﾙｸ 神野 明 神野 明

14 刈り入れどき ○ G.ﾗﾝｹﾞ 神野 明 神野 明

15 おどりのﾚｯｽﾝ ○ B.ﾛﾙｾﾞｽ 神野 明 神野 明

16 ｶﾞﾎﾞｯﾄとｼﾞ-ｸ（8級 Vol.2） ○ S.ｱ-ﾉﾙﾄﾞ 神野 明 神野 明

17 ｴﾚｼﾞ- ○ C.ｸﾞﾙﾘｯﾄ 神野 明 神野 明

18
ｱﾝﾅ･ﾏｸﾞﾀﾞﾚ-ﾅ･ﾊﾞｯﾊの音楽帳
より ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 BWV

○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 神野 明 神野 明

19 小川のせせらぎ ○ J.B.ﾃﾞｭﾍﾞﾙﾉｱ 神野 明 神野 明

20 ﾛﾝﾄﾞ ○ J.F.ﾀﾞﾝﾄﾞﾘｭ- 神野 明 神野 明

21 ﾘｺﾞ-ﾄﾞﾝ ○ H.ﾊﾟ-ｾﾙ 神野 明 神野 明

22 はじめての演奏 作品210より ○ C.ｸﾞﾙﾘｯﾄ 神野 明 神野 明

23 ｶﾞﾎﾞｯﾄ ﾍ長調 ○ G.P.ﾃﾚﾏﾝ 神野 明 神野 明

24 なぞなぞ ○ J.B.ﾃﾞｭﾍﾞﾙﾉｱ 神野 明 神野 明

25 ｱﾚｸﾞﾛ ﾛ長調 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 神野 明 神野 明

26
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より 小曲

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 神野 明 神野 明

27 小さなﾛﾝﾄﾞ ﾊ長調 ○ J.N.ﾌﾝﾒﾙ 神野 明 神野 明
ピアノメトード名曲編　9級-2/ピアノメ
トード名曲編　8級-2

ピアノメトード名曲編　9級-1/ピアノメ
トード名曲編　8級-1

ピアノメトード名曲編　7級-2/ピアノメ
トード名曲編　6級-2



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
【クラシック】

■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
■表示は本体価格です。商品価格は本体価格＋税になります。

※諸事情により、予告なく価格の変更や販売停止になる場合があります。
※対応楽譜は絶版のものもございます。
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

対応楽譜（絶版）　品番：TGPMM92/TGPMM82 28 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ ﾛ長調 ○ T.A.ｱ-ﾝ 神野 明 神野 明

ﾋﾟｱﾉ･ﾒﾄ-ﾄﾞ名曲編VOL.3(7級～6級） 1 ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ ﾆ短調（7級 Vol.3） ○ A.ｺﾚｯﾘ 高橋 裕希子 高橋 裕希子 2,900円 GP000221

2
ｿﾅﾁﾈ ﾍ長調 作品168-1 第3楽
章 ﾛﾝﾄﾞ

○ A.ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

3 ﾛﾝﾄﾞ風ｶﾞﾎﾞｯﾄ ○ J.F.ﾀﾞﾝﾄﾞﾘｭ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

4 ｱﾚｸﾞﾛ ○ J.C.F.ﾊﾞｯﾊ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

5 ｱﾘｴｯﾀ ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

6 小さな手のための25の練習曲 ○ C.ﾁｪﾙﾆ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

7 小さな練習曲 ○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

8
子供の喜び 作品243より にわ
とりのﾜﾙﾂ

○ L.ｹ-ﾗ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

9
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ 作品39よ
り ﾏｽﾞﾙｶ

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

10
30の子供の小品 作品27より
かなしい物語

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

11
6つの子供の小品 作品69より
ゆかいな話

○
D.D.ｼｮｽﾀｺ-ｳﾞｨ
ﾁ

高橋 裕希子 高橋 裕希子

12 叙情小曲集より 秋のｽｹｯﾁ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

13 叙情小曲集より 間奏曲 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

14
ﾌﾗﾝｽ組曲 第5番 ﾄ長調
BWV.816より ｶﾞﾎﾞｯﾄ（6級 Vol.3）

○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

15 ｱﾚｸﾞﾛ ﾄ短調 ○ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

16 ｱﾚｸﾞﾛ ○ B.ｶﾞﾙｯﾋﾟ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

17 ｿﾅﾁﾈ ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

18 あこがれのﾜﾙﾂ ○ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

19 ｴｺｾ-ｽﾞ ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

20 ｱﾙﾏﾝﾄﾞ ○ C.M.V.ｳﾞｪｰﾊﾞｰ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

21 ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙなﾜﾙﾂ ○ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

22 前奏曲 作品28-4 ﾎ短調 ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

23 前奏曲 作品28-7 ｲ長調 ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

24
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ 作品39よ
り ひばりの歌

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

25 ﾊﾞﾙｶﾛ-ﾚ ○ S.ﾍﾗ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子
対応楽譜（絶版）　品番：TGPMM73/TGPMM63 26 叙情小曲集より ｾﾚﾅ-ﾄﾞ ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

ﾋﾟｱﾉ･ﾒﾄ-ﾄﾞ名曲編VOL.3(9級～8級） 1 ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調（9級 Vol.3） ○ G.P.ﾃﾚﾏﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子 2,900円 GP000220
2 舞曲 ○ ｽﾍﾟﾛﾝﾃｽ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

3 若いよろこび ○ D.G.ﾃｭﾙｸ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

4 ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 K.1（1e） ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

5 ﾒﾇｴｯﾄ ﾍ長調 K.2 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

6 ｴｺｾ-ｽﾞ ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

7 小さい旋律的練習曲 第23番 ○ C.ｸﾞﾙﾘｯﾄ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

8 ためらわないで ○ L.ｹ-ﾗ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

9 お庭で ○ L.ｹ-ﾗ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

10 小さい妖精のﾜﾙﾂ ○ L.ｽﾄﾘ-ﾎﾞｯｸﾞ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

11
30の子供の小品 作品27より
小さい歌

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

12
子供のために 第1巻 1番 あそ
んでいる子供たち

○ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

13 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄのﾒﾇｴｯﾄ ○ ﾄﾞｩﾑｺﾝﾍﾞ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

14 ｶﾞﾎﾞｯﾄ（8級 Vol.3） ○ A.ｺﾚｯﾘ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

15
ｱﾝﾅ･ﾏｸﾞﾀﾞﾚ-ﾅ･ﾊﾞｯﾊの音楽帳
より ﾒﾇｴｯﾄ ﾆ短調

○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

16
ｱﾝﾅ･ﾏｸﾞﾀﾞﾚ-ﾅ･ﾊﾞｯﾊの音楽帳
より ﾒﾇｴｯﾄ ｲ短調

○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

17 ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 ○ P.A.ﾛｶﾃｯﾘ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

18 ﾒﾇｴｯﾄ ﾍ短調 ○ C.P.E.ﾊﾞｯﾊ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

19 ﾜﾙﾂ ○ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

20 小さなｾﾚﾅ-ﾄﾞ ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

21 ﾛﾝﾄﾞﾝのﾉ-ﾄから ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

22
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より ﾒﾛﾃﾞｨ

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

23 ﾁﾛﾙの歌 ○ L.ｹ-ﾗ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

24 ﾎﾟﾙｶ ○ L.ｹ-ﾗ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

25
子供のために 第3巻 8番 舞曲
(おどり）

○ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 高橋 裕希子 高橋 裕希子

対応楽譜（絶版）　品番：TGPMM93/TGPMM83 26
24の子供のためのやさしい小
品より ｷﾞｬﾛｯﾌﾟ

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 高橋 裕希子 高橋 裕希子

ﾋﾟｱﾉの先生1000人が選んだ 発表会
で弾く名曲30

1 ｴﾘ-ｾﾞのために ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ｸﾗｼｯｸ 2,900円 GP000622

2 お人形の夢と目覚め ○ T.ｴｽﾃﾝ ｸﾗｼｯｸ

3 花の歌 ○ G.ﾗﾝｹﾞ ｸﾗｼｯｸ

ピアノメトード名曲編　7級-3/ピアノメ
トード名曲編　6級-3

ピアノメトード名曲編　9級-3/ピアノメ
トード名曲編　8級-3
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

4 ﾄﾙｺ行進曲 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｸﾗｼｯｸ

5 小犬のﾜﾙﾂ ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ｸﾗｼｯｸ

6 ﾄﾙｺ行進曲 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ｸﾗｼｯｸ

7 紡ぎうた ○ A.ｴﾙﾒﾝﾗｲﾋ ｸﾗｼｯｸ

8
ｱﾙﾌﾟｽの夕映え（機種によって
は発音切れがおきる場合があ
ります）

○ T.ｴｽﾃﾝ ｸﾗｼｯｸ

9 ﾊﾞｳﾑｸ-ﾍﾝ ○ 湯山 昭 湯山 昭

10 渚のｱﾃﾞﾘ-ﾇ ○ P.de Senneville
ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｸﾚｲﾀﾞ-
ﾏﾝ

11 荒野のﾊﾞﾗ ○ G.ﾗﾝｹﾞ ｸﾗｼｯｸ

12 貴婦人の乗馬 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- ｸﾗｼｯｸ

13 ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 BWV.Anh.114 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ ｸﾗｼｯｸ

14 ﾄﾙｺ風ﾛﾝﾄﾞ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- ｸﾗｼｯｸ

15 ｿﾅﾁﾈより第1楽章 ○ W.L.ｷﾞﾛｯｸ ｸﾗｼｯｸ

16 ｴﾁｭ-ﾄﾞ･ｱﾚｸﾞﾛ ○ 中田 喜直 中田 喜直

17 即興曲 op.90-2 ○ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｸﾗｼｯｸ

18 ﾜﾙﾂ No.7 op.64-2 ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ｸﾗｼｯｸ

19 夜想曲 第2番 変ﾎ長調 ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ｸﾗｼｯｸ

20 ﾋﾟｱﾉｿﾅﾀ第15番 ﾊ長調 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｸﾗｼｯｸ

21 ｱﾗﾍﾞｽｸ ○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- ｸﾗｼｯｸ

22 乙女の祈り ○ T.ﾊﾞﾀﾞｼﾞｪﾌｽｶ ｸﾗｼｯｸ

23 春の歌 ○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ ｸﾗｼｯｸ

24 すみれ ○ L.ｽﾄﾘ-ﾎﾞｯｸﾞ ｸﾗｼｯｸ

25 ﾙ･ﾛ-ﾇ ○ 服部 克久 服部 克久

26 ｱﾗﾍﾞｽｸ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- ｸﾗｼｯｸ

27 ｴﾝﾀ-ﾃｲﾅ- ○ S.Joplin S.Joplin

28 星に願いを ○ ﾘ-･ﾊ-ﾗｲﾝ ﾃﾞｨｽﾞﾆ-

29 ﾐｯｷ-ﾏｳｽ･ﾏ-ﾁ ○ Jimmie Dodd ﾃﾞｨｽﾞﾆ-
対応楽譜（絶版）　品番：GTP652340 30 ﾎ-ﾙ･ﾆｭ-･ﾜ-ﾙﾄﾞ ○ Alan Menken ﾃﾞｨｽﾞﾆ-

ﾋﾟｱﾉ発表会ｱﾙﾊﾞﾑ[1]:はじめてのﾒﾛ
ﾃﾞｨ-（上･下巻）

1 朝のあいさつ ○ C.ｸﾞﾙﾘｯﾄ 大宝 博 大宝 博 2,900円 GP000250

2 ぶんぶんぶん ○ ﾎﾞﾍﾐｱ民謡 大宝 博 大宝 博

3 ﾒﾘ-さんのひつじ ○ ｱﾒﾘｶ民謡 大宝 博 大宝 博

4 かっこう ○ ﾄﾞｲﾂ民謡 大宝 博 大宝 博

5 ﾛﾝﾄﾞﾝ橋 ○ ｲｷﾞﾘｽ民謡 大宝 博 大宝 博

6 小川のﾜﾙﾂ ○ 外国曲 大宝 博 大宝 博

7 ゆかいな牧場 ○ ｱﾒﾘｶ民謡 大宝 博 大宝 博

8 小さなうた ○ C.ｸﾞﾙﾘｯﾄ 大宝 博 大宝 博

9 さようなら ○ ﾄﾞｲﾂ民謡 大宝 博 大宝 博

10 こぎつね ○ ﾄﾞｲﾂ民謡 大宝 博 大宝 博

11 ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ｱｺﾞ- ○ ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ民謡 大宝 博 大宝 博

12 きらきら星 ○ ﾌﾗﾝｽ民謡 大宝 博 大宝 博

13 夜汽車 ○ ﾌﾗﾝｽ民謡 大宝 博 大宝 博

14 つきのひかり ○ ﾌﾗﾝｽ民謡 大宝 博 大宝 博

15 ｱﾏﾘﾘｽ ○ ﾌﾗﾝｽ民謡 大宝 博 大宝 博

16 子供のうた ○ ﾍﾞ-ﾙ 大宝 博 大宝 博

17 かわいいｵ-ｶﾞｽﾃｨﾝ ○ ﾄﾞｲﾂ民謡 大宝 博 大宝 博

18 むすんでひらいて ○ ﾙｿ- 大宝 博 大宝 博

19 ちょうちょう ○ ｽﾍﾟｲﾝ民謡 大宝 博 大宝 博

20 ﾁｭ-ﾘｯﾌﾟ ○ 井上 武士 大宝 博 大宝 博

21 ｱﾋﾞﾆｮﾝの橋の上で ○ ﾌﾗﾝｽ民謡 大宝 博 大宝 博

22 みつばちのﾏ-ﾁ ○ 外国曲 大宝 博 大宝 博

23 鐘が鳴る ○ ﾌﾗﾝｽ民謡 大宝 博 大宝 博

24 10人のｲﾝﾃﾞｨｱﾝ ○ ｱﾒﾘｶ民謡 大宝 博 大宝 博

25 河はよんでいる ○ ﾍﾞｱ-ﾙ 大宝 博 大宝 博

26 ｽﾜﾆ-河 ○ ﾌｫｽﾀ- 大宝 博 大宝 博

27 赤とんぼ ○ 山田 耕筰 大宝 博 大宝 博

28 めだかの学校 ○ 中田 喜直 大宝 博 大宝 博

29 夕やけ小やけ ○ 草川 信 大宝 博 大宝 博
対応楽譜（絶版）　品番：

/
30 ねこふんじゃった ○ 不詳 大宝 博 大宝 博

ﾋﾟｱﾉ発表会ｱﾙﾊﾞﾑ[2]:おかあさんの
ﾘｸｴｽﾄ

1 ｼﾝｺﾍﾟｲﾃｯﾄﾞ･ｸﾛｯｸ ○ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ 大宝 博 大宝 博 2,900円 GP000251

2 茶色のこびん ○ ｱﾒﾘｶ民謡
ｸﾞﾚﾝ･ﾐﾗ-･ｵ-ｹ
ｽﾄﾗ

大宝 博

3 ﾁﾑ･ﾁﾑ･ﾁｪﾘ-（ﾒﾘ-･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞより） ○
ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｼｬ-ﾏﾝ
/ﾛﾊﾞ-ﾄ･ｼｬ-ﾏﾝ

ﾃﾞｨｽﾞﾆ- 大宝 博

4 大きな古時計 ○ ﾜｰｸ 大宝 博 大宝 博

5 水車 ○ ｲｪﾝｾﾞﾝ 大宝 博 大宝 博

6
歌劇「ｵﾙﾌｪｵとｴｳﾘﾃﾞｨ-ﾁｪ」より
精霊の踊り

○ C.W.ｸﾞﾙｯｸ 大宝 博 大宝 博

ピアノ発表会アルバム＜れんだん＞
STAGE1 [上] はじめてのメロディー [連
弾] ～メリーさんのひつじ～/ピアノ発表
会アルバム＜れんだん＞　STAGE1
[下] はじめてのメロディー [連弾] ～アビ
ニョンの橋の上で～
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

7 ｼﾝﾌｫﾆ-「驚愕」より ｱﾝﾀﾞﾝﾃ ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 大宝 博 大宝 博

8 きれいな鈴の音 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 大宝 博 大宝 博

9 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄの子守歌 ○ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ 大宝 博 大宝 博

10 ﾒﾇｴｯﾄ K.2 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 大宝 博 大宝 博

11 人魚の歌 ○ C.M.V.ｳﾞｪｰﾊﾞｰ 大宝 博 大宝 博

12 みじかいおはなし ○ ﾘﾋﾅ- 大宝 博 大宝 博

13
子供のために 第1巻 1番 あそ
んでいる子供たち

○ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 大宝 博 大宝 博

14 子供のために 第1巻 5番 あそ ○ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 大宝 博 大宝 博

15 ﾏ-ﾁ ○ ｼｮｽﾀｺ-ｳﾞｨﾁ 大宝 博 大宝 博

16 ﾋﾟ-ﾀ-と狼より ﾋﾟ-ﾀ-（連弾） ○ ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ 大宝 博 大宝 博

17 ﾋﾟ-ﾀ-と狼より あひる（連弾） ○ ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ 大宝 博 大宝 博

18 ﾋﾟ-ﾀ-と狼より ねこ (連弾） ○ ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ 大宝 博 大宝 博

19
ﾋﾟ-ﾀ-と狼より ﾋﾟ-ﾀ-のおじいさ
ん (連弾）

○ ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ 大宝 博 大宝 博

20 ﾋﾟ-ﾀ-と狼より おおかみ (連弾） ○ ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ 大宝 博 大宝 博

ﾋﾟｱﾉ発表会ｱﾙﾊﾞﾑ[3]:おしゃまなﾋﾟｱ
ﾆｽﾄ

1 ﾒﾇｴｯﾄ BWV Anh.114 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 竹原 暁子 竹原 暁子 2,900円 GP000252

2 ﾐｭｾﾞｯﾄ BWV Anh.126 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 竹原 暁子 竹原 暁子

3 ｱﾚｸﾞﾛ ﾊ長調 ○ ﾋﾞﾍ-ﾙ 竹原 暁子 竹原 暁子

4 ｱﾘｱ ○ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 竹原 暁子 竹原 暁子

5 ｽｹﾙﾂｨ-ﾉ ○ ﾃﾚﾏﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

6 小さなﾏ-ﾁ ○ ｸﾗ-ｸ 竹原 暁子 竹原 暁子

7 ﾒﾇｴｯﾄ ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

8 交響曲 第101番 時計 第2楽章 ○ F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

9 ﾒﾇｴｯﾄ ○ ｸﾘ-ｶﾞ- 竹原 暁子 竹原 暁子

10 ｱﾚｸﾞﾛ K.3 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 竹原 暁子 竹原 暁子

11 野ばら ○ ｳｪﾙﾅ- 竹原 暁子 竹原 暁子

12 ﾛ-ﾚﾗｲ ○
ﾌﾘ-ﾄﾞﾘﾋ･ｼﾞﾙﾋｬ
-

竹原 暁子 竹原 暁子

13 ﾄﾞﾅｳ河のさざ波 ○ I.ｲｳﾞｧﾉｳﾞｨﾁ 竹原 暁子 竹原 暁子

14
交響曲「新世界」第9番 第2楽
章 家路

○ ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ 竹原 暁子 竹原 暁子

15 ｽｹ-ﾀ-ｽﾞ･ﾜﾙﾂ ○ E.ﾜﾙﾄﾄｲﾌｪﾙ 竹原 暁子 竹原 暁子

16
組曲「動物の謝肉祭」より 序奏
とﾗｲｵﾝの王様の行進（連弾）

○ C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ 竹原 暁子 竹原 暁子

17
組曲「動物の謝肉祭」より 亀
（連弾）

○ C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ 竹原 暁子 竹原 暁子

18
組曲「動物の謝肉祭」より 象
（連弾）

○ C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ 竹原 暁子 竹原 暁子

19
組曲「動物の謝肉祭」より 水族
館（連弾）

○ C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ 竹原 暁子 竹原 暁子

20
組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥
（連弾）

○ C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ 竹原 暁子 竹原 暁子

ﾋﾟｱﾉ名曲ｱﾙﾊﾞﾑ｢先生が選んだﾋﾟｱﾉ
名曲選Ⅱ｣Disk3(ﾋﾟｱﾉｿﾛ編)

1 ｴｺｾ-ｽﾞ ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 金子 恵 金子 恵 1,900円 GP000633

2 ﾄﾙｺ行進曲 K.331 ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 金子 恵 金子 恵

3 ﾜﾙﾂ op.69-2 ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 金子 恵 金子 恵

4
乙女の祈り(※ 楽譜とｻｲｽﾞが
異なります)

○ T.ﾊﾞﾀﾞｼﾞｪﾌｽｶ 金子 恵 金子 恵

5 甘い思い出 ○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 金子 恵 金子 恵

6 舟歌 ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 金子 恵 金子 恵

7 ｿﾅﾁﾈ 第1楽章 ○ B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 金子 恵 金子 恵

8 すいれんの花に寄す ○ E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ 金子 恵 金子 恵

9 ｲﾀﾘｱ協奏曲第1楽章 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

対応楽譜（絶版）　品番：GTP652390 10
愉快な鍛冶屋(※ 楽譜とｻｲｽﾞ
が異なります)

○ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 金子 恵 金子 恵

ﾋﾟｱﾉ名曲ｱﾙﾊﾞﾑ｢先生が選んだﾋﾟｱﾉ
名曲選Ⅱ｣Disk4(ﾋﾟｱﾉｿﾛ編)

1 花の歌 ○ G.ﾗﾝｹﾞ 金子 恵 金子 恵 1,900円 GP000634

2 ﾜﾙﾂ op.64-2 ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 金子 恵 金子 恵

3
六つのこどものための小品集よ
り 第2曲

○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 金子 恵 金子 恵

4 小犬のﾜﾙﾂ op.64-1 ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 金子 恵 金子 恵

5 ｱﾗﾍﾞｽｸⅠ ○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 金子 恵 金子 恵

6 ｱﾗﾍﾞｽｸⅡ ○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 金子 恵 金子 恵

7 ｱﾝﾀﾞﾙ-ｻ op.37-5 ○ E.ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ 金子 恵 金子 恵

8 亜麻色の髪の乙女 ○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 金子 恵 金子 恵

9
古風なるﾒﾇｴｯﾄ(※ 楽譜とｻｲｽﾞ
が異なります)

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ 金子 恵 金子 恵

対応楽譜（絶版）　品番：GTP652390 10
きらきら星の主題による変奏曲
K.265

○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 金子 恵 金子 恵

先生が選んだﾋﾟｱﾉ名曲選 2

先生が選んだﾋﾟｱﾉ名曲選 2
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

ﾋﾟｱﾉ連弾／ﾌﾞﾗ-ﾑｽ：ﾜﾙﾂ集 作品39 1 ﾜﾙﾂ 作品39-1 ﾛ長調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

2,900円 GP000147

2 ﾜﾙﾂ 作品39-2 ﾎ長調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

3 ﾜﾙﾂ 作品39-3 嬰ﾄ短調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

4 ﾜﾙﾂ 作品39-4 ﾎ短調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

5 ﾜﾙﾂ 作品39-5 ﾎ長調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

6 ﾜﾙﾂ 作品39-6 嬰ﾊ長調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

7 ﾜﾙﾂ 作品39-7 嬰ﾊ短調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

8 ﾜﾙﾂ 作品39-8 変ﾛ長調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

9 ﾜﾙﾂ 作品39-9 ﾆ短調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

10 ﾜﾙﾂ 作品39-10 ﾄ長調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

11 ﾜﾙﾂ 作品39-11 ﾛ短調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

12 ﾜﾙﾂ 作品39-12 ﾎ長調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

13 ﾜﾙﾂ 作品39-13 ﾊ長調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

14 ﾜﾙﾂ 作品39-14 ｲ短調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

15 ﾜﾙﾂ 作品39-15 ｲ長調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

16 ﾜﾙﾂ 作品39-16 ﾆ短調（連弾) J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

17
ﾊﾝｶﾞﾘ-風ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ 作品54
D.818 第1楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ（連弾)

F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

18
ﾊﾝｶﾞﾘ-風ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ 作品54
D.818 第2楽章 ﾏ-ﾁ（連弾)

F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

19
ﾊﾝｶﾞﾘ-風ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ 作品54
D.818 第3楽章 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ（連弾)

F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
井上 直幸／竹
内 啓子

井上 直幸/竹
内 啓子(連弾）

ﾋﾟｱﾉ連弾ｼﾘ-ｽﾞ･名曲編VOL.1､2 1 時計屋の店で（連弾） ○ C.ｵﾙﾄ
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

2,900円 GP000222

2 ﾌﾞﾗｰﾑｽの子守歌（連弾） ○ J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

3 庭の千草（連弾） ○ ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ民謡
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

4 ﾛｻﾞﾑﾝﾃﾞ間奏曲（連弾） ○ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

5 ｽﾗｳﾞ行進曲（連弾） ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

6 波濤を越えて（連弾） ○ J.ﾛ-ｻｽ
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

7 白鳥の湖より 情景（連弾） ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

8 白鳥の湖より ﾜﾙﾂ（連弾） ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ-
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

9 婚礼の合唱（連弾） ○ R.ﾜｰｸﾞﾅｰ
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

10
真夏の夜の夢 作品61より 結
婚行進曲（連弾）

○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

11 交響詩「ﾓﾙﾀﾞｳ」（連弾） ○ B.ｽﾒﾀﾅ
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

12 ﾗﾃﾞｯｷ-行進曲 作品226（連弾） ○ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅠ世
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

13
歌劇「ｼﾞｮｺﾝﾀﾞ」より 時の踊り
（連弾）

○ A.ﾎﾟﾝｷｴｯﾘ
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

14 ｼﾝｺﾍﾟｲﾃｯﾄﾞ･ｸﾛｯｸ（連弾） ○ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ
重松 聡／重松
万里子

重松 聡/重松
万里子(連弾）

ﾋﾟｱﾉ連弾名曲集 1
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より 子守歌
（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

2,900円 GP000224

2
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より にゃ－
お（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

3
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より ﾄﾞﾘ-の
庭（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

4
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より 子ねこ
のﾜﾙﾂ（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

5
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より やさしさ
（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

6
組曲「ﾄﾞﾘ-」作品56より ｽﾍﾟｲﾝ
ふうのおどり（連弾）

○ G.ﾌｫ-ﾚ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

7 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ K.381 ｱﾚｸﾞﾛ（連弾） ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

8 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ K.381 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ（連弾） ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

9
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ K.381 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾓﾙﾄ（連
弾）

○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

10
ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱより 眠りの森の美女
のﾊﾟｳﾞｧ-ﾇ（連弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

11
ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱより おやゆび小僧
（連弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

12
ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱより ﾊﾟｺﾞﾀﾞの女王ﾚﾄﾞ
ﾛﾈｯﾄ（連弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

13
ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱより 美女と野獣の対
話（連弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

14 ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱより 妖精の園（連
弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
角野 裕／角野
怜子

角野 裕/怜子
(連弾）

ﾌｧｰｽﾄ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝからｻｰﾄﾞ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝま
でで弾けるｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾛ/ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ･
ｱﾙﾊﾞﾑ

1 牧歌（「25の練習曲」より） ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 高木 久美子 高木 久美子 2,900円 GP000547

2 清い流れ（「25の練習曲」より） ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 高木 久美子 高木 久美子

3 ｱﾗﾍﾞｽｸ（「25の練習曲」より） ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 高木 久美子 高木 久美子

4 狩猟（「25の練習曲」より） ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 高木 久美子 高木 久美子

5
貴婦人の乗馬（「25の練習曲」
より）

○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 高木 久美子 高木 久美子

6 歌の翼に ○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 高木 久美子 高木 久美子

7 五月のそよ風（「無言歌」より） ○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 高木 久美子 高木 久美子

8 ﾍﾞﾆｽのｺﾞﾝﾄﾞﾗの歌（「無言歌」よ ○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 高木 久美子 高木 久美子

9 紡ぎ歌 <A>（「無言歌」より） ○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 高木 久美子 高木 久美子

10 紡ぎ歌 <B>（「無言歌」より） ○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 高木 久美子 高木 久美子

11 花の歌 ○ G.ﾗﾝｹﾞ 高木 久美子 高木 久美子

12 珍しいお話（「子供の情景」よ ○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 高木 久美子 高木 久美子

13 知らない国々（「子供の情景」よ ○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 高木 久美子 高木 久美子

14 鬼ごっこ（「子供の情景」より） ○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 高木 久美子 高木 久美子

15 満足（「子供の情景」より） ○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 高木 久美子 高木 久美子

16 母が教えた歌 ○ ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ 高木 久美子 高木 久美子

17 ﾜﾙﾂ（「子供のｱﾙﾊﾞﾑ」より） ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 高木 久美子 高木 久美子

18 小さな騎士（「子供のｱﾙﾊﾞﾑ」よ ○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 高木 久美子 高木 久美子

19
新しいお人形（「子供のｱﾙﾊﾞﾑ」
より）

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 高木 久美子 高木 久美子

20
ﾅﾎﾟﾘの踊りの歌（「子供のｱﾙﾊﾞ
ﾑ」より）

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 高木 久美子 高木 久美子

21 愛の夢 ○ F.ﾘｽﾄ 高木 久美子 高木 久美子

22 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ 作品28-4 ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高木 久美子 高木 久美子

23 ﾉｸﾀ-ﾝ 作品9-2 ○ F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 高木 久美子 高木 久美子

24 愛のあいさつ ○ E.ｴﾙｶﾞ- 高木 久美子 高木 久美子

25 ｼﾞﾑﾉﾍﾟﾃﾞｨ 第1番 ○ E.ｻﾃｨ 高木 久美子 高木 久美子

26 ｼﾞｭ･ﾄｩ･ｳﾞ ○ E.ｻﾃｨ 高木 久美子 高木 久美子

27
ｺﾞﾘｳｫ-ｸﾞのｹ-ｸｳｫ-ｸ（「子供の
領分」より）

○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 高木 久美子 高木 久美子

28 小舟にて（「小組曲」より） ○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 高木 久美子 高木 久美子

29
亜麻色の髪の乙女（「前奏曲集
第1集」より）

○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 高木 久美子 高木 久美子

30 南国のばら ○ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世 高木 久美子 高木 久美子

31 ｽﾍﾟｲﾝ狂詩曲より ○ ｼｬﾌﾞﾘｴ 高木 久美子 高木 久美子

ﾌｧｰｽﾄ･ﾚｯｽﾝ･ｲﾝ･ﾊﾞｯﾊ Book1&2 1 ﾒﾇｴｯﾄ BWV Anh.114（Book1） ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵 2,900円 GP000567
2 ﾒﾇｴｯﾄ BWV 115 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

3 ﾒﾇｴｯﾄ BWV Anh.116 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

4 ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ BWV Anh.119 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

5 ﾏ-ﾁ BWV Anh.122 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

6 ﾒﾇｴｯﾄ BWV.822より ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

7 ﾒﾇｴｯﾄ BWV.822より ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

8 ﾒﾇｴｯﾄ BWV.822より ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

9 ﾏ-ﾁ BWV Anh.124 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

10 ﾒﾇｴｯﾄ BWV Anh.132 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

11 ﾐｭｾﾞｯﾄ BWV.808より ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

12 ﾌﾞ-ﾚ BWV.996より ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

13 ﾐｭｾﾞｯﾄ BWV Anh.126 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵
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曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

14 ﾒﾇｴｯﾄ BWV Anh.121 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

15 ｶﾞｳﾞｫｯﾄ BWV.822より ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

16 ﾏ-ﾁ BWV Anh.127 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

17 ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ BWV Anh.125（Book2） ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

18 ｶﾞｳﾞｫｯﾄ BWV.811より ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

19 ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ BWV Anh.130 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

20 ｶﾞｳﾞｫｯﾄ BWV.808より ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

21 ﾒﾇｴｯﾄ BWV.820 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

22 ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ BWV Anh.123 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

23 ｶﾞｳﾞｫｯﾄ BWV.816 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

24 ﾒﾇｴｯﾄ BWV.817 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

25 ｽｹﾙﾂｫ BWV.827より ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

26 ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ BWV.810より ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

27 ﾒﾇｴｯﾄ BWV.813 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵
対応楽譜（絶版）　品番：TKFLIB1/TKFLIB2 28 ﾌﾟﾚﾘｭ-ﾄﾞ BWV823より ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 金子 恵 金子 恵

ﾌｧﾘｬ：4つのｽﾍﾟｲﾝ小品集 1 4つのｽﾍﾟｲﾝ小品集より ｱﾗｺﾞﾈ-
ｻ

M.D.ﾌｧﾘｬ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

2,900円 GP000140

2 4つのｽﾍﾟｲﾝ小品集より ｸﾊﾞ-ﾅ M.D.ﾌｧﾘｬ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

3 4つのｽﾍﾟｲﾝ小品集より ﾓﾝﾀﾆｪ
-ｻ

M.D.ﾌｧﾘｬ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

4 4つのｽﾍﾟｲﾝ小品集より ｱﾝﾀﾞﾙ-
ｻ

M.D.ﾌｧﾘｬ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

5 ﾍﾞﾃｨｶ幻想曲（ｱﾝﾀﾞﾙｼｱ幻想曲) M.D.ﾌｧﾘｬ
ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ ★

ﾎｾ･ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱ
ﾛﾝｿ

ﾌｫ-ﾚ　ｱﾙﾊﾞﾑ 1 ﾉｸﾀ-ﾝ 第1番 変ﾎ短調 作品33-
1

G.ﾌｫ-ﾚ
ｼﾞｬﾝ＝ﾎﾟ-ﾙ･ｾ
ｳﾞｨｱ ★

ｼﾞｬﾝ＝ﾎﾟ-ﾙ･ｾ
ｳﾞｨｱ

2,900円 GP000539

2 ﾉｸﾀ-ﾝ 第4番 変ﾎ長調 作品36 G.ﾌｫ-ﾚ
ｼﾞｬﾝ＝ﾎﾟ-ﾙ･ｾ
ｳﾞｨｱ ★

ｼﾞｬﾝ＝ﾎﾟ-ﾙ･ｾ
ｳﾞｨｱ

3 ﾉｸﾀ-ﾝ 第6番 変ﾆ長調 作品63 G.ﾌｫ-ﾚ
ｼﾞｬﾝ＝ﾎﾟ-ﾙ･ｾ
ｳﾞｨｱ ★

ｼﾞｬﾝ＝ﾎﾟ-ﾙ･ｾ
ｳﾞｨｱ

4 ﾉｸﾀ-ﾝ 第13番 ﾛ短調 作品119 G.ﾌｫ-ﾚ
ｼﾞｬﾝ＝ﾎﾟ-ﾙ･ｾ
ｳﾞｨｱ ★

ｼﾞｬﾝ＝ﾎﾟ-ﾙ･ｾ
ｳﾞｨｱ

5 主題と変奏 作品73 G.ﾌｫ-ﾚ
ｼﾞｬﾝ＝ﾎﾟ-ﾙ･ｾ
ｳﾞｨｱ ★

ｼﾞｬﾝ＝ﾎﾟ-ﾙ･ｾ
ｳﾞｨｱ

冬の夜 1 ｽﾀ-ﾀﾞｽﾄ ﾎ-ｷﾞ-･ｶ-ﾏｲｹﾙ ﾎ-ｷﾞ-･ｶ-ﾏｲｹﾙ 信田 かずお 2,900円 GP000063

2
星に願いを <ｳｪﾝ･ﾕ-･ｳｨｯｼｭ･ｱ
ﾎﾟﾝ･ｱ･ｽﾀ->（ﾋﾟﾉｷｵより)

ﾘ-･ﾊ-ﾗｲﾝ/ﾈｯ
ﾄﾞ･ﾜｼﾝﾄﾝ

ﾃﾞｨｽﾞﾆ-
信田 かずお
他

3 四季 作品37aより ﾄﾛｲｶ（11月) P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 今泉 敏郎 信田 かずお

4 ｳｲﾝﾀ-･ﾜﾝﾀﾞ-ﾗﾝﾄﾞ
ﾌｪﾘｯｸｽ･ﾊﾞ-ﾅ-
ﾄﾞ/ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｽﾐｽ

ｱﾝﾄﾞﾘｭ-･ｼｽﾀ-
ｽﾞ

信田 かずお
他

5 ﾍﾟﾁｶ 山田 耕筰 童謡･唱歌 信田 かずお

6 ｳｨﾝﾀ-･ﾒﾛﾃﾞｨ
ﾄﾞﾅ･ｻﾏ-/ﾋﾟ-ﾀ-
･ﾍﾞﾛｯﾃ/ｼﾞｮﾙｼﾞ
ｵ･ﾓﾛﾀﾞ-

ﾄﾞﾅ･ｻﾏ-
信田 かずお
他

7 白い恋人たち ﾌﾗﾝｼｽ･ﾚｲ ﾎﾟ-ﾙ･ﾓ-ﾘｱ 信田 かずお

8 Winter by the Lake ｱﾎﾞ･ｱ-ﾂ ヤマハ 信田 かずお

9 ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｽﾉ-
ｼﾞｭ-ﾙ･ｽﾀｲﾝ/ｻ
ﾐ-･ｶ-ﾝ

ｶ-ﾍﾟﾝﾀ-ｽﾞ
信田 かずお
他

ﾌﾞﾗ-ﾑｽ：ﾊﾟｶﾞﾆ-ﾆの主題による変奏
曲

1
ﾊﾟｶﾞﾆ-ﾆの主題による変奏曲
作品35 第1部

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ ★ ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ 2,900円 GP000126

2
ﾊﾟｶﾞﾆ-ﾆの主題による変奏曲
作品35 第2部

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ ★ ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ

3
ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｽﾋﾟｱﾅ-ﾄと華麗なる大
ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ 変ﾎ長調 作品22

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ ★ ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ

4
｢美しく青きﾄﾞﾅｳ｣のﾓﾁ-ﾌによる
ｺﾝｻ-ﾄ･ｱﾗﾍﾞｽｸ

J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ世
/ｴﾌﾞﾗ-

ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ ★ ﾂｨﾓﾝ･ﾊﾞﾙﾄ

ﾌﾞﾗ-ﾑｽ：ﾊﾞﾘｴ-ｼｮﾝ 1
ﾊﾝｶﾞﾘ-の歌の主題による変奏
曲 作品21-2より ｱﾚｸﾞﾛ～第6

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ 2,900円 GP000144

2
ﾊﾝｶﾞﾘ-の歌の主題による変奏
曲 作品21-2より 第7変奏曲～
第13変奏曲

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

3
ﾊﾝｶﾞﾘ-の歌の主題による変奏
曲 作品21-2より ｱﾚｸﾞﾛ(ｺ-ﾀﾞ)

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

4
ｼｭ-ﾏﾝの主題による変奏曲 作
品9より 主題～第6変奏曲

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

5
ｼｭ-ﾏﾝの主題による変奏曲 作
品9より 第7変奏曲～第12変奏

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

6
ｼｭ-ﾏﾝの主題による変奏曲 作
品9より 第13変奏曲～第16変

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

7
ﾍﾝﾃﾞﾙの主題による変奏曲とﾌ-
ｶﾞ 作品24より ｱﾘｱ～第4変奏

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
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8
ﾍﾝﾃﾞﾙの主題による変奏曲とﾌ-
ｶﾞ 作品24より 第5変奏曲～第
12変奏曲

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

9
ﾍﾝﾃﾞﾙの主題による変奏曲とﾌ-
ｶﾞ 作品24より 第13変奏曲～第
17変奏曲

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

10
ﾍﾝﾃﾞﾙの主題による変奏曲とﾌ-
ｶﾞ 作品24より 第18変奏曲～第
20変奏曲

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

11
ﾍﾝﾃﾞﾙの主題による変奏曲とﾌ-
ｶﾞ 作品24より 第21変奏曲～第
25変奏曲

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

12
ﾍﾝﾃﾞﾙの主題による変奏曲とﾌ-
ｶﾞ 作品24より ﾌ-ｶﾞ

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

ﾌﾞﾗ-ﾑｽ：ﾋﾟｱﾉ作品集 1
8つの小品 作品76より 奇想曲
嬰ﾍ短調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ 2,900円 GP000143

2
8つの小品 作品76より 奇想曲
ﾛ短調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

3
8つの小品 作品76より 間奏曲
変ｲ長調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

4
8つの小品 作品76より 間奏曲
変ﾛ長調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

5
8つの小品 作品76より 奇想曲
嬰ﾊ短調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

6
8つの小品 作品76より 間奏曲
ｲ長調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

7
8つの小品 作品76より 間奏曲
ｲ短調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

8
8つの小品 作品76より 奇想曲
ﾊ長調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

9
4つの小品 作品119より 間奏曲
ﾛ短調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

10
4つの小品 作品119より 間奏曲
ﾎ短調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

11
4つの小品 作品119より 間奏曲
ﾊ長調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

12
4つの小品 作品119より 狂詩曲
変ﾎ長調

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

13 狂詩曲 作品79-1 ﾛ短調 ｱｼﾞﾀ-
ﾄ

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

14
狂詩曲 作品79-2 ﾄ短調 ﾓﾙﾄ･
ﾊﾟｯｼｵﾅ-ﾄ･ﾏ･ﾉﾝ･ﾄﾛｯﾎﾟ･ｱﾚｸﾞﾛ

J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

古き良きｱﾒﾘｶ ｶﾞ-ｼｭｲﾝ対ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ
-ｿﾝ

1 ﾊﾟﾘのｱﾒﾘｶ人
ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ- 2,900円 GP000014

2 ｽﾜﾆ-
ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

3 ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ
ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

4
誰かが私を愛してる <ｻﾑﾊﾞﾃﾞｨ･
ﾗﾌﾞｽ･ﾐ->

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ/ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ･ﾏｸﾄﾞ
ﾅﾙﾄﾞ/ﾊﾞﾃﾞｨ･ﾃﾞ
ｼﾙｳﾞｧ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

5
ﾏｲ･ﾜﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｵﾝﾘ-（ﾌｧﾆ-ﾌｪｲｽ
より）

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

6 ｽ･ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ（ﾌｧﾆ-ﾌｪｲｽより）
ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

7
魅惑のﾘｽﾞﾑ <ﾌｧｯｼﾈｲﾃｨﾝｸﾞ･ﾘ
ｽﾞﾑ>（ﾚﾃﾞｨ-･ﾋﾞ-･ｸﾞｯﾄﾞより）

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲ
ﾝ

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

8 ｼﾞｬｽﾞ･ﾋﾟﾁｶ-ﾄ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

9 そり滑り ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

10 ｼﾝｺﾍﾟｲﾃｯﾄﾞ･ｸﾛｯｸ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

11 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ吹きの子守唄 ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

12 ﾌｨﾄﾞﾙ･ﾌｧﾄﾞﾙ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

13 ﾌﾞﾙ-･ﾀﾝｺﾞ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

14 ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀ- ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ-／25のやさしい練習曲
[参考楽譜 音楽之友社/全音楽譜
出版社刊]

1 素直な心 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一 2,900円 GP000215

2 ｱﾗﾍﾞｽｸ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

3 牧歌 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

4 子供の集会 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

5 無邪気 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一
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6 進歩 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

7 清い流れ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

8 優美 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

9 狩猟 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

10 やさしい花 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

11 せきれい ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

12 さようなら ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

13 なぐさめ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

14 ｽﾃｨﾘｱﾝﾇ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

15 ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

16 小さな嘆き ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

17 おしゃべり ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

18 心配 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

19 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

20 ﾀﾗﾝﾃﾗ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

21 天使の声 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

22 舟歌 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

23 帰途 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

24 つばめ ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

25 貴婦人の乗馬 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 荒 憲一 荒 憲一

ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ-：25の練習曲／18の練習
曲 有森博 [参考楽譜 音楽之友社/
全音楽譜出版社刊]

1 25の練習曲　1.素直な心 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博 2,900円 GP000550

2 25の練習曲　2.ｱﾗﾍﾞｽｸ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

3 25の練習曲　3.牧歌 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

4 25の練習曲　4.子供の集会 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

5 25の練習曲　5.無邪気 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

6 25の練習曲　6.進歩 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

7 25の練習曲　7.清い流れ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

8 25の練習曲　8.優美 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

9 25の練習曲　9.狩猟 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

10 25の練習曲　10.やさしい花 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

11 25の練習曲　11.せきれい J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

12 25の練習曲　12.さようなら J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

13 25の練習曲　13.なぐさめ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

14 25の練習曲　14.ｽﾃｨﾘｱの女 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

15 25の練習曲　15.ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

16 25の練習曲　16.小さな嘆き J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

17 25の練習曲　17.おしゃべり J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

18 25の練習曲　18.心配 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

19 25の練習曲　19.ｱﾍﾞ･ﾏﾘｱ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

20 25の練習曲　20.ﾀﾗﾝﾃﾗ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

21 25の練習曲　21.天使の声 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

22 25の練習曲　22.舟歌 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

23 25の練習曲　23.帰途 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

24 25の練習曲　24.つばめ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

25 25の練習曲　25.貴婦人の乗馬 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

26 18の練習曲　1.ないしょ話 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

27 18の練習曲　2.真珠 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

28 18の練習曲　3.家路につく牧童 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

29 18の練習曲　4.ｼﾞﾌﾟｼ- J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

30 18の練習曲　5.泉 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

31 18の練習曲　6.陽気な少女 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

32 18の練習曲　7.子もり歌 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

33 18の練習曲　8.ｱｼﾞﾀ-ﾄ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

34 18の練習曲　9.朝の鐘 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

35 18の練習曲　10.すばらしい動き J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

36 18の練習曲　11.ｾﾚﾅ-ﾄﾞ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

37 18の練習曲　12.森での目ざめ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

38 18の練習曲　13.大雷雨 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

39 18の練習曲　14.ｺﾞﾝﾄﾞﾗの船頭 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

40 18の練習曲　15.空気の精 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

41 18の練習曲　16.わかれ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

42 18の練習曲　17.ﾏ-ﾁ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

43 18の練習曲　18.つむぎ歌 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 有森 博 有森 博

ﾌﾙ-ﾄ名曲伴奏集 VOL.1／ｸﾞﾉ-のｱ
ｳﾞｪ･ﾏﾘｱ(初級編）

1
子供の情景 作品15より 夢（ﾄﾛ
ｲﾒﾗｲ）

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 児嶋 一江 児島 一江 2,900円 GP000246

2 ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ｱｺﾞ- ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ民謡 児嶋 一江 児島 一江

3 ｼﾞﾑﾉﾍﾟﾃﾞｨ 第1番 E.ｻﾃｨ 児嶋 一江 児島 一江

4 小品 G.ﾌｫ-ﾚ 児嶋 一江 児島 一江

5 中国地方の子守歌 山田 耕筰 児嶋 一江 児島 一江
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

6 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ C.F.ｸﾞﾉ- 児嶋 一江 児島 一江

7 七つの子 本居 長世 児嶋 一江 児島 一江

8 ﾗﾙｺﾞ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ 児嶋 一江 児島 一江

9 小川のほとり ﾎﾞｱﾃﾞﾌﾙ 児嶋 一江 児島 一江

10 G線上のｱﾘｱ J.S.ﾊﾞｯﾊ 児嶋 一江 児島 一江

11 組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥 C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ 児嶋 一江 児島 一江

12 赤いｻﾗﾌｧﾝ ﾛｼｱ民謡 児嶋 一江 児島 一江

13 ｸﾞﾘ-ﾝｽﾘ-ﾌﾞｽ ｲｷﾞﾘｽ民謡 児嶋 一江 児島 一江

14 ｢歌の翼に｣による幻想曲 F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 児嶋 一江 児島 一江

15 ｶﾞﾎﾞｯﾄ F.J.ｺﾞｾｯｸ 児嶋 一江 児島 一江

ﾌﾙ-ﾄ名曲伴奏集 VOL.2／四羽の白
鳥の踊り(初･中級編）

1
劇付随音楽「ｱﾙﾙの女」より ﾒﾇ
ｴｯﾄ

G.ﾋﾞｾﾞ- 児嶋 一江 児島 一江 2,900円 GP000247

2 恋のうぐいす ｸ-ﾌﾟﾗﾝ 児嶋 一江 児島 一江

3 ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ J.S.ﾊﾞｯﾊ 児嶋 一江 児島 一江

4 亜麻色の髪の乙女 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 児嶋 一江 児島 一江

5 白鳥の湖より 4羽の白鳥の踊り P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 児嶋 一江 児島 一江

6 ﾉｸﾀ-ﾝ 第2番 変ﾎ長調 作品9-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 児嶋 一江 児島 一江

7
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 第3幕への間
奏曲

G.ﾋﾞｾﾞ- 児嶋 一江 児島 一江

8
劇音楽「ﾍﾟﾚｱｽとﾒﾘｻﾞﾝﾄﾞ」作品
80より ｼﾁﾘｱ-ﾉ

G.ﾌｫ-ﾚ 児嶋 一江 児島 一江

9 精霊の踊り C.W.ｸﾞﾙｯｸ 児嶋 一江 児島 一江

10 ﾀｲｽの瞑想曲 J.E.F.ﾏｽﾈ 児嶋 一江 児島 一江

11
ﾋﾟｱﾉ連弾のための小組曲より
小舟にて

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 児嶋 一江 児島 一江

12
ﾊﾞﾚｴ組曲「くるみ割り人形」作
品71aより 葦笛の踊り

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 児嶋 一江 児島 一江

13 熊蜂の飛行 ﾘﾑｽｷ-=ｺﾙｻｺﾌ 児嶋 一江 児島 一江

14 ﾛﾏﾝｽ 第2番 ﾍ長調 作品50 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 児嶋 一江 児島 一江

ﾍﾞ-ﾄ-ｳﾞｪﾝ 交響曲 第9番 第4楽章
合唱伴奏集

1
交響曲第9番 合唱伴奏 第4楽
章 208小節より ﾌﾟﾚｽﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美 1,900円 GP000268

2
331小節より ｱﾚｸﾞﾛ･ｱｯｻｲ･ｳﾞｨ
ｳﾞｧ-ﾁｪ･ｱｯﾗ･ﾏﾙﾁｬ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

3 594小節より ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ﾏｴｽﾄ-ｿ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

4
654小節より ｱﾚｸﾞﾛ･ｴﾈﾙｼﾞｺ･ｾ
ﾝﾌﾟﾚ･ﾍﾞﾝ･ﾏﾙｶ-ﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

5 763小節より ｱﾚｸﾞﾛ･ﾏ･ﾉﾝ･ﾀﾝﾄ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

6
843小節より ﾎﾟｺ･ｱﾚｸﾞﾛ,ｽﾄﾘﾝ
ｼﾞｪﾝﾄﾞ･ｲﾙ･ﾃﾝﾎﾟ,ｾﾝﾌﾟﾚ･ﾋﾟｳ･ｱﾚ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

ﾍﾞ-ﾄ-ｳﾞｪﾝ 交響曲 第9番 第4楽章
ﾊﾟｰﾄ別練習用伴奏集

1
ﾊﾟ-ﾄ別練習 ｿﾌﾟﾗﾉ 283～292小
節

○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美 1,900円 GP000269

2 311～330小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

3 541～590小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

4 594～626小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

5 627～654小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

6 654～729小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

7 729～762小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

8 791～832小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

9 851～922小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

10 ｱﾙﾄ 255～264小節（ｿﾌﾟﾗﾉ兼 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

11 283～292小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

12 311～330小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

13 541～590小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

14 594～626小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

15 627～654小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

16 654～729小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

17 729～762小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

18 791～832小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

19 851～922小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

20 ﾃﾉ-ﾙ 255～264小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

21 283～292小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

22 311～330小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

23 407～431小節（ﾃﾉ-ﾙ1） ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

24 407～431小節（ﾃﾉ-ﾙ2） ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

25 541～590小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

26 594～626小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

27 627～654小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

28 654～729小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

29 729～762小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

30 791～832小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

31 851～922小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美
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曲
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曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

32 ﾊﾞｽ 255～264小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

33 283～292小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

34 311～330小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

35 407～431小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

36 541～590小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

37 594～626小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

38 627～654小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

39 654～729小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

40 729～762小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

41 791～832小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

42 851～922小節 ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 奥村 明美 奥村 明美

ﾍﾞ-ﾄ-ｳﾞｪﾝ：ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番｢悲愴｣
／第4番

1
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第4番 作品7 第1楽
章 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾓﾙﾄ･ｴ･ｺﾝ･ﾌﾞﾘｵ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ 2,900円 GP000128

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第4番 作品7 第2楽
章 ﾗﾙｺﾞ､ｺﾝ･ｸﾞﾗﾝ･ｴｽﾌﾟﾚｯｼｵ-ﾈ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

3
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第4番 作品7 第3楽
章 ｱﾚｸﾞﾛ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

4
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第4番 作品7 第4楽
章 ﾛﾝﾄﾞ ﾎﾟｺ･ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ･ｴ･ｸﾞﾗﾂｨ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

5
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 作品13「悲愴」
第1楽章 ｸﾞﾗ-ｳﾞｪ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

6
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 作品13「悲愴」
第2楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ･ｶﾝﾀ-ﾋﾞﾚ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

7
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 作品13「悲愴」
第3楽章 ﾛﾝﾄﾞ ｱﾚｸﾞﾛ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

ﾍﾞ-ﾄ-ｳﾞｪﾝ:ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第14番「月光｣
作品27-2／ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第17番「ﾃﾝﾍﾟ
ｽﾄ」作品31-2

1
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第14番 作品27-2「月
光」第1楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ･ｿｽﾃﾇ-ﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ 2,900円 GP000130

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第14番 作品27-2「月
光」第2楽章 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

3
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第14番 作品27-2「月
光」第3楽章 ﾌﾟﾚｽﾄ･ｱｼﾞﾀ-ﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

4
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第17番 作品31-2「ﾃ
ﾝﾍﾟｽﾄ」第1楽章 ﾗﾙｺﾞ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

5
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第17番 作品31-2「ﾃ
ﾝﾍﾟｽﾄ」第2楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

6
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第17番 作品31-2「ﾃ
ﾝﾍﾟｽﾄ」第3楽章 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

ﾍﾞ-ﾄ-ｳﾞｪﾝ:ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第23番「熱情｣
作品57／ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第26番「告別」
作品81a

1
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第23番 作品57「熱
情」第1楽章 ｱﾚｸﾞﾛ･ｱｯｻｲ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ 2,900円 GP000131

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第23番 作品57「熱
情」第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｺﾝ･ﾓ-ﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

3
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第23番 作品57「熱
情」第3楽章 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾏ･ﾉﾝ･ﾄﾛｯﾎﾟ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

4
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第26番 作品81a「告
別」第1楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

5
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第26番 作品81a「告
別」第2楽章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｴｽﾌﾟﾚｯｼ-

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

6
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第26番 作品81a「告
別」第3楽章 ｳﾞｨｳﾞｧﾁｯｼﾏﾒﾝﾃ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

ﾍﾞ-ﾄ-ｳﾞｪﾝ:ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第31番 変ｲ長
調 作品110／ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第32番 ハ
短調 作品111

1
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第31番 作品110 第1
楽章 ﾓﾃﾞﾗ-ﾄ･ｶﾝﾀ-ﾋﾞﾚ･ﾓﾙﾄ･ｴｽ
ﾌﾟﾚｯｼ-ｳﾞｫ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ 2,900円 GP000132

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第31番 作品110 第2
楽章 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾓﾙﾄ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

3
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第31番 作品110 第3
楽章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ･ﾏ･ﾉﾝ･ﾄﾛｯﾎﾟ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

4
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第32番 作品111 第1
楽章 ﾏｴｽﾄｯｿ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

5
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第32番 作品111 第2
楽章 ｱﾘｴｯﾀ

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ
★

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｵﾋﾟｯﾂ

ﾍﾞﾆｽの舟歌／ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 1 泉 J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 東郷 まどか 東郷 まどか 2,900円 GP000183

2
森のｽｹｯﾁ 作品51より すいれ
んの花に寄す

E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ 東郷 まどか 東郷 まどか

3 あらし J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 東郷 まどか 東郷 まどか

4
無言歌集 第5巻 作品62より ﾍﾞ
ﾆｽの舟歌 第3

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 東郷 まどか 東郷 まどか

5 ｲﾀﾘｱの水夫の歌 R.A.ｼｭｰﾏﾝ 東郷 まどか 東郷 まどか

6
劇音楽「ﾍﾟﾚｱｽとﾒﾘｻﾞﾝﾄﾞ」作品
80より ｼﾁﾘｱ-ﾉ

G.ﾌｫ-ﾚ 東郷 まどか 東郷 まどか
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

7
子供のﾋﾟｱﾉｱﾙﾊﾞﾑより 雨の日
のふんすい

W.L.ｷﾞﾛｯｸ 東郷 まどか 東郷 まどか

8
平均律 ｸﾗｳﾞｨｱ曲集 第1巻 第3
番 嬰ﾊ長調 BWV.848より ﾌﾟﾚ

J.S.ﾊﾞｯﾊ 東郷 まどか 東郷 まどか

9 ﾜﾙﾂ 第5番 変ｲ長調 作品42 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 東郷 まどか 東郷 まどか

10 版画より 雨の庭 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 東郷 まどか 東郷 まどか

ﾍﾟﾙｼｱの市場にて 1 ﾀｲｽの瞑想曲 J.E.F.ﾏｽﾈ 三木 香代 三木 香代 2,900円 GP000164
2 ﾄﾞﾘｺﾞのｾﾚﾅ-ﾃﾞ R.ﾄﾞﾘｺﾞ 三木 香代 三木 香代

3
劇音楽「ﾍﾟﾚｱｽとﾒﾘｻﾞﾝﾄﾞ」作品
80より ｼﾁﾘｱ-ﾉ

G.ﾌｫ-ﾚ 三木 香代 三木 香代

4 美しきﾛｽﾏﾘﾝ F.ｸﾗｲｽﾗ- 三木 香代 三木 香代

5 なつかしき愛の歌 J.L.ﾓﾛｲ 三木 香代 三木 香代

6
森のｽｹｯﾁ 作品51より 野ばら
に寄す

E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ 三木 香代 三木 香代

7 ｼﾝｺﾍﾟｲﾃｯﾄﾞ･ｸﾛｯｸ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞ-ｿﾝ 三木 香代 三木 香代

8 牧神の午後への前奏曲 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 三木 香代 三木 香代

9 学生王子のｾﾚﾅ-ﾃﾞ
ｼｸﾞﾑﾝﾄﾞ･ﾛﾝﾊﾞ-
ｸﾞ

三木 香代 三木 香代

10 ﾍﾟﾙｼｱの市場にて A.ｹﾃﾙﾋﾞ- 三木 香代 三木 香代

牧神の午後への前奏曲／ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 1 牧神の午後への前奏曲 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎 2,900円 GP000156
2 夜想曲より 雲 C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

3 夜想曲より 祭り C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

4 夜想曲より ｼﾚ-ﾇ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 阿部 亮太郎 阿部 亮太郎

ぼくたちのｺﾝﾁｪﾙﾄ STAGE.5[ｿﾛと連
弾]お人形の夢と目覚め

1 ﾒﾇｴｯﾄ ○ L.ﾎﾞｯｹﾘ-ﾆ 竹原 暁子 竹原 暁子 2,900円 GP000254

2 ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 BWV Anh.116 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 竹原 暁子 竹原 暁子

3 ﾌﾞ-ﾚ ﾎ短調 BWV Anh.996 ○ J.S.ﾊﾞｯﾊ 竹原 暁子 竹原 暁子

4 ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 K.1(1e） ○ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 竹原 暁子 竹原 暁子

5 ﾅﾝﾈﾙの音楽帳より ｱﾝﾀﾞﾝﾃ ○ L.ﾓ-ﾂｧﾙﾄ 竹原 暁子 竹原 暁子

6
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より 兵士の行

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

7
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より 勇敢な騎手

○ R.A.ｼｭｰﾏﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

8 ﾌﾞﾗｰﾑｽの子守歌 ○ J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ 竹原 暁子 竹原 暁子

9 紡ぎ歌 ○ A.ｴﾙﾒﾝﾗｲﾋ 竹原 暁子 竹原 暁子

10 舞踏の時間に ○ ﾘﾋﾅ- 竹原 暁子 竹原 暁子

11 すみれ ○ L.ｽﾄﾘ-ﾎﾞｯｸﾞ 竹原 暁子 竹原 暁子

12 歌劇「ｲ-ｺﾞﾘ公」より ﾀﾞｯﾀﾝ人の ○ ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

13
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ 作品39よ
り 新しいお人形

○ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 竹原 暁子 竹原 暁子

14
30の子供の小品 作品27より ｿ
ﾅﾁﾈ

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 竹原 暁子 竹原 暁子

15
24の子供のためのやさしい小
品 作品39-20より 道化師

○ D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 竹原 暁子 竹原 暁子

16 人形の夢と目覚め ○ T.ｴｽﾃﾝ 竹原 暁子 竹原 暁子

17
劇付随音楽「ｱﾙﾙの女」より 前
奏曲（連弾）

○ G.ﾋﾞｾﾞ- 竹原 暁子 竹原 暁子

18
劇付随音楽「ｱﾙﾙの女」より ﾒﾇ
ｴｯﾄ（連弾）

○ G.ﾋﾞｾﾞ- 竹原 暁子 竹原 暁子

19
劇付随音楽「ｱﾙﾙの女」より ﾊﾟ
ｽﾄﾗ-ﾙ（連弾）

○ G.ﾋﾞｾﾞ- 竹原 暁子 竹原 暁子

20
劇付随音楽「ｱﾙﾙの女」より ﾌｧ
ﾗﾝﾄﾞ-ﾙ（連弾）

○ G.ﾋﾞｾﾞ- 竹原 暁子 竹原 暁子

ﾏｲ･ﾌｪｲﾊﾞﾘｯﾄ･ｿﾝｸﾞ1 1 夢みる人々 <ﾋﾞｭ-ﾃｨﾌﾙ･ﾄﾞﾘ-ﾏ- S.C.ﾌｫｽﾀ- ﾌｫｽﾀ- 小嶋 希伊子 2,900円 GP000015
2 草競馬 S.C.ﾌｫｽﾀ- ﾌｫｽﾀ- 小嶋 希伊子

3 庭の千草 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ民謡 民謡･童謡 小嶋 希伊子

4 蛍の光 ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ民謡 民謡･童謡 小嶋 希伊子

5 ﾌﾞﾗｰﾑｽの子守歌 J.ﾌﾞﾗ-ﾑｽ
三木 香代／布
施 威

小嶋 希伊子
他

6 眠りの精
ｳﾞｨﾙﾍｲﾑ･ﾂｯｶﾙ
ﾏｯﾘｮ

民謡･童謡
小嶋 希伊子
他

7 かわいいｵ-ｶﾞｽﾃｨﾝ ﾄﾞｲﾂ民謡 民謡･童謡 小嶋 希伊子

8 ｻﾝﾀ･ﾙﾁｱ ﾅﾎﾟﾘ民謡 民謡･童謡 小嶋 希伊子

9 ﾌﾆｸﾘ･ﾌﾆｸﾗ ﾃﾞﾝﾂｧ 民謡･童謡 小嶋 希伊子

10 ｵ-･ｿﾚ･ﾐｵ ｶﾌﾟｱ 民謡･童謡 小嶋 希伊子

ﾏｲ･ﾌｪｲﾊﾞﾘｯﾄ･ｿﾝｸﾞ2 1 おお、ｽｻﾞﾝﾅ S.C.ﾌｫｽﾀ- ﾌｫｽﾀ- 小嶋 希伊子 2,900円 GP000016
2 故郷の人びと(ｽﾜﾆ-河） S.C.ﾌｫｽﾀ- ﾌｫｽﾀ- 小嶋 希伊子

3 金髪のｼﾞｪﾆ- S.C.ﾌｫｽﾀ- ﾌｫｽﾀ- 小嶋 希伊子

4 私は博士だ ﾄﾞｲﾂ民謡 民謡･童謡 小嶋 希伊子

5 別れ ﾄﾞｲﾂ民謡 民謡･童謡 小嶋 希伊子

6 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄの子守歌 F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ
三木 香代／布
施 威

小嶋 希伊子
他



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
【クラシック】

■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
■表示は本体価格です。商品価格は本体価格＋税になります。

※諸事情により、予告なく価格の変更や販売停止になる場合があります。
※対応楽譜は絶版のものもございます。

66/73

商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

7 ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞのつり鐘草 ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ民謡 民謡･童謡 小嶋 希伊子

8 なつかしき愛の歌 J.L.ﾓﾛｲ 民謡･童謡 小嶋 希伊子

9 帰れｿﾚﾝﾄへ ｸﾙﾃｨｽ 民謡･童謡 小嶋 希伊子

10 ｶﾀﾘ･ｶﾀﾘ ｶﾙﾃﾞｨﾙﾛ ﾏﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ﾓﾅｺ 小嶋 希伊子

ﾏｲ･ﾌｪｲﾊﾞﾘｯﾄ･ｿﾝｸﾞ3 1 ｵ-ﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾗｯｸ･ｼﾞｮ- S.C.ﾌｫｽﾀ- ﾌｫｽﾀ- 小嶋 希伊子 2,900円 GP000017

2
なつかしいｹﾝﾀｯｷ-のわが家
よ、おやすみ

S.C.ﾌｫｽﾀ- ﾌｫｽﾀ-
小嶋 希伊子
他

3 いとしのﾎﾞﾆ- ｲｷﾞﾘｽ民謡 民謡･童謡 小嶋 希伊子

4 ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞﾘ-の歌 <ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞﾘ-･ｴｱ ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ民謡 民謡･童謡 小嶋 希伊子

5 ﾛ-ﾚﾗｲ
ﾌﾘ-ﾄﾞﾘﾋ･ｼﾞﾙﾋｬ
-

民謡･童謡
小嶋 希伊子
他

6 ﾋﾞｱ樽ﾎﾟﾙｶ ﾔﾛﾐ-ﾙ･ｳﾞｪﾎﾀﾞ 民謡･童謡 小嶋 希伊子

7 ｺｻｯｸの子守歌 ﾛｼｱ民謡
三木 香代／布
施 威

小嶋 希伊子
他

8 ﾏﾘｱ･ﾏﾘ ｶﾌﾟｱ ｸﾗｳﾃﾞｨｵ･ｳﾞｨﾙ 小嶋 希伊子

9 忘れな草 ｸﾙﾃｨｽ 民謡･童謡 小嶋 希伊子

10 ﾁﾘﾋﾞﾘﾋﾞﾝ
ｱﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾍﾟｽﾀ
ﾛｯﾂｧ

民謡･童謡
小嶋 希伊子
他

ﾏｲ･ﾌｪｲﾊﾞﾘｯﾄ･ﾌﾙｰﾄ VOL.2 1 ﾏﾄﾞﾘｶﾞﾙ ｼﾓﾈｯﾃｨ 藤井 一興 藤井 一興 2,900円 GP000271
2 組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥 C.C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ 藤井 一興 藤井 一興

3 G線上のｱﾘｱ J.S.ﾊﾞｯﾊ 藤井 一興 藤井 一興

4
劇音楽「ﾍﾟﾚｱｽとﾒﾘｻﾞﾝﾄﾞ」作品
80より ｼﾁﾘｱ-ﾉ

G.ﾌｫ-ﾚ 藤井 一興 藤井 一興

5 ﾛﾏﾝｽ (3つの小品より) R.A.ｼｭｰﾏﾝ 藤井 一興 藤井 一興

6
ﾜﾙﾂ 第1番 変ﾎ長調 作品18
「華麗なる大円舞曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 藤井 一興 藤井 一興

7 浜辺の歌変奏曲 ○ 成田 為三 藤井 一興 藤井 一興

8 二人の天使 ｻﾝ･ﾌﾟﾙ- 藤井 一興 藤井 一興

9 ｵﾚﾝｼﾞ･ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 渡辺 貞夫 渡辺 貞夫 藤井 一興

10 ﾍﾟ-ﾙ･ｷﾞｭﾝﾄ 第1組曲より 朝 E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 藤井 一興 藤井 一興

11 ｱﾙﾙの女より ﾒﾇｴｯﾄ G.ﾋﾞｾﾞ- 藤井 一興 藤井 一興

12
歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より 第3幕への間
奏曲

G.ﾋﾞｾﾞ- 藤井 一興 藤井 一興

13
無言歌集 第5巻 作品62より 春
の歌

○ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 藤井 一興 藤井 一興

14
歌劇「ｵﾙﾌｪｵとｴｳﾘﾃﾞｨ-ﾁｪ」より
精霊の踊り

C.W.ｸﾞﾙｯｸ 藤井 一興 藤井 一興

15 大地の歌 第3楽章 ﾏ-ﾗ- 藤井 一興 藤井 一興

16
ﾌﾙ-ﾄ四重奏曲 第4番 ｲ長調
K.298 第1楽章

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 藤井 一興 藤井 一興

17 ﾋﾟｯｺﾛ協奏曲 第2楽章 A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 藤井 一興 藤井 一興

対応楽譜（絶版）　品番：GTW657890 18 ｲﾊﾟﾈﾏの娘
ｱﾝﾄﾆｵ･ｶﾙﾛｽ･
ｼﾞｮﾋﾞﾝ

ｱﾝﾄﾆｵ･ｶﾙﾛｽ･
ｼﾞｮﾋﾞﾝ

藤井 一興

ﾏｲ･ﾌｪｲﾊﾞﾘｯﾄ･ﾌﾙ-ﾄ VOL.1 1 ﾒﾇｴｯﾄ ﾊﾟ-ｾﾙ 藤井 一興 藤井 一興 2,900円 GP000270
2 ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ ﾆ短調 ｺﾚﾙﾘ 藤井 一興 藤井 一興

3 6つの歌 作品34より 歌の翼に F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 藤井 一興 藤井 一興

4 ﾒﾛﾃﾞｨ- ○ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 藤井 一興 藤井 一興

5 愛の悲しみ F.ｸﾗｲｽﾗ- 藤井 一興 藤井 一興

6 小さい秋みつけた 中田 喜直 童謡･唱歌 藤井 一興

7 Missing ○ 久保田 利伸 久保田 利伸 藤井 一興

8 元気を出して 竹内 まりや 竹内 まりや 藤井 一興

9
ｲｴｽﾀﾃﾞｲ･ﾜﾝｽ･ﾓｱ -思い出よ
ふたたび -

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｶ-ﾍﾟﾝﾀ
-

ｶ-ﾍﾟﾝﾀ-ｽﾞ 藤井 一興

10 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ C.F.ｸﾞﾉ- 藤井 一興 藤井 一興

11 愛の挨拶 作品12 E.ｴﾙｶﾞ- 藤井 一興 藤井 一興

12 ﾎﾟﾛﾈ-ｽﾞ＆ﾒﾇｴｯﾄ J.S.ﾊﾞｯﾊ 藤井 一興 藤井 一興

13
歌劇「ﾌｨｶﾞﾛの結婚」より 恋の
悩みを知る君は

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 藤井 一興 藤井 一興

14
子供の情景 作品15より 夢（ﾄﾛ
ｲﾒﾗｲ）

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 藤井 一興 藤井 一興

15 やさしい花 ○ J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 藤井 一興 藤井 一興

16 風のとおり道（となりのﾄﾄﾛより） 久石 譲 映画音楽 藤井 一興

17 ANNIVERSARY 松任谷 由実 松任谷 由実 藤井 一興

対応楽譜（絶版）　品番：GTW657890 18 ｲﾝ･ｱ･ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙ･ﾑ-ﾄﾞ
ﾃﾞｭ-ｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ/
ﾏﾆ-･ｶ-ﾂ/ｱ-
ｳﾞｨﾝ･ﾐﾙｽﾞ

ﾃﾞｭ-ｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ 藤井 一興

ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ／森のｽｹｯﾁ 1
森のｽｹｯﾁ 作品51より 野ばら
に寄す

E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ- 2,900円 GP000198

2 森のｽｹｯﾁ 作品51より 鬼火 E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

3
森のｽｹｯﾁ 作品51より 懐かしき
思い出の場所で

E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

4 森のｽｹｯﾁ 作品51より 秋に E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

5
森のｽｹｯﾁ 作品51より ｲﾝﾃﾞｨｱ
の小屋から

E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

6
森のｽｹｯﾁ 作品51より すいれ
んの花に寄す

E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

7
森のｽｹｯﾁ 作品51より ﾘ-ﾏｽお
じさんから

E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

8
森のｽｹｯﾁ 作品51より 荒れは
てた農園

E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

9
森のｽｹｯﾁ 作品51より 牧場の
小川で

E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

10
森のｽｹｯﾁ 作品51より 夕べの
語らい

E.A.ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

11 ﾛ-ﾏのｽｹｯﾁ 作品7より 白い孔
雀

C.T.ｸﾞﾘﾌｪｽ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

12 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ C.T.ｸﾞﾘﾌｪｽ
ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-
★

ｵｳｼﾞｪﾆ-･ﾙｿ-

胸いっぱいのﾌﾞ-ｹ STAGE.10[ｿﾛと
連弾]ﾉｸﾀ-ﾝ

1 ﾉｸﾀ-ﾝ 第2番 変ﾎ長調 作品9-2 F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小西 理枝 小西 理枝 2,900円 GP000259

2
前奏曲 作品28-15 変ﾆ長調
「雨だれ」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小西 理枝 小西 理枝

3
練習曲 作品10-3 ﾎ長調「別れ
の曲」

F.F.ｼｮﾊﾟﾝ 小西 理枝 小西 理枝

4 愛の夢 第3番 F.ﾘｽﾄ 小西 理枝 小西 理枝

5 ため息 F.ﾘｽﾄ 小西 理枝 小西 理枝

6
子供の領分より ｺﾞﾘｳｫ-ｸﾞのｹ-
ｸｳｫ-ｸ

C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 小西 理枝 小西 理枝

7 ﾐﾝｽﾄﾚﾙ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 小西 理枝 小西 理枝

8
2つの悲しい旋律 作品34より
すぎた春

E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 小西 理枝 小西 理枝

9 愛の挨拶 作品12 E.ｴﾙｶﾞ- 小西 理枝 小西 理枝

10 ﾐｸﾛｺｽﾓｽより 第146番 ｵｽﾃｨﾅ- B.ﾊﾞﾙﾄ-ｸ 小西 理枝 小西 理枝

11 ｼﾞｭ･ﾄｩ･ｳﾞ（おまえが欲しい) E.ｻﾃｨ 小西 理枝 小西 理枝

12
ﾍﾟ-ﾙ･ｷﾞｭﾝﾄ 第1組曲より 朝（連
弾）

○ E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 小西 理枝 小西 理枝

13
ﾍﾟ-ﾙ･ｷﾞｭﾝﾄ 第1組曲より ｱﾆﾄﾗ
の踊り（連弾）

○ E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 小西 理枝 小西 理枝

14
ﾍﾟ-ﾙ･ｷﾞｭﾝﾄ 第1組曲より 山の
魔王の宮殿にて（連弾）

○ E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 小西 理枝 小西 理枝

15
ﾍﾟ-ﾙ･ｷﾞｭﾝﾄ 第2組曲より ｿﾙｳﾞｪ
-ｸﾞの歌（連弾）

○ E.H.ｸﾞﾘ-ｸﾞ 小西 理枝 小西 理枝

ﾒﾄ-ﾄﾞﾛ-ｽﾞ（ﾃﾞｨｽｸ1)  [参考楽譜 音
楽之友社刊]

1 第一課 1 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々 1,900円 GP000213

2 2 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

3 3 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

4 4 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

5 5 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

6 6 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

7 7 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

8 8 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

9 第二課 9 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

10 10 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

11 11 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

12 12 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

13 13 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

14 14 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

15 15 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

16 16 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

17 17 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

18 18 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

19 19 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

20 20 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

21 21 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

22 22 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

23 23 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

24 24 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

25 25 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

26 26 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

27 27 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

28 28 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々



Mumaソフトカタログ　ピアノソフト（PS）
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■価格は、すべて2014年10月現在のものです。
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※対応楽譜は絶版のものもございます。
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

29 29 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

30 30 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

31 第三課 31 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

32 32 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

33 33 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

34 34 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

35 35 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

36 36 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

37 37 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

38 38 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

39 39 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

40 40 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

41 41 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

42 42 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

43 43 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

44 44 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

45 45 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

46 46 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

47 47 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

48 48 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

49 49 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

50 50 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

51 第四課 51 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

52 52 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

53 53 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

54 54 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

55 55 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

56 56 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

57 57 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

58 58 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

59 59 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

60 60 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

ﾒﾄ-ﾄﾞﾛ-ｽﾞ（ﾃﾞｨｽｸ2)  [参考楽譜 音
楽之友社刊]

1 第四課 1 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々 1,900円 GP000214

2 2 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

3 3 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

4 4 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

5 5 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

6 6 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

7 7 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

8 8 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

9 9 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

10 10 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

11 11 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

12 12 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

13 13 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

14 14 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

15 15 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

16 16 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

17 17 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

18 18 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

19 19 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

20 20 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

21 21 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

22 第五課 22 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

23 23 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

24 24 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

25 25 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

26 26 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

27 27 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

28 28 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

29 29 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

30 30 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

31 31 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

32 32 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

33 33 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

34 34 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

35 35 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

36 36 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

37 37 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

38 38 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

39 39 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

40 40 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

41 41 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

42 42 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

43 43 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

44 44 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

45 45 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

46 第六課 46 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

47 47 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

48 48 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

49 49 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

50 50 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

51 51 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

52 52 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

53 53 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

54 54 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

55 55 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

56 56 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

57 57 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

58 58 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

59 59 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

60 60 ○ ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ 浜口 奈々 浜口 奈々

ﾒﾛﾃﾞｨ／ｼｭ-ﾏﾝ 1
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より ﾒﾛﾃﾞｨ

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小倉 直子 小倉 直子 2,900円 GP000181

2
20のかわいいﾋﾟｱﾉ曲集 作品
155より 願い

C.ｸﾞﾙﾘｯﾄ 小倉 直子 小倉 直子

3 幼き流浪者 G.ﾗﾝｹﾞ 小倉 直子 小倉 直子

4
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ 作品39よ
り 病気のお人形

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 小倉 直子 小倉 直子

5
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ 作品39よ
り 人形のお葬式

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 小倉 直子 小倉 直子

6
25のやさしい練習曲 作品100よ
り ｽﾃｨﾘｱﾝﾇ

J.F.F.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗ- 小倉 直子 小倉 直子

7
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ（ﾕ-ｹﾞﾝﾄ･
ｱﾙﾊﾞﾑ）作品68より 兵士の行

R.A.ｼｭｰﾏﾝ 小倉 直子 小倉 直子

8
30の子供の小品 作品27より
小さい歌

D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 小倉 直子 小倉 直子

9 ｿﾅﾁﾈ 作品36-1 第1楽章 ｱﾚｸﾞ M.ｸﾚﾒﾝﾃｨ 小倉 直子 小倉 直子

10
子供のためのｱﾙﾊﾞﾑ 作品39よ
り 新しいお人形

P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- 小倉 直子 小倉 直子

11
2声のｲﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 第10番 ﾄ長調
BWV.781

J.S.ﾊﾞｯﾊ 小倉 直子 小倉 直子

12
30の子供の小品 作品27より ｿ
ﾅﾁﾈ

D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 小倉 直子 小倉 直子

ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ／無言歌 1
無言歌集 第1巻 作品19bより
甘い思い出

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子 2,900円 GP000200

2
無言歌集 第1巻 作品19bより
狩りの歌

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子

3
無言歌集 第1巻 作品19より ﾍﾞ
ﾆｽの舟歌 第1

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子

4 無言歌集 第2巻 作品30より 慰 F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子

5
無言歌集 第2巻 作品30より ﾍﾞ
ﾆｽの舟歌 第2

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子

6
無言歌集 第3巻 作品38より
ﾃﾞｭｴｯﾄ

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子

7
無言歌集 第4巻 作品53より 岸
辺にて

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子

8
無言歌集 第4巻 作品53より 胸
さわぎ

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子

9
無言歌集 第5巻 作品62より 5
月のそよ風

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子

10
無言歌集 第5巻 作品62より 春
の歌

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子

11
無言歌集 第6巻 作品67より 紡
ぎ歌

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子

12 ﾛﾝﾄﾞ･ｶﾌﾟﾘﾁｵ-ｿ ﾎ長調 作品14 F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞ-ﾝ 永冨 和子 永冨 和子

ﾓ-ﾂｧﾙﾄ：幻想曲 ﾆ短調のｲﾒ-ｼﾞ･ﾋﾝ
ﾄ／ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ-：ｽﾛﾊﾞｷｱ民謡による
変奏曲　岡原慎也

1 幻想曲 ﾆ短調 K.397 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 岡原 慎也 岡原 慎也 900円 GP000548

2 ｽﾛﾊﾞｷｱ民謡による変奏曲 D.B.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷ- 岡原 慎也 岡原 慎也
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

ﾓ-ﾂｧﾙﾄ･ﾍﾞｽﾄ･ﾋﾟｯｸ･ｱｯﾌﾟ 1
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第11番 K.331「ﾄﾙｺ行
進曲」付（全楽章入り）

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ
★

ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ 2,900円 GP000013

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 K.310 第1楽
章 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾏｴｽﾄ-ｿ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 清水 和音 ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

3
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 K.310 第2楽
章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｶﾝﾀ-ﾋﾞﾚ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 清水 和音 ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

4
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 K.310 第3楽
章 ﾌﾟﾚｽﾄ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 清水 和音 ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞ-ﾆﾝ

ﾓ-ﾂｧﾙﾄ:ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 ｲ短調
K.310

1
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 K.310 第1楽
章 ｱﾚｸﾞﾛ･ﾏｴｽﾄ-ｿ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 清水 和音 清水 和音 2,900円 GP000145

2
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 K.310 第2楽
章 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｶﾝﾀ-ﾋﾞﾚ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 清水 和音 清水 和音

3
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第8番 K.310 第3楽
章 ﾌﾟﾚｽﾄ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 清水 和音 清水 和音

4
ｱﾚｸﾞﾚｯﾄの主題による12の変奏
曲 変ﾛ長調 K.500

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 清水 和音 清水 和音

5
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第12番 K.332 第1楽
章 ｱﾚｸﾞﾛ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 清水 和音 清水 和音

6
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第12番 K.332 第2楽
章 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 清水 和音 清水 和音

7
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第12番 K.332 第3楽
章 ｱﾚｸﾞﾛ･ｱｯｻｲ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 清水 和音 清水 和音

もみの木 1 もみの木 ﾄﾞｲﾂ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 平野 孝幸 2,900円 GP000466

2
ひいらぎ飾ろう（讃美歌 第2編
第129番）

ｳｪ-ﾙｽﾞ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 平野 孝幸

3 ｼﾝｸﾞ･ｱ･ｿﾝｸﾞ･ﾌｫ-･ｸﾘｽﾏｽ
ｻﾆ-･ｽｶｲﾗ-/ﾃﾞ
ｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｶｯﾌﾟ

ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 平野 孝幸

4 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ F.ｼｭ-ﾍﾞﾙﾄ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 平野 孝幸

5 神の御子のｲｴｽさまは ﾙﾀ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 平野 孝幸

6 ﾜｯｾｲﾙ･ｿﾝｸﾞ ｲｷﾞﾘｽ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 平野 孝幸

7 ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ･ﾜ-ﾙﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ ﾌﾞﾘｽ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 平野 孝幸

8 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ C.F.ｸﾞﾉ- ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 平野 孝幸

9
ｼﾞｮﾘ-･ｵ-ﾙﾄﾞ･ｾﾝﾄ･ﾆｺﾗｽ～ｵ-･
ｶﾑ･ﾘﾄﾙ･ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ

民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 平野 孝幸

10
ｸﾘｽﾏｽおめでとう～ｳｪﾝｾｽﾗｽ
は良い王様

ｲｷﾞﾘｽ民謡 ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ 平野 孝幸

夢みる人／ﾌｫｽﾀ-名曲集 1 夢みる人々 <ﾋﾞｭ-ﾃｨﾌﾙ･ﾄﾞﾘ-ﾏ- ﾌｫｽﾀ- ｸﾗｼｯｸ 小嶋 希伊子 2,900円 GP000285
2 おお、ｽｻﾞﾝﾅ ﾌｫｽﾀ- ｸﾗｼｯｸ 小嶋 希伊子

3 草競馬 ﾌｫｽﾀ- ｸﾗｼｯｸ 小嶋 希伊子

4 故郷の人びと(ｽﾜﾆ-河） ﾌｫｽﾀ- ｸﾗｼｯｸ 小嶋 希伊子

5 ﾊﾞﾝｼﾞｮ-をかき鳴らせ ﾌｫｽﾀ- ｸﾗｼｯｸ 小嶋 希伊子

6 ﾈﾘ-･ﾌﾞﾗｲ ﾌｫｽﾀ- ｸﾗｼｯｸ 小嶋 希伊子

7
なつかしいｹﾝﾀｯｷ-のわが家
よ、おやすみ

ﾌｫｽﾀ- ｸﾗｼｯｸ 小嶋 希伊子

8 ｵ-ﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾗｯｸ･ｼﾞｮ- ﾌｫｽﾀ- ｸﾗｼｯｸ 小嶋 希伊子

9 金髪のｼﾞｪﾆ- ﾌｫｽﾀ- ｸﾗｼｯｸ 小嶋 希伊子

10 主人は冷たい土の中に ﾌｫｽﾀ- ｸﾗｼｯｸ 小嶋 希伊子

ﾗｳﾞｪﾙ ﾋﾟｱﾉ作品集 第1巻 1 ｿﾅﾁﾈ 第1楽章 M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆
白石 光隆/小
西 理枝

1,900円 GP000585

2 ｿﾅﾁﾈ 第2楽章 M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆
白石 光隆/小
西 理枝

3 ｿﾅﾁﾈ 第3楽章 M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆
白石 光隆/小
西 理枝

4 優雅で感傷的なﾜﾙﾂ 第1曲 M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝
白石 光隆/小
西 理枝

5 優雅で感傷的なﾜﾙﾂ 第2曲 M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝
白石 光隆/小
西 理枝

6 優雅で感傷的なﾜﾙﾂ 第3曲 M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝
白石 光隆/小
西 理枝

7 優雅で感傷的なﾜﾙﾂ 第4曲 M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝
白石 光隆/小
西 理枝

8 優雅で感傷的なﾜﾙﾂ 第5曲 M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝
白石 光隆/小
西 理枝

9 優雅で感傷的なﾜﾙﾂ 第6曲 M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝
白石 光隆/小
西 理枝

10 優雅で感傷的なﾜﾙﾂ 第7曲 M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝
白石 光隆/小
西 理枝

11 優雅で感傷的なﾜﾙﾂ 第8曲 M.ﾗｳﾞｪﾙ 小西 理枝
白石 光隆/小
西 理枝

12 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 1.ﾒﾇｴｯﾄ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆
白石 光隆/小
西 理枝

13 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 2.ﾌ-ｶﾞ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆
白石 光隆/小
西 理枝
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

14 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 3.ﾌｫﾙﾗ-ﾇ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆
白石 光隆/小
西 理枝

15 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 4.ﾘｺﾞﾄﾞﾝ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆
白石 光隆/小
西 理枝

16 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 5.ﾒﾇｴｯﾄ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆
白石 光隆/小
西 理枝

対応楽譜（絶版）　品番：GTP657210 17 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 6.ﾄｯｶ-ﾀ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆
白石 光隆/小
西 理枝

ﾗｳﾞｪﾙ ﾋﾟｱﾉ作品集 第2巻 1 鏡 1.蛾 M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々
浜口 奈々/白
石 光隆

1,900円 GP000586

2 鏡 2.悲しい鳥たち M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々
浜口 奈々/白
石 光隆

3 鏡 3.洋上の小舟 M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々
浜口 奈々/白
石 光隆

4 鏡 4.道化師の朝の歌 M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々
浜口 奈々/白
石 光隆

5 鏡 5.鐘の谷 M.ﾗｳﾞｪﾙ 浜口 奈々
浜口 奈々/白
石 光隆

6 水の戯れ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆
浜口 奈々/白
石 光隆

対応楽譜（絶版）　品番：GTP657220 7 亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧ-ﾇ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆
浜口 奈々/白
石 光隆

ﾗｳﾞｪﾙ ﾋﾟｱﾉ作品集 第3巻（連弾作品
集）

1
亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧ-ﾇ（連
弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
白石 光隆／小
坂 圭太

白石 光隆/小
坂 圭太（連弾）

1,900円 GP000587

2
ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱ 1.眠りの森の美女の
ﾊﾟｳﾞｧ-ﾇ（連弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
白石 光隆／小
坂 圭太

白石 光隆/小
坂 圭太（連弾）

3 ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱ 2.おやゆび小僧（連
弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
白石 光隆／小
坂 圭太

白石 光隆/小
坂 圭太（連弾）

4
ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱ 3.女王の陶器人形ﾚ
ﾄﾞﾛﾈｯﾄ（連弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
白石 光隆／小
坂 圭太

白石 光隆/小
坂 圭太（連弾）

5
ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱ 4.美女と野獣の対話
（連弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
白石 光隆／小
坂 圭太

白石 光隆/小
坂 圭太（連弾）

対応楽譜（絶版）　品番：GTP657230 6 ﾏ･ﾒ-ﾙ･ﾛｱ 5.妖精の園（連弾） ○ M.ﾗｳﾞｪﾙ
白石 光隆／小
坂 圭太

白石 光隆/小
坂 圭太（連弾）

ﾗｳﾞｪﾙ･ｲﾝ･ﾃﾞｭｵ（連弾） 1 亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧ-ﾇ（連
弾）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ ｸﾗｼｯｸ
金子 恵/進藤
郁子

2,900円 GP000597

2 ﾎﾞﾚﾛ（連弾） ○ M.ﾗｳﾞｪﾙ ｸﾗｼｯｸ
金子 恵/進藤
郁子

3 水の戯れ（連弾） ○ M.ﾗｳﾞｪﾙ ｸﾗｼｯｸ
金子 恵/進藤
郁子

4 ﾗ･ｳﾞｧﾙｽ（連弾） ○ M.ﾗｳﾞｪﾙ ｸﾗｼｯｸ
金子 恵/進藤
郁子

5
ﾋﾟｱﾉ曲集「鏡」より 道化師の朝
の歌（2台ﾋﾟｱﾉⅠ）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ ｸﾗｼｯｸ
金子 恵/進藤
郁子

対応楽譜（絶版）　品番：GTP654790 6
ﾋﾟｱﾉ曲集「鏡」より 道化師の朝
の歌（2台ﾋﾟｱﾉⅡ）

○ M.ﾗｳﾞｪﾙ ｸﾗｼｯｸ
金子 恵/進藤
郁子

ﾗｳﾞｪﾙ名曲集／ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓～亡き
王女のためのﾊﾟｳﾞｧ-ﾇ

1 亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧ-ﾇ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆 2,900円 GP000561

2 古風なﾒﾇｴｯﾄ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

3 水の戯れ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

4 ｿﾅﾁﾈ 第1楽章 M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

5 ｿﾅﾁﾈ 第2楽章 M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

6 ｿﾅﾁﾈ 第3楽章 M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

7 前奏曲 M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

8 ｼｬﾌﾞﾘｴ風に M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

9 ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾝ風に M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

10 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 1.前奏曲 M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

11 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 2.ﾌ-ｶﾞ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

12 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 3.ﾌｫﾙﾗ-ﾇ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

13 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 4.ﾘｺﾞﾄﾞﾝ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

14 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 5.ﾒﾇｴｯﾄ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

15 ｸ-ﾌﾟﾗﾝの墓 6.ﾄｯｶ-ﾀ M.ﾗｳﾞｪﾙ 白石 光隆 白石 光隆

ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ／前奏曲集 1 前奏曲 作品23-1 嬰ﾍ短調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 三木 香代 ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ 2,900円 GP000203

2 前奏曲 作品23-2 変ﾛ長調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ
ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ
★

ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ

3 前奏曲 作品23-4 ﾆ長調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ
ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ
★

ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ

4 前奏曲 作品23-5 ﾄ短調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ
ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ
★

ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ

5 前奏曲 作品23-6 変ﾎ長調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ
ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ
★

ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ

6 前奏曲 作品23-7 ﾊ短調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ
ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ
★

ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

7 前奏曲 作品32-5 ﾄ長調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ
ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ
★

ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ

8 前奏曲 作品32-12 嬰ﾄ短調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ
ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ
★

ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ

9
詩的で宗教的な調べより 孤独
の中の神の祝福

F.ﾘｽﾄ
ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ
★

ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ｼｬ-ｷﾝ

ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ／練習曲集「音の絵」作品 1 練習曲「音の絵」作品39-1 ﾊ短 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 小賀野 久美 小賀野 久美 2,900円 GP000199
2 練習曲「音の絵」作品39-2 ｲ短 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 小賀野 久美 小賀野 久美

3
練習曲「音の絵」作品39-3 嬰ﾍ
短調

S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 小賀野 久美 小賀野 久美

4 練習曲「音の絵」作品39-4 ﾛ短 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 小賀野 久美 小賀野 久美

5
練習曲「音の絵」作品39-5 変ﾎ
短調

S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 小賀野 久美 小賀野 久美

6 練習曲「音の絵」作品39-6 ｲ短 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 小賀野 久美 小賀野 久美

7 練習曲「音の絵」作品39-7 ﾊ短 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 小賀野 久美 小賀野 久美

8 練習曲「音の絵」作品39-8 ﾆ短 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 小賀野 久美 小賀野 久美

9 練習曲「音の絵」作品39-9 ﾆ長 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 小賀野 久美 小賀野 久美

10 ｳﾞｫｶﾘ-ｽﾞ 作品34-14 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 小賀野 久美 小賀野 久美

ﾘｽﾄ／愛の夢 1 愛の夢 第3番 F.ﾘｽﾄ 三舩 優子 三舩 優子 2,900円 GP000470

2
巡礼の年 第3年より ｴｽﾃ荘の
噴水

F.ﾘｽﾄ 三舩 優子 三舩 優子

3 演奏会用ﾊﾟﾗﾌﾚ-ｽﾞより ﾘｺﾞﾚｯﾄ F.ﾘｽﾄ 三舩 優子 三舩 優子

4
巡礼の年 第2年 ｲﾀﾘｱより ﾍﾟﾄﾗ
ﾙｶのｿﾈｯﾄ 第47番

F.ﾘｽﾄ 三舩 優子 三舩 優子

5
巡礼の年 第2年 ｲﾀﾘｱより ﾍﾟﾄﾗ
ﾙｶのｿﾈｯﾄ 第104番

F.ﾘｽﾄ 三舩 優子 三舩 優子

6
巡礼の年 第2年 ｲﾀﾘｱより ﾍﾟﾄﾗ
ﾙｶのｿﾈｯﾄ 第123番

F.ﾘｽﾄ 三舩 優子 三舩 優子

7 ﾒﾌｨｽﾄ･ﾜﾙﾂ 第1番 F.ﾘｽﾄ 三舩 優子 三舩 優子

ﾘｽﾄ：超絶技巧練習曲 第4番「ﾏｾﾞｯ
ﾊﾟ｣／ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ：10の前奏曲 作品23

1 超絶技巧練習曲 第4番 ﾏｾﾞｯﾊﾟ F.ﾘｽﾄ 有森 博 有森 博 2,900円 GP000204

2 前奏曲 作品23-1 嬰ﾍ短調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博

3 前奏曲 作品23-2 変ﾛ長調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博

4 前奏曲 作品23-3 ﾆ短調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博

5 前奏曲 作品23-4 ﾆ長調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博

6 前奏曲 作品23-5 ﾄ短調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博

7 前奏曲 作品23-6 変ﾎ長調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博

8 前奏曲 作品23-7 ﾊ短調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博

9 前奏曲 作品23-8 変ｲ長調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博

10 前奏曲 作品23-9 変ﾎ短調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博

11 前奏曲 作品23-10 変ﾄ長調 S.V.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 有森 博 有森 博

12 練習曲 作品8-12 嬰ﾆ短調 A.ｽｸﾘｬﾋﾞﾝ 有森 博 有森 博

ﾘｽﾄ：ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 1
詩的で宗教的な調べより 愛の
讃歌

F.ﾘｽﾄ ﾗｽﾞﾛ･ｼﾓﾝ ★ ﾗｽﾞﾛ･ｼﾓﾝ 2,900円 GP000122

2
ｺﾝｿﾚ-ｼｮﾝ（慰め) 第3曲 変ﾆ長
調 ﾚﾝﾄ･ﾌﾟﾗﾁ-ﾄﾞ

F.ﾘｽﾄ ﾗｽﾞﾛ･ｼﾓﾝ ★ ﾗｽﾞﾛ･ｼﾓﾝ

3 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ ﾛ短調 F.ﾘｽﾄ ﾗｽﾞﾛ･ｼﾓﾝ ★ ﾗｽﾞﾛ･ｼﾓﾝ

ﾘｽﾄ･ﾘｻｲﾀﾙ 1
巡礼の年 第一年 ｽｲｽより 第4
曲 泉のほとりで

F.ﾘｽﾄ 小川 京子 小川 京子 2,900円 GP000197

2
超絶技巧練習曲 第11番 夕べ
の調べ

F.ﾘｽﾄ 小川 京子 小川 京子

3 ﾊﾝｶﾞﾘ-狂詩曲 第11曲 F.ﾘｽﾄ 小川 京子 小川 京子

4
ｺﾝｿﾚ-ｼｮﾝ（慰め）第3曲 変ﾆ長
調 ﾚﾝﾄ･ﾌﾟﾗﾁ-ﾄﾞ

F.ﾘｽﾄ 小川 京子 小川 京子

5 ﾄﾞﾝ=ｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆの回想 F.ﾘｽﾄ 小川 京子 小川 京子

ﾚﾃﾞｨｽ･ｺ-ﾗｽ･ﾍﾞｽﾄ･ﾋｯﾄ5／ｻｳﾝﾄﾞ･ｵ
ﾌﾞ･ﾐｭ-ｼﾞｯｸ～ｼﾞｭ･ﾄｩ･ｳﾞ  [参考楽譜
音楽之友社刊]

1
ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭ-ｼﾞｯｸ（ｻｳﾝﾄﾞ･ｵ
ﾌﾞ･ﾐｭ-ｼﾞｯｸより）

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ﾛｼﾞｬ-ｽ
/ｵｽｶ-･ﾊﾏ-ｽﾀ
ｲﾝⅡ世

ﾐｭ-ｼﾞｶﾙ 2,900円 GP000265

2 ｼｬﾙ･ｳｨ･ﾀﾞﾝｽ（王様と私より）
ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ﾛｼﾞｬ-ｽ
/ｵｽｶ-･ﾊﾏ-ｽﾀ
ｲﾝⅡ世

ﾐｭ-ｼﾞｶﾙ

3 ﾁﾑ･ﾁﾑ･ﾁｪﾘ-（ﾒﾘ-･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞより）
ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ｼｬ-ﾏﾝ
/ﾛﾊﾞ-ﾄ･ｼｬ-ﾏﾝ

ﾃﾞｨｽﾞﾆ-

4 君住む街角（ﾏｲ･ﾌｪｱ･ﾚﾃﾞｨより） ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾛ- ﾐｭ-ｼﾞｶﾙ

5
ｴ-ﾃﾞﾙﾜｲｽ（ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭ-ｼﾞｯｸ
より)

ﾘﾁｬ-ﾄﾞ･ﾛｼﾞｬ-ｽ
/ｵｽｶ-･ﾊﾏ-ｽﾀ
ｲﾝⅡ世

ﾐｭ-ｼﾞｶﾙ

6 ﾊﾛ-･ﾄﾞ-ﾘ- ｼﾞｪﾘ-･ﾊ-ﾏﾝ ﾙｲ･ｱ-ﾑｽﾄﾛﾝｸﾞ

7 ｼﾞｭ･ﾄｩ･ｳﾞ (おまえが欲しい） E.ｻﾃｨ ヤマハ

8 ｲﾙ･ﾊﾞﾁｵ (口づけ） L.ｱﾙﾃﾞｨ-ﾃｨ ヤマハ

9 そっと届いた愛の歌 L.ﾄﾞﾘ-ﾌﾞ ヤマハ

10 眠りの森の美女のﾜﾙﾂ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷ- ヤマハ
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商品名
曲
順

曲名 L/R 作曲者 アーティスト 演奏者 本体価格 商品コード

連弾名曲集（岡原慎也氏 演奏） 1
ﾋﾞｾﾞ-＜子供の遊び＞より こま
（連弾）

○ G.ﾋﾞｾﾞ- 岡原 慎也 岡原 慎也 1,900円 GP000617

2
ﾋﾞｾﾞ-＜子供の遊び＞より 人形
（連弾）

○ G.ﾋﾞｾﾞ- 岡原 慎也 岡原 慎也

3
ﾋﾞｾﾞ-＜子供の遊び＞より 小さ
な旦那様と小さな奥様（連弾）

○ G.ﾋﾞｾﾞ- 岡原 慎也 岡原 慎也

4
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ-＜小組曲＞より 小舟
にて（連弾）

○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 岡原 慎也 岡原 慎也

5
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ-＜小組曲＞より 行列
（連弾）

○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 岡原 慎也 岡原 慎也

6
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ-＜小組曲＞より ﾒﾇｴｯﾄ
（連弾）

○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 岡原 慎也 岡原 慎也

7
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ-＜小組曲＞より ﾊﾞﾚｴ
（連弾）

○ C.A.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼ- 岡原 慎也 岡原 慎也

8 きつつきの歌（連弾） ○ 湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

9 お花がわらう（連弾） ○ 湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

10 花火（連弾） ○ 湯山 昭 岡原 慎也 岡原 慎也

11 汽車は走るよ（連弾） ○ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

12 春がきて、桜が咲いて（連弾） ○ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

13 五月晴れと富士山（連弾） ○ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

14 長い雨の日と、やがて夏に（連 ○ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

15
さわやかな夏とむし暑い夏と
（連弾）

○ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

16 初秋から秋へ（連弾） ○ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

17
冬がきて雪が降りはじめ、氷の
世界に、やがて春の日差しが

○ 中田 喜直 岡原 慎也 岡原 慎也

若き日のﾓ-ﾂｧﾙﾄ 1 ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 K.1(1e) W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 宮沢 明子 宮沢 明子 2,900円 GP000125
2 ﾒﾇｴｯﾄ ﾍ長調 K.2 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 宮沢 明子 宮沢 明子

3 ｸﾗｳﾞｨｱ小品 ﾍ長調 K.-(33B) W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 宮沢 明子 宮沢 明子

4 ｱﾚｸﾞﾛ ﾊ長調 K.9a(5a) W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 宮沢 明子 宮沢 明子

5
ｱﾚｸﾞﾛ（ｿﾅﾀ楽章）ﾄ短調
K.312(590d)

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 宮沢 明子 宮沢 明子

6
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第15番 K.545 第1楽
章 ｱﾚｸﾞﾛ

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 宮沢 明子 宮沢 明子

7 ｱﾀﾞ-ｼﾞｮ ﾛ短調 K.540 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 宮沢 明子 宮沢 明子

8 ﾛﾝﾄﾞ ﾆ長調 K.485 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 宮沢 明子 宮沢 明子
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