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注文番号 タイトル 難易度 演奏時間 本体価格 入手 出版年度

ニュー・サウンズ・イン・ブラス
GYW00062339 アーティストリー・ジャンプ ★★★★ 5：20 ¥14,700 輸入版 1995

GYW00044604 愛するデューク(Sir Duke) ★★★ 4：00 ¥13,300 輸入版 1978

G790720 愛のテーマ ★★ 4：25 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1975

アイム・ア・ブラスバンド ★★★ 4：30 　 絶 版 1992

GYW00079670 赤鼻のトナカイ ★★★ 4：00 ¥13,300 輸入版 クリスマス

G790900 アフリカン・シンフォニー ★★ 4：15 ¥23,000 オン・デマンド
出 版 1977

GYW00052156 アマポーラ ★★ 5：30 ¥15,300 輸入版 1999

アメリカン・グラフィティー 
悲しき片思い〜恋の片道切符〜オンリー・ユー〜ミスター・ベースマン〜ヴァケイシ
ョン

★★★ 7：10 絶 版 1989

アメリカン・グラフィティー Ⅱ
可愛いベイビー〜シェイク・ラトル・アンド・ロール〜砂に書いたラブレター〜ベイ
ビー・フェイス

★★ 7：10 絶 版 1990

アメリカン・グラフィティー Ⅲ 〜プレスリー・ヒット・メドレー
ラブ・ミー・テンダー〜ブルー・ハワイ〜冷たくしないで〜アイ・ニード・ユア・ラブ・
トゥナイト〜今夜はひとりかい?〜ビー・バップ・ア・ルーラ〜ボサ・ノバ・ベイビー
〜好きにならずにいられない

★★★ 9：30 絶 版 1991

アメリカン・グラフィティー Ⅳ
ビキニ･スタイルのお嬢さん〜すてきな16才〜ワン・ボーイ〜情熱の花〜16トン〜カ
ラーに口紅〜想い出のサンフランシスコ

★★ 8：50 絶 版 1992

GYW00053306
アメリカン・グラフィティー Ⅴ（American Beauties)
フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン〜おお! キャロル〜ジョニー･エンジェル〜ブルー・
レディに紅いバラ〜恋はフェニックス〜バイ･バイ・バーディー

★★★ 7：10 ¥16,700 輸入版 1993

アメリカン・グラフィティー Ⅵ
グッド・タイミング〜恋の売り込み〜君はわが運命〜黄色いバスケット〜パパ・ラヴズ
･マンボ〜この胸のときめきを

★★★ 7：05 絶 版 1994

GYW00062336
アメリカン・グラフィティー Ⅶ
ジャンバラヤ〜夢のデイト〜恋のパーム・スプリングス〜テネシー・ワルツ〜雨に歩
けば〜この世の果てに〜ジャンバラヤ

★★ 8：10 ¥17,400 輸入版 1996

GYW00044597
アメリカン・グラフィティー Ⅷ 〜フランク・シナトラ・ヒット・メドレー
チーク・トゥ･チーク〜アイ・ゲット･ア･キック･アウト・オブ・ユー〜誰かが誰かを
恋してる〜アイヴ･ゴット･ユー･アンダー･マイ･スキン〜マイ・ウェイ

★★★ 9：00 ¥17,400 輸入版 1997

アメリカン・グラフィティー Ⅸ 〜グラミー、アカデミー賞メドレー
タラのテーマ〜ザ・コンチネンタル〜マック・ザ・ナイフ ★★★ 8：10 絶 版 1999

アメリカン・グラフィティー Ⅹ 〜アカデミー受賞曲　ノミネート曲メドレー
エンターティナー〜モナ・リザ〜雨に唄えば ★★★ 6：40 絶 版 2000

GYW00062335 アメリカン・グラフィティー ⅩⅠ〜ビルボード・ヒットナンバーより
カレンダー・ガール〜ロコモーション〜四月の恋〜ダンス天国 ★★★ 7：30 ¥17,400 輸入版 2001

アメリカン・グラフィティー ⅩⅡ
蜜の味〜ラブ〜シークレット・ラブ〜世界は日の出を待っている ★★★ 8：30 絶 版 2002

GTW257800 アメリカン・グラフィティー ⅩⅢ 〜ミュージカル・メドレー
ハロー・ドリー! 〜ブロードウェイの子守歌〜私の彼氏〜キャバレー ★★★ 8：10 ¥9,500 販売中 2003

アメリカン・グラフィティー ⅩⅣ 〜クインシー・マジック
アイアンサイド〜ウォーターメロン・マン〜ランプを消して〜愛のコリーダ ★★★★ 9：20 絶 版 2004

アメリカン・グラフィティー ⅩⅤ
虹の彼方に〜ミセス・ロビンソン〜ローズ〜いそしぎ〜ダイヤが一番 ★★★ 9：40 絶 版 2005

GTW01080489 アメリカン・グラフィティー ⅩⅥ 〜オールディーズ
サーフィンU.S.A.〜ヘイ・ポーラ〜ダイアモンド・ヘッド ★★★ 7：50 ¥9,800 販売中 2006

GTW01081759 アメリカン・グラフィティー ⅩⅦ
子供じゃないの〜家へおいでよ〜ミスターロンリー〜恋はリズムにのせて ★★★ 7：25 ¥12,000 販売中 2007

GTW01082733 アメリカン・グラフィティー ⅩⅧ 〜ガーシュウィン・メドレー
スワニー〜レディ・ビー・グッド〜誰かが私を見つめてる〜ス・ワンダフル ★★★ 7：55 ¥11,000 販売中 2008

GTW01084189 アメリカン・グラフィティー ⅩⅨ 
ダンシング・シスター〜恋はあせらず〜ラヴィン・ユー〜ザナドゥ ★★★ 9：10 ¥12,000 販売中 2009

GTW01085145 アメリカン・グラフィティー ⅩⅩ 〜マイケル・ジャクソン･メドレー
Thriller〜I'll Be There〜I Want You Back ★★★ 7：10 ¥13,000 販売中 2010

GTW01086595 アメリカン・グラフィティー ⅩⅩⅠ 〜ルイ・アームストロング・メドレー
黒い瞳〜我が心のジョージア〜君ほほえめば ★★★ 6：05 ¥13,000 販売中 2011

GTW01088404 アメリカン・グラフィティー ⅩⅩⅡ 〜遥かなる西部に寄せて
大いなる西部〜黄色いリボン〜遥かなる山の呼び声〜荒野の七人 ★★★ 7：50 ¥13,000 販売中 2012

● グレード：難易度を5段階に分類、★の数が多いほど、難易度が高いことを表しています。
● 注文番号GYW〜はde HASKE（デ・ハスケ）社からの輸入版です。輸入版の価格は、為替レートの変動により変更になることがあります。
● オン・デマンド出版はご注文を受けてから出版のための著作権手続きを行います。著作権者変更等の理由で急遽販売ができなくなることもございますことをご了承ください。

岩井直溥 アレンジ作品リスト
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注文番号 タイトル 難易度 演奏時間 本体価格 入手 出版年度

GTW01089526 アメリカン・グラフィティー ⅩⅩⅢ   シカゴロック
イントロダクション〜ぼくらに微笑みを〜素直になれなくて ★★★ 8：45 ¥13,000 販売中 2013

GYW00079689 ある愛の詩 ★★ 4：55 ¥13,300 輸入版 1973

G790020 杏里メドレー
CIRCUIT of RAINBOW〜オリビアを聴きながら〜悲しみがとまらない ★★★ 7：20 ¥14,000 オン・デマンド

出 版 1990

GYW00044611 イエスタデイ ★ 4：00 ¥11,200 輸入版 1972

イエスタデイ・ワンス・モア ★★ 4：25 絶 版 1974

イパネマの娘 ★★ 4：30 絶 版 1989

GYW00044512 イン・ザ・ムード ★★ 3：30 ¥14,000 輸入版 1994

インテルメッツォ・ナンバーワン 4：05 絶 版 1981

G790460 ヴァイブレーションズ ★★★ 5：40 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1986

GYW00079700 ウエスト・サイド・ストーリー・メドレー
アメリカ〜トゥナイト〜マンボ ★★★ 6：10 ¥16,700 輸入版 1982

ウエストサイド物語より "クール" 4：10 絶 版 1973

G790730 栄光への脱出 ★★ 5：10 ¥18,000 オン・デマンド
出 版 1973

G790450 A列車で行こう ★★★ 4：40 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1979

G790040 駅馬車 ★★ 4：30 ¥10,000 オン・デマンド
出 版 1973

GOD01089096 エル・クンバンチェロ ★★★ 4：10 ¥21,000 オン・デマンド
出 版 1995

オエ・コモ・バ ★★ 4：40 　 絶 版 1992

オー・シャンゼリゼ 4：45 絶 版 1977

G795170 尾崎豊作品集
I Love You〜15の夜〜卒業 ★★★ 8：15 ¥15,000 オン・デマンド

出 版 2002

G790740 踊りあかそう ★★ 5：15 ¥22,200 オン・デマンド
出 版 1978

GYW00046259 オブラディ・オブラダ ★★ 3：15 ¥13,300 輸入版 1972

GYW00079684 オリーブの首飾り ★★ 3：50 ¥13,300 輸入版 1977

G790810 輝く星座（アクエリアス） ★★★ 5：00 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1973

G790780 飾りのついた四輪馬車 ★★ 4：45 ¥18,000 オン・デマンド
出 版 1982

GTW01090413 風になりたい 小編成 ★★ 3：55 ¥6,500 販売中 2014

GYW00044601 カチート〜カチータ　ラテン・メドレー ★★★ 5：30 ¥14,700 輸入版 2000

G790480 キャラバン ★★★ 4：05 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1978

GYW00044595 キャリオカ ★★★ 5：30 ¥16,700 輸入版 1996

クラリネット・サンドイッチ
クラリネット・ポルカ〜故郷の人々〜新世界より〜赤い河の谷間〜太湖船〜天国と地
獄より

★★★ 4：45 絶 版 2009

グリズリーのテーマ 3：55 絶 版 1982

GYW00079685
グレン・ミラー・メドレー
茶色の小びん〜イン・ザ・ムード〜タキシード・ジャンクション〜アメリカン・パトロー
ル〜ムーンライト･セレナーデ

★★★ 8：00 ¥16,700 輸入版 1996

GYW00062340 黒いオルフェ〜オルフェのサンバ ★★★ 6：50 ¥14,700 輸入版 1998

GTW292420 黒いジャガーのテーマ ★★★ 2：50 ¥12,000 販売中 1975

ケアレス・ウィスパー 6：25 絶 版 1985

ゲット・バック 4：35 絶 版 1979

恋のカーニバル 5：40 絶 版 1984

恋よさようなら ★ 4：15 絶 版 1972

ゴッド・ファーザー パート Ⅱ　"愛は誰の手に" ★★ 6：05 絶 版 1975

GYW00079690 ゴッドファーザー 愛のテーマ ★★★ 3：50 ¥13,300 輸入版 1973

GYW00043567 コパカバーナ ★★★ 5：50 ¥14,000 輸入版 1987

GYW00079694 サウス・ランパート・ストリート・パレード ★★★ 4：50 ¥14,000 輸入版 1986

GTW158153
サウンド・オブ・ミュージック・メドレー
サウンド・オブ・ミュージック（テーマ）〜ドレミの歌〜一人ぼっちの羊飼い〜さよう
なら、ごきげんよう〜エーデルワイス〜すべての山にのぼろう

★★★ 7：40 ¥10,000 販売中 1979

G790830 酒とバラの日々 ★★ 5：05 ¥22,000 オン・デマンド
出 版 1988

GYW00044609 サニー ★★★ 4：45 ¥10,600 輸入版 1975

G790770 サムシング ★★ 5：10 ¥18,000 オン・デマンド
出 版 1977

GYW00079678 サンチェスの子供たち ★★★ 7：40 ¥16,700 輸入版 1983

G790120 サンバ・デ・ミネルバ ★★★ 4：35 ¥12,000 オン・デマンド
出 版 1981
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注文番号 タイトル 難易度 演奏時間 本体価格 入手 出版年度

G790130 シェリト・リンド ★★★ 3：45 ¥10,000 オン・デマンド
出 版 1982

G790750 ジャングル・ファンタジー ★★ 5：30 ¥16,000 オン・デマンド
出 版 1987

GYW00062346 ショウほどすてきな商売はない ★★★ 5：10 ¥13,300 輸入版 1995

GYW00079688 ジョン・ウィリアムス・メドレー
E.T.のテーマ〜スター・ウォーズのテーマ〜E.T.脱出作戦〜さよならエリオット ★★★ 9：40 ¥17,400 輸入版 1983

GYW00044603 シング ★★★ 4：25 ¥11,200 輸入版 1974

GTW01082677 シング・シング・シング ★★★ 5：25 ¥20,000 販売中 1981

GYW00079669 ジングル・ベル ★★ 4：00 ¥11,200 輸入版 クリスマス

GYW00062344 スーザ・マーチ・カーニバル
仕官候補生〜エル・キャピタン〜雷神〜星条旗よ永遠なれ ★★★ 5：05 ¥11,200 輸入版 2003

GTW01089530 スタートレックのテーマ バンド★★★／
ソロ★★★★ 5：55 ¥11,000 販売中 2013

GYW00044608 ステイン・アライヴ ★★★★ 4：30 ¥13,300 輸入版 1979

｢スパイスガール｣ のヒット・ナンバーより
スパイス･アップ･ユア・ライフ〜トゥ・マッチ〜ワナビー ★★★ 8：33 絶 版 1998

G790950 聖者の行進 ★★ 4：00 ¥14,000 オン・デマンド
出 版 1999

全部だきしめて〜青の時代 絶 版 Hits Now

GYW00044606 ソウル・トレインのテーマ ★★★★ 6：30 ¥15.300 輸入版 1977

ダンシング・クィーン 4：00 絶 版 1979

G790220
チェッカーズ・メドレー
涙のリクエスト〜星屑のステージ〜哀しくてジェラシー〜愛の虹を渡って〜ジュリア
に傷心

★★ 10：20 ¥14,000 オン・デマンド
出 版 1986

GTW292560 チャタヌガ・チュー・チュー ★★★ 3：30 ¥9,500 販売中 2005

チャーリー･チャップリンに捧ぐ
スマイル〜テリーのテーマ

6：15 絶 版 1984

GYW00079697 ティコ・ティコ ★★★ 2：40 ¥13,300 輸入版 1980

ディス・ガイ ★★ 4：30 絶 版 1972

GTW256030
ディズニーメドレー
ミッキー・マウス・マーチ〜小さな世界〜ハイ・ホー〜狼なんかこわくない〜いつか王
子様が〜口笛吹いて働こう〜星に願いを

★★★ 9：05 ¥14,500 販売中 1981

デイ・トリッパー 5：15 絶 版 1974

GYW00053304 デサフィナード ★★ 6：35 ¥14,700 輸入版 1988

GOD01080959 トランペット吹きの子守唄〜トランペットとバンドのための ★★★ 3：30 ¥23,000 オン・デマンド
出 版 2001

ドント・セイ・ザット・アゲイン 5：15 絶 版 1985

GTW158123 76本のトロンボーン ★★ 3：00 ¥16,000 販売中 1984

GOD01089773 ニュー・サウンズ・イン・ブラス 21 ★★★ 6：40 ¥15,000 オン・デマンド
出 版 1993

G790580 ニューヨーク・ニューヨーク ★★★ 6：00 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1989

G790590 ネバー・エンディング・ストーリーのテーマ ★★ 4：50 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1986

ハード・デイズ・ナイト 4：35 絶 版 1978

バードランド 4：45 絶 版 1981

G790600 ハッスル ★★ 3：55 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1977

パピヨンのテーマ 5：15 絶 版 1974

GYW00079702 ハリー・ジェームスに捧ぐ
スリーピーラグーン〜チリビリビン ★★★ 5：35 ¥15,300 輸入版 1984

G790610 ハリウッド万歳 ★★★ 3：50 ¥22,000 オン・デマンド
出 版 1994

G790290 パリのアメリカ人 ★★★ 7：00 ¥10,000 オン・デマンド
出 版 1980

パリのあやつり人形 3：25 絶 版 1978

G790300 ハレ ★★★ 4：45 ¥12,000 オン・デマンド
出 版 1987

G790630 ビギン・ザ・ビギン ★★ 3：50 ¥18,000 オン・デマンド
出 版 1983

GTW01087499
ビッグバンド・ショーケース
レッツ・ダンス〜アイム・ゲッティング・センチメンタル・オーバー・ユー〜チリビリ
ビン〜ブルー・フレーム〜インドの歌〜シング・シング・シング〜ムーンライト・セレ
ナーデ〜A列車で行こう

★★★★ 7：25 ¥20,000 販売中 2008

フール・オン・ザ・ヒル 4：40 絶 版 1987

フェリス（ファンキー・ソンブレロ） 3：45 絶 版 1986

GTW01080255 ブラジル ★★ 6：15 ¥20,000 販売中 1981

G790650 プリーズ・ミスター・ポストマン ★★ 3：30 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1975

G790660 フレネシー ★★ 4：30 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1991
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GYW00044598 ヘイ・ジュード ★★ 4：30 ¥11,200 輸入版 1972

GYW00044594
ベニー・グッドマン・メドレー
メモリーズ・オブ・ユー〜その手はないよ〜サヴォイでストンプ〜フライング・ホーム〜
メモリーズ・オブ・ユー〜ビューグル・コール・ラグ〜シング・シング・シング

★★★ 7：50 ¥15,300 輸入版 1997

ベンジーのテーマ 5：45 絶 版 1978

G790850 慕情 ★★ 6：55 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1988

ボルサリーノ ★★ 4：25 絶 版 1975

GYW00079672 ホワイト・クリスマス ★★ 4：00 ¥13,300 輸入版 クリスマス

GYW00044602 マイ・ウェイ ★★★ 5：40 ¥13,300 輸入版 1974

GTW292620
マイ・フェア・レディ・メドレー
運がよければ〜踊りあかそう〜彼女のことで頭がいっぱい〜ステキじゃない〜君住む
街角

★★ 6：45 ¥16,000 販売中 1980

GTW259310 マカレナ〜トランペットとバンドのための ★★★ 5：40 ¥9,500 販売中 2004

G790350 マジック ★★★ 5：05 ¥12,000 オン・デマンド
出 版 1985

G795260 マシュ・ケ・ナダ ★★ 4：10 ¥23,000 オン・デマンド
出 版 1991

GTW01086603 また逢う日まで ★★ 3：00 ¥9,000 販売中 2011

マッカーサー・パーク 6：40 絶 版 1980

松田聖子ヒット・メドレー
ハートのイアリング〜赤いスイートピー〜Rock'n Rouge〜SWEET MEMORIES

7：45 絶 版 1985

GYW00079668 ママがサンタにキスをした ★★ 3：40 ¥11,200 輸入版 クリスマス

G790680 マンボ・ジャンボ ★★★ 4：20 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1993

GOD01088379 マンボNo.5 ★★★ 4：20 ¥20,000 オン・デマンド
出 版 1990

ミッシェル ★★★ 4：30 絶 版 1973

GYW00079691 メイム・メドレー
テーマ〜もし彼がやってきたら〜お月さまにすむ佳人〜新しい窓を開こう ★★ 6：10 ¥15.300 輸入版 1979

GTW01080553 メモリー 〜サクソフォンとバンドのための ★★★ 4：50 ¥20,000 販売中 NSB
スペシャル

GYW00062347 ユー･アー･ザ･サンシャイン・オヴ・マイ・ライフ 4：25 ¥11,200 輸入版 1975

GTW01085152 喜びの世界–Joy To The World ★★ 3：30 ¥11,000 販売中 2010

GYW00062341 ラ・クカラチャ ★★★ 7：10 ¥14,000 輸入版 1997

GTW01080482 ラ・パロマ〜情熱のラテン〜 ★★★ 5：30 ¥9,000 販売中 2006

GTW01088408 ラ・バンバ ★★ 4：20 ¥11,000 販売中 2012

G790440 ラプソディー･イン・ブルー ★★★★ 8：20 ¥12,000 オン・デマンド
出 版 1989

ルート 101 3：40 絶 版 1984

レッツ・ダンス 4：05 絶 版 1982

GTW01089098 ロッキーのテーマ ★★★ 4：50 ¥15,000 販売中 2007

ロックン・ロール・メドレー
ロック・アラウンド・ザ・ロック〜ハートブレーク・ホテル〜ダイアナ〜ハウンド・ドッ
ク

8：05 絶 版 1983

ニュー・サウンズ・イン・アンサンブル
GTW01089697 ムーン・リバー （金管8重奏＋オプション：リズム・セクション） ★★ 4:10 ¥3,000 販売中

GTW01089704 オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ
（木管8重奏＋オプション：リズム・セクション） ★★★ 4:40 ¥3,000 販売中

GTW01089705
ベニー・グッドマン・メドレー
その手はないよ〜エア・メイル・スペシャル〜メモリーズ・オブ・ユー〜フライング・ホーム

（混合管楽8重奏＋オプション：リズム・セクション）
★★★★ 6:40 ¥3,000 販売中

GTW01089708
サウンド・オブ・ミュージック・メドレー
サウンド・オブ・ミュージック〜マリア〜私の好きなもの〜2人の恋〜もうすぐ17才〜さ
よなら、ごきげんよう〜すべての山に登れ （ホルン4重奏）

★★★ 5:45 ¥2,500 販売中

GTW01089710
ジャン・ジャン・フォスター・メドレー
オー・スザンナ〜草競馬〜ケンタッキーの我が家〜バンジョーをかき鳴らせ〜金髪の
ジェニー〜故郷の人々〜オールド・ブラック・ジョー（金管5重奏）

★★ 3:05 ¥2,500 販売中

ヤマハ金管バンドシリーズ
GTW01089764 アフリカン・シンフォニー ★★★ ¥4,000 販売中

GTW01089762 エル・クンバンチェロ ★★★ ¥4,500 販売中

GTW01089763 ディズニーメドレー ★★★★ ¥4,000 販売中


