
CD
ピアノ伴奏カラオケCD付
Melody for Trumpet
トランペットで紡ぐこころの詩

全12曲 A4判 72p
定価：2,300円+税
編成：Tp & Pf、Tp solo

NHK復興支援ソング「花は咲く」や、Bank 
bandの歌でリバイバルヒットした中島みゆき
の「糸」などポップス・歌謡曲を中心に、トラン
ペット奏者に特に人気の高い、時代を超えて愛される名曲の数々を
集めました。

【曲目】花は咲く／糸／涙くんさよなら／デイドリーム・ビリーバー／空と大地の
中で／越冬つばめ／学生時代／雪の降る街を ／恋のバカンス／黄昏のビギン／
第三の男／椰子の実

トランペットのための映画音楽
Music in Cinema
For Trumpet vol.1

全14曲 A4判 72p
定価：2,000円+税
編成：Tp & Pf

いつの時代も色褪せることのない、映画音楽の
数々を集めたトランペット曲集です。
トランペットで吹きやすいようキーや奏法など
をアレンジしているので、映画好きなトランペット愛好家の方にピッ
タリな一冊。
全曲ピアノ伴奏譜付きで、発表会やイベントなど色々な場面で大い
に活躍するでしょう。
世代を超えて愛される名曲をトランペットで奏でてみませんか。

【曲目】追憶／エンターテイナー／ムーン・リバー／ジムノペディ第1番／アラウン
ド・ザ・ワールド／ローズ／愛のロマンス／イフ・ウィー・ホールド・オン・トゥゲザー
／シューベルトのアヴェ・マリア／オペラ「クセルクセス」よりラルゴ／カヴァティー
ナ／夢やぶれて／ガブリエルのオーボエ／ニューヨーク・シティ・セレナーデ

トランペットのための映画音楽
Music in Cinema
For Trumpet vol.2

全14曲 A4判 72p
定価：2,000円+税
編成：Tp & Pf

いつの時代も色褪せることのない、映画音楽の
数々を集めたトランペット曲集です。
トランペットで吹きやすいようキーや奏法など
をアレンジしているので、映画好きなトランペット愛好家の方にピッ
タリな一冊。
全曲ピアノ伴奏譜付きで、発表会やイベントなど色々な場面で大い
に活躍するでしょう。
世代を超えて愛される名曲をトランペットで奏でてみませんか。

【曲目】星に願いを／雨にぬれても／スタンド・バイ・ミー／埴生の宿／「ベルガマス
ク組曲」より月の光／愛と青春の旅立ち／ホフマンの舟歌／「カヴァレリア・ルスティ
カーナ」より 間奏曲／ロミオとジュリエット／茶色の小瓶／ピンク・パンサーのテー
マ／G線上のアリア／シェイプ・オブ・マイ・ハート／ニュー・シネマ・パラダイス

カラオケCD付
THE TRUMPET NUMBER 
Cool & Jazzy

全8曲 A4判 48p
定価：2,200円+税
編成:Tp

トランペットのメロディが印象的な曲や、トラ
ンペットで奏でてみたい、そんな曲を集めた曲
集。注目のインストジャズバンド「カルメラ」の
トランペット奏者、小林洋介氏によるアドリブ&メロディフェイクの
書き下ろし『ルパン三世のテーマ 2002Ver.』と『枯れ葉』収載。メ
ロディックかつハイテンションなアドリブソロを堪能いただけるこ
と請け合いです。初級者、中級者の方もじっくりと取り組める内容
です。

【曲目】傷だらけの天使／僕らの音楽／ Star Eyes ／ Confirmation ／
Everything Happens To Me／ Lotus Bloosom／ルパン三世のテーマ2002 
Ver. ／ Autumn Leaves

【コラム】
テンションって何!? ／ブルーノートスケールを覚えよう／ THE TRUMPET 
Great Disc Select 16

CD

CD
生ギター伴奏＆カラオケCD付
トランペット ヒットパレード vol.2

全14曲 A4判 44p
定価：2,200円+税
編成：Tp & Guit
ギター伴奏：矢萩秀明、矢萩 暁

昭和という時代に、ヒットした数々の歌謡曲。
人々の心の支えになっている曲も少なくないで
しょう。
1960～ 80年代の名曲を中心に、青春時代に聴いた懐かしの歌謡
曲をトランペットで楽しめます。また、生ギター伴奏CD付き！ ア
ナタの青春の思い出の曲を新しい魅力をトランペットで発見してみ
てはいかがでしょうか。

【曲目】五番街のマリーへ／ラヴ・イズ・オーヴァー／異邦人／太陽がくれた季節／
哀しみ本線日本海／聖母たちのララバイ／恋におちて-Fall in love- ／愛のまま
で…／雨の慕情／あなた／コーヒー・ルンバ／或る日突然／百万本のバラ／港が
見える丘

CD
生ギター伴奏＆カラオケCD付
トランペット ヒットパレード vol.1

全15曲 A4判 44p
定価：2,200円+税
編成：Tp & Guit
ギター伴奏：矢萩 暁

フルート、サックス、オカリナで好評いただい
たヒットパレード・シリーズに、トランペット版
がvol.1、vol.2同時に登場します。クオリティ
の高い生ギター伴奏は、聴けば思わずトランペットを奏でたくなる
ことでしょう。
中高年のトランペット愛好家に楽しんで使っていただけるのはもち
ろんですが、イベントや施設などでの演奏にも役立つ曲集です。歌
い甲斐のあるメロディで、古き良き昭和歌謡の世界を堪能してくだ
さい。

【曲目】君といつまでも／天使の誘惑／ブルー・ライト・ヨコハマ／神田川／襟裳岬
／シクラメンのかほり／木綿のハンカチーフ／愛のメモリー／氷雨／初恋／天城
越え／雪國／人生いろいろ／知床旅情／瀬戸の花嫁
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CD
伴奏カラオケCD付
楽しく吹ける トランペット名曲集
【改訂新版】～ソロ編

全15曲 A4判 56P（パート譜付）
定価：2,250円+税
編成：Tp & Pf

トランペット吹きなら誰もが知っている有名曲
をはじめ、クラシックの名曲も網羅したカラオ
ケ伴奏CD付きのトランペット曲集です。「伴奏
付きで演奏したいけれど、伴奏者がいない……」という方や「はじめ
てトランペットでソロに挑戦してみたい」という初心者の方にもお
すすめ。

【曲目】トランペット・ヴォランタリー／トランペット吹きの子守歌／ブーレ／夢の
あとに／ヴォカリーズ／アヴェ・ヴェルム・コルプス／G線上のアリア／別れの曲
／ジュ・トゥ・ヴ／歌の翼に／フニクリ・フニクラ／ハトと少年（映画「天空の城ラ
ピュタ」より／イエスタデイ・ワンスモア／スター・ダスト／80日間世界一周（映
画「80日間世界一周」より）

CD
演奏＆両パート対応カラオケCD付
楽しく吹ける トランペット名曲集
【改訂新版】～デュオ編～vol.2

全25曲 A4判 32p
定価：2,250円+税
編成：2Tp
演奏：閏間健太

世界の民謡を中心にセレクトした人気のトラン
ペット曲集「たのしいトランペットデュエット
名曲集」。初心者にもやさしいレベルの曲ばかりですので、これか
らトランペットをはじめる新入生の方にもお勧めできます。付属の
CDには1曲ごとに模範演奏、1st抜き、2nd抜きとそれぞれ音源が
収録されております。

【曲目】子守歌（タウベルト）／ガヴォット（ヘンデル）／夜のワルツ（シューベルト）
／希望のささやき（ホーソン）／美しいドリーナ（ウェーバー）／エアー（パーセル）
／カンタータより（J.S.バッハ）／ファンファーレ（エガー）／シャコンヌ（パーセ
ル）／シチリアーノ（パーセル）／ポロネーズ（ノード）／モーメント・ミュージカ
ル（シューベルト）／サラバンド（シェドゥヴィーユ）／サラバンド（クロフト）／ブー
レ（クリーガー）／サラバンド（パーセル）／メヌエット（作曲者不明）／メヌエッ
ト（モーツァルト）／メヌエット（モーツァルト）／トランペット・チューン（クロフ
ト）／トランペット・チューン（パーセル）／マーチ（ヘンデル）／マーチ（ルハイン）
／メロディー（作曲者不明）／タンツ（モーツァルト）

CD
演奏＆両パート対応カラオケCD付
楽しく吹ける トランペット名曲集
【改訂新版】～デュオ編～vol.1

全25曲 A4判 32p
定価：2,250円+税
編成：2Tp
演奏：閏間健太

世界の民謡を中心にセレクトした人気のトラン
ペット曲集「たのしいトランペットデュエット
名曲集」。初心者にもやさしいレベルの曲ばかりですので、これか
らトランペットをはじめる新入生の方にもお勧めできます。付属の
CDには1曲ごとに模範演奏、1st抜き、2nd抜きとそれぞれ音源が
収録されておりますので、ソロもしくはパートごとの練習にも最適
の1冊です。

【曲目】さよなら／ジョイフルダンス／茶色の小瓶／小鳥の結婚式／たのしい夜／
お祝いしましょう／星の光／プティ・パパ／僧院の庭／鐘／ジプシーの歌／自転
車／フレール・ジャック／雪の踊り／まつり日／マルブルーの歌／古城／過ぎにし
春／Sitztekiois Vogeri（ドイツ民謡）／あこがれ／古いフランスのうた／舟歌
／追憶／ストドラ・パンパ／故郷を離るる歌

CD
ピアノ伴奏カラオケCD付
トランペットで楽しむ
スタジオジブリバラードコレクション

全12曲 A4判 60p（パート譜付） 
定価：2,300円+税
編成：Tp & Pf

トランペットにピッタリなバラード曲をメイン
に選曲しました。テンポの速い曲は難しいとい
う初心者でも演奏しやすいアレンジになってい
ます。新たな“ジブリもの"としてトランペット奏者必携の1冊とな
ることでしょう。

【曲目】風の通り道（『となりのトトロ』より）／君をのせて（『天空の城ラピュタ』
より）／もののけ姫（『もののけ姫』より）／海のおかあさん（『崖の上のポニョ』
より）／ひこうき雲（『風立ちぬ』より）／やさしさに包まれたなら（『魔女の宅急
便』より）／海の見える街（『魔女の宅急便』より）／テルーの唄（『ゲド戦記』より）
／人生のメリーゴーランド（『ハウルの動く城』より）／Arrietty's Song（『借り
ぐらしのアリエッティ』より）/さよならの夏（『コクリコ坂から』より／いのちの
名前（『千と千尋の神隠し』より）

CD
カラオケ伴奏CD付
これから君もトランペッター！
POPS編

全20曲 A4判 48p
定価：2,250円+税
編成:Tp

「トランペットで演奏したい曲があるけれど、音
域が高くて難しい……」「伴奏付きで演奏した
いけれど、伴奏者がいない……」。そんな悩み
を解決するために選曲、構成したカラオケCD付きトランペット曲
集です。すべての曲で音域や難易度の違う2つのバージョン（カンタ
ンver. ／グレードアップver.）を掲載。

【曲目】さんぽ／となりのトトロ／崖の上のポニョ／ミッキーマウス・マーチ／ハッ
ピー・バースデイ／聖者の行進／茶色の小瓶／アメージング・グレイス／ジングル・
ベル／ウィンター・ワンダーランド／旅立ちの日に／BELIEVE／ハトと少年／う
らら・イン・ザ・スカイ／君をのせて／勇気100%／ありがとう／3 月9 日／北
の国から ─ 遙かなる大地より─／「名探偵コナン」メイン・テーマ
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友だちと仲間と
楽しく吹ける
トロンボーン・デュオ

全20曲 A4判 56p
定価：2,250円+税 
編成：2Tb
編曲：石毛里佳／加藤新平／黒田賢一
／小谷有人／藤田哲志／山本和哉

楽しみながら自然とアンサンブル力が付くよう
に、クラシックから人気の高いアニメソングなど、全20曲を初級編・
中級編に分け、厳選した美味しいメロディを抜き出し、比較的簡単
にアレンジしました。テナートロンボーン、テナーバストロンボーン
のどちらでも演奏できますので、名曲、人気曲を気軽に楽しんでい
ただけます。

【曲目】 初級編：少年時代／上を向いて歩こう／いのちの記憶／花は咲く／風のと
おり道 ／ Tea For Two ／ Smile（映画「モダン・タイムス」より）／シチリアー
ナ ～リュートのための古代舞曲とアリア 第3集より／目覚めよと呼ぶ声あり 
BWV645／星に願いを

中級編：ピカデリー／亡き王女のためのパヴァーヌ／希望と栄光の国（「威風堂々」
より）／Moonlight Serenade ／ Stardust ／ ONE LOVE ／ OMENS OF 
LOVE／ルパン三世のテーマ’78／ LET IT GO ／紅蓮の弓矢

我ら、バリチューアンサンブル！

全10曲 A4判 136p
定価：2,500円+税
編成：2Euph + Tuba、2Euph+2Tuba
編曲：石毛里佳／加藤新平／足立正／小谷有人

ユーフォニアム&チューバのアンサンブル（通称:
バリチュー）は、学生や社会人を問わず人気の
アンサンブル。吹奏楽界で人気の編曲者による
アレンジは、試奏した奏者からも「面白い!」と絶賛! 楽曲もクラシッ
クだけでなく、ジャズやアニメまで幅広く選曲しているので演奏会
でも使えます！ 編成はカルテットだけでなくトリオも掲載。

【曲目】
Trio （2Euph + Tuba）： スラヴ舞曲第10番 ～「スラヴ舞曲集 第２集」より
／人生のメリーゴーランド（「ハウルの動く城」より）／花は咲く（菅野よう子） 

Quartet （2Euph+2Tuba）:組曲「展覧会の絵」より『プロムナード』／ミッキー
マウス・マーチ／ピンクパンサーのテーマ／The Waltzing Cat（L.アンダーソン）
／Decisive Battle（「新世紀エヴァンゲリオン」より）／キャラバンの到着 （映
画「ロシュルフォールの恋人たち」より）／The Chicken（A.エリス）

※本紙での掲載順序とは異なります。

気分で吹いちゃう バリチューDuo 

全41曲 A4判 112p
定価：2,400円+税
編成：Duo（Euph & Tuba）

人気の「気分で吹いちゃう」シリーズにバリ
チュー版が登場！『喜怒哀楽』をテーマに、気分
（感情）を6つのカテゴリーに分け、各カテゴリー 
に合う曲を選びました。“定番曲”と呼べる曲ば
かりなので、オールシーズン、オールシチュエーションで使える人気の
楽譜シリーズです。

【曲目】フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン／虹の彼方に／星に願いを／レフト・アローン
／サマータイム／ハバネラ～歌劇「カルメン」より／ Jupiter ／風のとおり道／亜
麻色の髪の乙女／もみの木／川の流れのように／花は咲く／G線上のアリア／
誰も寝てはならぬ～歌劇「トゥーランドット」より／間奏曲～歌劇「カヴァレリア・
ルスティカーナ」より／シチリアーナ～「リュートのための古風な舞曲とアリア」
より／晴れたらいいね～ NHK 連続テレビ小説「ひらり」より／ひいらぎかざろ
う／第三の男／エンターテイナー／茶色の小瓶／シンコペーテッド・クロック／メ
ヌエット BWV Anh.114／にじいろ～ NHK 連続テレビ小説「花子とアン」よ
り／One Love ／魅惑のワルツ／すずらん～ NHK 連続テレビ小説「すずらん」
より／ひまわりの約束／少年時代／上を向いて歩こう／グノシエンヌ第1番／見
上げてごらん夜の星を／ジングルベル／おめでとうクリスマス／シューベルトの
子守歌／オーメンズ・オブ・ラブ／さくらんぼ／Gonna Fly Now ～映画「ロッキー」
のテーマ／ルパン三世のテーマ’78／ピンクパンサーのテーマ／ウィンター・ワン
ダーランド

CD
伴奏カラオケCD付
これから君も
ユーフォ吹き&チューバ吹き！
POPS編

全22曲 A4判 56p
定価：2,250円+税
編成：Solo、Duo（Euph & Tuba）

一人で曲を吹いてみたい。聴き慣れたポップス
をカラオケにノッて楽しく吹いてみましょう！ 初心者の方にも無理
なく演奏できるキーと音域です。また、ユーフォニアム用、チューバ
用の楽譜をそれぞれ掲載しています。また、ユーフォニアム&チュー
バの2重奏曲も4曲掲載。（＊デュオ曲は『旅立ちの日に』のみカラオケ音源
はあり）

【曲目】Solo：さんぽ／となりのトトロ／ハトと少年／ミッキーマウス・マーチ／ハッ
ピー・バースディ／聖者の行進／茶色の小瓶／アメージング・グレイス／ジングル・
ベル／ウィンター・ワンダーランド／ルパン三世のテーマ／BELIEVE ／君をのせ
て／北の国から－遙かなる大地より－／勇気100%／ありがとう／3月9日／
「名探偵コナン」メイン・テーマ
Duo：旅立ちの日に／愛唄／小さな恋のうた／炎と森のカーニバル
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