CLARINET SOLO
Solo

CD

Solo

ピアノ伴奏カラオケ CD 付

Love Ballade for Clarinet

THE CLARINET NUMBER
Cool & Jazzy

［J-POP バラード］

全8曲 A4判 44p
ジャズトリオカラオケ伴奏 CD 付
定価：2,200円 + 税
演奏協力：辻本美博

全10曲 A4判 72p（パート譜付）
定価：2,200円 + 税
クラリネット愛好家 の た め の ラヴ・バラード集。
ピアノ伴奏譜とカラオケ音源 CD も付属している
ので、ウェディングやイベント、発表会やアンコー
ル曲など大事な場面で、重宝するバラード集としてまとめられています。

い ま 最 も 注目 の インストジャズバンド
「 カルメ
ラ」
の辻本美博氏によるアドリブ&メロディフェ
イク書き下ろしも収載。メロディックでハイテンションなアドリブ
ソロを堪能いただけることでしょう。よく耳にするキャッチーなメ
ロディのラインナップは、ライブや演奏会、発表会などでリスナー受
けすること間違いなしの一冊です。

【曲目】恋（星野 源）／ひまわりの約束（秦 基博）／糸（中島みゆき）／ 365日（Mr.
Children）／小さな恋のうた（JUJU）／家族になろうよ（福山雅治）／やさし
さで溢れるように（JUJU）／花束のかわりにメロディーを（清水翔太）／果て
なく続くストーリー（MISIA）／ Wherever you are（ONE OK ROCK）

Solo

CD

カラオケ CD 付

【曲目】傷だらけの天使／ Just the way you are ／ Lately ／ Blue bossa
／ You'd be so nice to come home to ／ Lullaby of Bird Land ／
Desafinado ／ Libertango
【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

CD

Solo

CD

ピアノ伴奏カラオケ CD 付

ピアノ伴奏カラオケ CD 付

クラリネットで吹く 朝ドラ

クラリネットで吹く 朝ドラ vol.2

全14曲 A4判 72p（パート譜付）
定価：2,400円 + 税

全12曲 A4判 60p（パート譜付）
定価：2,400円 + 税

NHK 連続テレビ小説（通称「朝ドラ」
）で起用さ
れ話題になった楽曲をクラリネットとピアノの
編成でアレンジ。ユーミンの代表曲
『春よ、
来い』
や、大ヒットドラマ
「あまちゃん」のメインテー
マから、大島ミチルが作曲を手がけた『風笛』
、
AKB48が歌い話題になった『365日の紙飛行機』まで、年代を問わ
ず時代を超えて愛されてきた「朝ドラ」の名曲の数々がクラリネット
の新しいアレンジでよみがえります。

好評の『クラリネットで吹く朝ドラ』の第2弾が
発売決定です。NHK 連続テレビ小説（通称「朝
ドラ」
）で起用された楽曲を集め、定番曲でもあ
るドリカムの『晴れたらいいね』や、インスト曲
として名高い『あぐり』の「素晴らしき日々へ」
、
2018年上期放映の「半分、青い。
」
の主題歌として話題の星野源『ア
イデア』まで収録！
時代を超えて愛される名曲の数々が、ピアノ伴奏 CD 付きクラリネッ
トのアレンジでよみがえります。

【曲目】おしん／春よ、来い（松任谷由実）／素晴らしき日々へ／風笛 〜あすかの
テーマ／ Best Friend（Kiroro）／君を信じて／ SAKURA ／名前のない空を見
上げて（MISIA）／ひまわり／あまちゃん オープニングテーマ／雨のち晴レルヤ
（ゆず）／麦の唄（中島みゆき）／ 365日の紙飛行機（AKB48）／花束を君に（宇
多田ヒカル）

【曲目】晴れたらいいね（DREAMS COME TRUE）／こころ／ブルースカイ・ブ
ルー／ The Wonder Years 〜あの素晴らしき歳月に〜／瞳メインテーマ／おひ
さま〜大切なあなたへ〜 ／にじいろ（絢香）／希空〜まれぞら〜／べっぴんさん
テーマ／若い広場（桑田佳祐）／明日はどこから（松たか子）／アイデア
（星野源）

Solo

Solo

ソロ曲集

ソロ曲集

楽しく吹ける
クラリネット名曲30選 vol.1

楽しく吹ける
クラリネット名曲30選 vol.2

全30曲 A4判 96p（パート譜付）
定価：1,600円 + 税

全30曲 A4判 120p（パート譜付）
定価：1,630円 + 税

クラシックの 名曲 の 数 々 か ら、30人 の 作曲家
による作品を1曲ずつ集めました。耳なじみの
ある曲ばかりなので、少人数の集まりや演奏会、
いろいろなシーンで活躍します。クラリネット
吹きに送る、気軽にクラシックを楽しむ曲集です。

誰もが耳にしたことのある名曲から、管楽器で
は演奏される機会の少ない多いイタリア歌曲の
名曲 ま で、クラリネットに ぴった り な30曲 を
厳選しています。サロンコンサートや発表会な
ど、いろいろなシーンで活躍するこの曲集は、すべてのクラリネット
奏者にオススメの一冊です。

【曲目】クラリネットポルカ（ポーランド民謡）／ G 線上のアリア
（J.S. バッハ）／
ラルゴ（歌劇「クセルクセス」より）
（F. ヘンデル）／ハイドンのセレナーデ（R. ホー
フシュテッター）／ガヴォット（F.J.ゴセック）／アヴェ・ヴェルム・コルプス
（W.A. モーツァルト）／メヌエット
（L.v. ベートーヴェン）
／アヴェ・マリア
（F. シュー
ベルト）／トロイメライ（R. シューマン）／メヌエット
（L. ボッケリーニ）／春の
歌（F. メンデルスゾーン）／別れの曲（F. ショパン）／愛の夢 第3番（F. リスト）
／白鳥（C. サン = サーンス）／ハバネラ
（歌劇「カルメン」より）
（G. ビゼー）／ア
ヴェ・マリア（J.S. バッハ =C.F. グノー）／感傷的なワルツ
（P.I. チャイコフスキー）
／タイスの冥想曲（J. マスネ）／ソルヴェーグの歌「ペールギュント組曲 第２番」
より（E. グリーグ）／ユモレスク（A. ドヴォルザーク）／インドの歌（N. リムスキー
= コルサコフ）／シシリエンヌ（G. フォーレ）／マドリガル（A. シモネッティ）／
金婚式（G. マリー）／愛の挨拶（E. エルガー）／誰も寝てはならぬ（歌劇「トゥー
ランドット」より）
（G. プッチーニ）／亜麻色の髪の乙女（C. ドビュッシー）／間
奏曲（オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」より）
（P. マスカーニ）／ジムノペディ
第１番（E. サティ）／シチリアーナ
（O. レスピーギ）

【曲目】アヴェ・マリア
（G. カッチーニ）
／シチリアーノ
（J.S. バッハ）
／バディネリ
（管
弦楽組曲第2 番ロ短調より）
（J.S. バッハ）／シャコンヌ
（J.S. バッハ）／ジャニー
タ
（W. ポップ）／愛の喜びは（J.P. マルティーニ）／メヌエット
（アルルの女 第2
組曲より）
（G. ビゼー）／アリオーゾ
（J.S. バッハ）／ポロネーズ
（管弦楽組曲第2
番ロ短調より）／ J.S. バッハ／彼の優しい声が（歌劇「ランメルモールのルチア」
より）
（G. ドニゼッティ／鳥の歌（カタルーニャ民謡）／朝（組曲「ペールギュント」
より第1番）
（E.H. グリーグ）／チャルダーシュ（V. モンティ）／ノクターン
（F. ショ
パン）／パッヘルベルのカノン
（J. パッヘルベル）／きよしこの夜（F.X. グルーバー）
／子守歌（G. フォーレ）／古城（組曲「展覧会の絵」より）
（M.P. ムソルグスキー）
／時の踊り（歌劇「ラ・ジョコンダ」
より）
（A. ポンキエッリ）／メヌエット
（アンナ・
マグダレーナ・バッハの音楽帳より）
（J.S. バッハ）／パヴァーヌ op.50（G. フォー
レ）／最後の歌（F.P. トスティ）／フニクリ・フニクラ
（L. デンツァ）／タンゴ
（I. ア
ルベニス）／夢のあとに（G. フォーレ）／ロマンツァ〜歌劇「愛の妙薬」
より（G. ド
ニゼッティ）／ヴォカリーズ
（S. ラフマニノフ）／私のお父さん（歌劇「ジャンニ・
スキッキ」
より）
（G.プッチーニ）
／夢
（C.ドビュッシー）
／小舟にて
（C.ドビュッシー）
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CLARINET SOLO
Solo

CD

Solo

CD

演奏＆ピアノ伴奏カラオケ CD 付

演奏＆ピアノ伴奏カラオケ CD 付

クラリネット名曲選
VOL.1（改訂新版）

クラリネット名曲選
VOL.2（改訂新版）

演奏：黒尾文恵（Cl）
、出羽真理（Pf）
全8曲 A4判 32p（パート譜付）
定価：2,250円 + 税

演奏：大浦綾子（Cl）
、出羽真理（Pf）
全8曲 A4判 36p（パート譜付）
定価：2,250円 + 税

クラシックの名曲の中から、クラリネットで演
奏しやすくオイシイ作品をピックアップした曲
集が、装いを新たに登場です。
添付 CD の模範演奏は東京フィルハーモニー交響楽団で活躍中の黒
尾文恵さん。練習や演奏用としてだけでなく、リスニング用として
もお楽しみいただけます。
「クラシックは難しそう……」と敬遠せず
に気軽に手にしていただきたい曲集です。

vol.1に引き続き、皆様に親しまれているクラ
シックの名曲を集めました。結婚式やパーティ、
発表会、演奏会に限らず、お友達との気軽なア
ンサンブルなど、いろいろなシーンで演奏できる曲ばかりです。
模範演奏は東京佼成ウインドオーケストラなどで活躍中の大浦綾子
さんです。
【曲目】
ガヴォット
（ゴセック）／ユーモレスク
（ドヴォルザーク）／子守歌（ケーラー）
／シシリエンヌ
（フォーレ）／セレナーデ
（ドリーゴ）／トロイメライ
（シューマン）
／マドリガル
（シモネッティ）／感傷的なワルツ
（チャイコフスキー）

【曲目】セレナーデ（ハイドン）／メヌエット
（ベートーヴェン）／メヌエット
「アン
ナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳」より（バッハ）／セレナーデ
（シューベルト）／
タイスの瞑想曲（マスネ）／金婚式（マリー）／シチリアーノ
（バッハ）／愛のあ
いさつ（エルガー）

Solo

Solo

テナーサックス、クラリネットで優美なクラシック

クラリネットで吹きたい

THE CLASSICS

スタジオジブリシネマセレクション

全16曲 A4判 64p
定価：¥2,000円 + 税
初級・中級編

全20曲 A4判 104p（パート譜付）
定価：2,400円 + 税
初級・中級編

バロック〜フランス近代までのクラシック名曲
の数々をアレンジしました。演奏レベルは初心
者 〜 中級者向 け。 発表会 や アンコールピース、
普段の練習になどお使いいただける曲集です。
Bb譜でクラリネットでもテナーサックスでも演奏できます。

「天空の城ラピュタ」
から
「借りぐらしのアリエッ
ティ」までクラリネットで吹きたい曲ばかりを
収録しました。サウンドに迫力を出したいとき
は、オプショナルパートを 追加 す る と、そ れ ぞ
れの作品のスケール感やハーモニーが楽しめます。

【曲目】無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007より プレリュード（J.S.バッ
ハ）／ G 線上のアリア 管弦楽組曲 BWV1068 第3番（J.S. バッハ）／ラルゴ
（G.F. ヘンデル）／ピアノソナタ第8番「悲愴」 第2楽章（L.v. ベートーヴェン）／
ヴェニスのゴンドラの歌（F. メンデルスゾーン）／間奏曲［歌劇「カルメン」より］
（G. ビゼー）／古城［組曲「展覧会の絵」より］
（M. ムソルグスキー）／白鳥（C. サ
ン = サーンス）／夢のあとに（G. フォーレ）
／シシリエンヌ（G. フォーレ）
／パヴァー
ヌ op.50（G. フォーレ）／マドリガル
（A. シモネッティ）／間奏曲［歌劇「カヴァ
レリア・ルスティカーナ」より］
（P. マスカーニ）／タンゴ
（I. アルベニス）／月の光
［
「ベルガマスク組曲」第3曲］
（C. ドビュッシー）／ヴォカリーズ
（S. ラフマニノフ）

【曲目】崖の上のポニョ／海のおかあさん／マルコとジーナのテーマ／時には昔の
話を／テルーの唄／あの夏へ／いつも何度でも／君をのせて／天空の城ラピュタ
／人生のメリーゴーランド／さんぽ／風の通り道／となりのトトロ／風の丘／や
さしさに包まれたなら／ルージュの伝言／もののけ姫／アシタカせっ記エンディ
ング／カントリー・ロード／ ARRIETTY'S SONG

Solo

Solo or Ensemble

The Clarinet Select

The Clarinet Select

SCREEN MUSIC FOR CLARINET
vol.1

SCREEN MUSIC FOR CLARINET
vol.2

全23曲 A4判 80p（パート譜付）
定価：1,800円 + 税
初級・中級編

全20曲 A4判 72p（パート譜付）
定価：2,200円 + 税
初級・中級編

物語とともに私たちの心に残る映画音楽から
23曲の名曲をセレクトしました。
クラリネットの甘い音色で奏でれば、思い出の
シーンと感動が蘇ってくることでしょう。

人気の映画音楽を一冊にまとめた「SCREEN
MUSIC for CLARINET」
の第2弾。ストーリー
に重ね合わせながら、美しい音色を紡ぎ出して
いきましょう。

【曲目】ムーン・リバー／雨にぬれても／ロミオとジュリエット／もののけ姫／追憶
／愛のロマンス／サウンド・オブ・サイレンス／ピアノ協奏曲 第21番（モーツァル
ト）／ノクターン（ショパン）／グリーン・スリーブス／アニー・ローリー／茶色の
小瓶／埴生の宿／テキサスの黄色いバラ／新世界より 第2楽章〜ラルゴ／トロイ
メライ／ジムノペディ 第1番／時の踊り／ラルゴ〜「クセルクセス」より（ヘンデ
ル）
／夢／アダージョ
（アルビノーニ）
／カノン／レクイエムより ラクリモーサ（モー
ツァルト）

【曲目】
［Cl&Pf］
アヴェ・マリア
（カッチーニ）／シャコンヌ
（J.S. バッハ）／シンド
ラーのリスト／ピアノソナタ第8番ハ短調《悲愴》第2楽章／ランメルモールのル
チア／私のお気に入り／シェープ・オブ・マイ・ハート／テルーの唄／東京にもあっ
たんだ ［2Cl］
エンターティナー／バディネリ 管弦楽組曲第2番 BWV1067よ
り／黄色いリボン／アダージョ ［2Cl&Pf］
アリス・イン・ワンダーランド ［3Cl］
ビビディ・バビディ・ブー ［4Cl］月の光／「おくりびと」
イメージソング／シャル・
ウィ・ダンス ? ／「エニグマ」変奏曲より第9変奏─ニムロッド ［B.Cl&Pf］
ピン
クパンサーのテーマ
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CLARINET SOLO
Solo

CD

Solo

CD

CD 付

CD 付

CLARINET MELODY BOOK
vol.1

CLARINET MELODY BOOK
vol.2

CINEMA & CLASSIC

JAZZ STANDARD & JAPANESE POPS

全34曲 A4判 72p
サンプリングカラオケ音源 CD 付
定価：2,000円 + 税
コードネーム付 C メロ譜（パート譜付）
初級編

全34曲 A4判 72p
サンプリングカラオケ音源 CD 付
定価：2,000円 + 税
コードネーム付 C メロ譜（パート譜付）
初級編

1巻は映画音楽19曲とクラシック音楽15曲。音楽の雰囲気を参考
演奏 CD で確認して練習できるほか、付属 CD をマイナスワンとして
活用することで充分に曲を楽しむことができます。

2巻 は ジャズ・スタンダード15曲 と ジャパニーズ・ポップス19曲。
本書を活用し、気軽に名曲をお楽しみください。
【曲目】
〈JAZZ STANDARD〉
アイ・ガット・リズム／アニー・ローリー／イン・ザ・ムード／ A 列車で行こう／エン
ターテイナー／ オーラ・リー／枯葉／子象の行進／サマータイム／スターダスト／
聖者の行進／ダニー・ボーイ／テイクファイブ／マイ・ボニー／やさしき伴侶を

【曲目】
〈CINEMA〉
愛と青春の旅立ち／愛のロマンス／いつも何度でも／煙が目にしみる／サウンド・
オブ・サイレンス／さんぽ／スタンド・バイ・ミー／茶色の小瓶／となりのトトロ
／虹の彼方に／ニューシネマパラダイス／美女と野獣／ピンクパンサーのテーマ
／星に願いを／魅惑のワルツ／ムーンライト・セレナーデ／ムーン・リバー／もの
のけ姫／ルパン3世のテーマ

〈JAPANESE POPS〉
I Love You ／あの鐘を鳴らすのはあなた／いい日旅立ち／いとしのエリー／上
を向いて歩こう／思いがかさなるその前に…／川の流れのように／君がいるだ
けで／秋桜／この広い野原いっぱい／さくら（独唱）／サボテンの花／少年時代
／昴／世界に一つだけの花／ 遠くへ行きたい／涙そうそう／瞳をとじて／見上
げてごらん夜の星を

〈CLASSIC〉
愛の挨拶／アヴェ・ヴェルム・コルブス／いつくしみ深き／乾杯の歌（椿姫より）
／ G 線上のアリア／シチリアーノ（フォーレ）／ジムノペディ第1番／シャコンヌ
ニ短調／ジュ・トゥ・ヴ／「タイス」
の瞑想曲／白鳥（動物の謝肉祭より）／木星（組
曲「惑星」より）／夢のあとに／ユモレスク／「ロザムンデ」第3幕への間奏曲

Solo

CD

CD 付

【曲目】
〈FAVORITE SONGS〉
赤い河の谷間／アメージング・グレイス／エーデルワイス／オー・シャンゼリゼ／オー・
ソレ・ミオ／帰れソレントへ／カントリー・ロード／グリーンスリーブス／シェルブー
ルの雨傘／シング・シング・シング／シンコペーテッド・クロック／マイ・ウェイ／ラ
ヴァーズ・コンチェルト／ラプソディー・イン・ブルー／私を野球に連れてって

CLARINET MELODY BOOK
vol.3
FAVORITE SONGS & CEREMONY&SEASON

全34曲 A4判 72p
サンプリングカラオケ音源 CD 付
定価：2,200円 + 税
コードネーム付 C メロ譜（パート譜付）
初級編

〈CEREMONY&SEASON〉
愛の夢第3番／アヴェ・マリア
（グノー）／贈る言葉／オンブラ・マイ・フ／結婚行
進曲（メンデルスゾーン）／金婚式／旅立ちの日に／翼をください／ドナウ川の
さざなみ／ハッピー・バースデイ／めぐり逢い／ロマンス第2番／私のお父さん／
ウィンター・ワンダーランド／クリスマス・ソング／ Summer ／そりすべり／春
の歌／ハレルヤ

3巻はフェイバリット・ソングス15曲とセレモニー＆シーズン19曲。
本書を活用し、気軽に名曲をお楽しみください。
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CLARINET DUO & QUARTET
オールシーズン・オールシチュエーションで使える曲集

世界の名曲をクラリネット・デュオで味わう

気分で吹いちゃう クラリネット Duo

やさしいクラリネットデュオ
スタンダード編

全40曲 A4判 104p
定価：2,400円 + 税

全80曲 A4判 92p
定価：2,400円 + 税
初級編

人気 の「気分 で 吹 い ちゃう」シリーズに クラリ
ネット版 が 登場！『 喜怒哀楽 』を テーマに8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。各曲に
「気分度」
メーターと
「難易度」
を記載し、初心者も楽しみながら演奏できます。

誰もが一度は聴いたことのあるメロディばかり
80曲を集めました。やさしく馴染みの深い曲
をデュエットにアレンジ。ちょっとした演奏の
場でも友だち同士で楽しく演奏できます。

【曲目】
《心弾む》クラリネットをこわしちゃった／虹の彼方に／サンタが街にやっ
てくる／雨に濡れても／シンコペーテッド・クロック
《胸キュン》春よ、来い／魅惑のワルツ／いつでも夢を／さくらんぼ／ハナミズキ
《気分転換》TEA FOR TWO ／貴婦人の乗馬 〜「ブルグミュラー 25の練習曲」
より／イパネマの娘／ガヴォットとロンド BWV1006 ／エンターテイナー
《癒し》間奏曲 〜歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より／ G 線上のアリア／主
よ、人の望みの喜びよ／シューベルトのアヴェ・マリア／エトピリカ
《泣ける》見上げてごらん夜の星を／サラバンド／なごり雪／ポロネーズ〜「管弦
楽組曲 第2番 ロ短調」より／グノシエンヌ 第1番
《ノスタルジー》シェナンドー／夏の思い出／紅葉／ secret base 〜君がくれた
もの〜／子守唄
《ハッピー》ありがとう／ウィンター・ワンダーランド／子象の行進／アメイジング・
グレイス 〜ゴスペル風／もみの木
《盛り上がろう》乾杯の歌 〜歌劇「椿姫」より／オー・ソレ・ミオ／千本桜／ジング
ル・ベル／ラデツキー行進曲

【曲目】ちいさい秋みつけた／夏の思い出／椰子の実／早春賦／からたちの花／待ちぼ
うけ／この道／赤とんぼ／ふるさと／春の小川／さくらさくら／荒城の月／お正月／
波浮の港／五木の子守歌／木曽節／中国地方の子守歌／こきりこ節／ソーラン節／ほた
るこい／アリラン／トロイカ／黒い瞳／ともしび／ステンカ・ラージン／カリンカ／オー
ラ・リー／峠の我が家／リオ・グランデ／赤い河の谷間／聖者の行進／茶色の小瓶／わら
の中の七面鳥／庭の千草／ロンドンデリーの歌／アニー・ローリー／ひいらぎかざろう
／故郷を離るる歌／別れ／望郷／オー・ソレ・ミオ／サンタ・ルチア／ちょうちょう／安
かれ、我が心よ／シェリト・リンド／アロハ・オエ／コンドルは飛んでいく／ガヴォット
／主よ人の望みの喜びよ／もう飛ぶまいぞ、この蝶々／恋の悩み知る君は／ラルゴ／モー
ツァルトの子守歌／ブラームスの子守歌／シューベルトの子守歌／菩提樹／鱒／野ばら
（シューベルト）／野ばら（ウェルナー）／月の光に／シチリアーナ／歌の翼に／愛の挨
拶／婚礼の合唱／悲しき天使／メリー・ウィドウ・ワルツ／旅愁／ロング・ロング・アゴー
／枯葉／埴生の宿／フニクリ・フニクラ／舟歌／ハッピー・バースデイ／夢路より／オー・
スザンナ／スワニー河／ケンタッキーの我が家／聖夜／諸人こぞりて／ジングル・ベル

クラ☆カル

カルテット曲集

クラリネット 4人でスウィング！

クラリネットカルテットで吹くポップス BEST VOL.1

演奏 / 監修：編曲：花岡詠二、鈴木直樹
全4曲 A4判 80p
定価：2,400円 + 税

全3曲 A4判 24p（パート譜付）
定価：2,000円 + 税
初級・中級編

日本 を 代表 す る ジャズクラリネットプレイヤー
花岡詠二氏と鈴木直樹氏のアレンジで、スウィ
ング・ジャズのアンサンブル曲集が遂に完成！
初心者からスウィング・ジャズ愛好家の方まで、
ジャズの魅力を存分に楽しめる一冊です。

クラリネットカルテット、通称 クラカル の 四
重奏で人気のポップスを集めました。この楽譜
の特徴はスコア譜と各パートごとの小冊子とい
う構成で、各パート別にはがすことができるの
で大変便利です。

【曲目】Moonlight Serenade（グレン・ミラー 作曲／鈴木直樹 編曲）／ In the
Mood
（ショー・ガーランド 作曲／鈴木直樹 編曲）
／ Tea For Two
（ヴィンセント・
ユーマンス 作曲／花岡詠二 編曲）／鈴懸の径（灰田有紀彦 作曲／花岡詠二（ピー
ナッツ・ハッコー）編曲）

【曲目】SAKURA（4BbCl）／ Monster（3Bb&Bass Cl）／ Hey 和（3Bb&Bass Cl）
※Bass Cl は BbCl に持ち替え可能

クラ☆カル

クラ☆カル

クラリネットカルテットで吹くポップス BEST VOL.2

クラリネットカルテットで吹くポップス BEST VOL.3
卒業ソング編

全3曲 A4判 16p（パート譜付）
定価：2,000円 + 税
初級・中級編

全3曲 A4判 16p（パート譜付）
定価：2,000円 + 税
初級・中級編

人気の クラカル シリーズ第2弾。人気の高い
バンド系 J-pop をクラリネットで思いっきり盛
り上がろう！

人気の クラカル シリーズ第3弾。卒業シーズ
ンにピッタリな曲で、お世話になった先輩方に
感謝の気持ちとエールを送ろう！

【曲目】
キセキ（4BbCl）／友達の唄（3Bb&Bass Cl）
／ Over the Rain 〜ひかり
の橋〜（3Bb&Bass Cl）
※Bass Cl は BbCl に持ち替え可能

【曲目】桜の栞／ 3月9日／ YELL
※ 編成はすべて4BbCl

クラ☆カル

クラ☆カル

全3曲 A4判 24p（パート譜付）
定価：2,000円 + 税
初級・中級編

全3曲 A4判 24p（パート譜付）
定価：2,000円 + 税
初級・中級編

人気の クラカル シリーズ第4弾。新入生歓迎
会 シーズンに オススメの3曲 で、新歓 イベント
はこれでキマリ！

人気の クラカル シリーズ第5弾。アップテンポ
で盛り上がるイベントソング3曲を集めました。

クラリネットカルテットで吹くポップス BEST VOL.4
新歓ソング編

クラリネットカルテットで吹くポップス BEST VOL.5
イベントソング編

【曲目】女々しくて（4BbCl）／ウィーゴー！（3Bb&Bass Cl）／ Everyday、カ
チューシャ（4BbCl）
※Bass Cl は BbCl に持ち替え可能

【曲目】桜（3Bb&Bass Cl）／全力少年（3Bb&Bass Cl）
／遥か（4BbCl）
※Bass Cl は BbCl に持ち替え可能
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CLARINET ENSEMBLE
クラリネット・アンサンブルで楽しむ

クラリネット・アンサンブルで楽しむ

日本の童謡選集

スタジオジブリ コレクション

編曲：Ichiko、穀澤哲平、小谷有人、Mami
全10曲 A4判 76p
定価：2,000円 + 税
編成：2Cl、3Cl、4Cl、3Cl & B.Cl

全7曲 A4判 104p（パート譜付）
定価：2,200円 + 税
編成：3Cl、4Cl、4Cl & B.Cl
初級・中級編

人々の心に子ども時代の思い出を思い起こさせ
てくれる童謡をじっくり味わえるよう、二重奏
か ら 四重奏 ま で の クラリネット・アンサンブル
にアレンジしました。春夏秋冬それぞれのメドレーも掲載している
ので、老人ホームや幼稚園での演奏などにも最適です。

クラリネットの音色と相性ピッタリのスタジオ
ジブリの名曲を、吹く人も聴く人も楽しめるク
ラリネット・アンサンブルにアレンジしました。
編成は三重奏、四重奏、五重奏の三種類。演奏会はもちろん、少人数
の練習や友だち同士のちょっとした演奏にもオススメです。

【コンテンツ】楽曲解説／クラリネット・アンサンブルの基礎
【曲目】茶摘み／もみじ／春の童謡メドレー（花〜さくらさくら〜春の小川〜朧月
夜）／夏の童謡メドレー（夏の思い出〜海〜ほたるこい〜我は海の子）／秋の童
謡メドレー
（夕焼け小焼け〜虫のこえ〜里の秋〜赤とんぼ）／冬の童謡メドレー（雪
〜たき火〜冬景色〜ペチカ）／げんこつやまのたぬきさん／故郷／どじょっこふ
なっこ／どんぐりころころ

【曲目】
〈3 BbCl〉風のとおり道（となりのトトロ）／ひこうき雲（風立ちぬ）／フ
ジモトのテーマ
（崖の上のポニョ）
（ハウルの動
〈4 BbCl〉海の見える街（魔女の宅急便）／人生のメリーゴーランド
く城）／天空の城ラピュタ
（天空の城ラピュタ）／ジブリメドレー（君をのせて〜
ネコバス〜崖の上のポニョ〜）

「ザ・クラリネット」が厳選したアンサンブル曲集

「ザ・クラリネット」が厳選したアンサンブル曲集

気軽に吹ける！
クラリネット・アンサンブル曲集 vol.1

気軽に吹ける！
クラリネット・アンサンブル曲集 vol.2

編曲：浅利 真、大和田智彦、小松 勉、西田直嗣、町
田育弥、松木亜季、森川孝太郎、八木澤教司、Mami
全10曲 A4判 112p
定価：2,400円 + 税
初級・中級編

編曲：石毛里佳、黒田賢一、穀澤哲平、茂木眞里
子、八木澤教司、山下康介、Mami
全10曲 A4判 112p
定価：2,400円 + 税
初級・中級編

クラリネット専門誌「THE CLARINET」が厳選
したアンサンブル曲集。楽譜のほかにクラリネット・アンサンブル講
座も掲載されており、初心者も気軽に楽しめる一冊。イベントで使
えるメドレーも掲載。

クラリネット専門誌「THE CLARINET」が厳選
したアンサンブル曲集第2弾。楽譜のほかにクラリネット・アンサン
ブル講座も掲載されており、初心者も気軽に楽しめる一冊。
【コンテンツ】楽曲解説／クラリネット・アンサンブルの基礎
【曲目】モーツァルトの子守歌（B. フリース）／クラリネットをこわしちゃった（フ
ランス民謡）／春の童謡メドレー／セプテンバー（M. ホワイト、
A. マッケイ、
A. ウィ
ルス）／花のワルツ
（P.I. チャイコフスキー）／スペイン
（C. コリア）／レッツ・ダ
ンス
（B. グッドマン）／ちいさい秋みつけた（中田喜直）／月の光「ベルガマスク
組曲」より（C. ドビュッシー）／ X mas パレード

【コンテンツ】楽曲解説／クラリネット・アンサンブルの基礎
【曲目】なつかしきケンタッキーの我が家（S.C. フォスター）／愛の悲しみ（F. ク
ライスラー）／茶色の小瓶（アメリカ民謡）／ふるさと（岡野貞一）／乾杯の歌
歌劇「椿姫」
より（G. ヴェルディ）／グラナダ（A. ララ）／クラリネットポルカ（ポー
ランド民謡）／シンコペーテッド・クロック
（L. アンダーソン）／シャル・ウィ・ダン
ス？（R. ロジャース）／宝島（和泉広隆）

「ザ・クラリネット」が厳選したアンサンブル曲集

気軽に吹ける！
クラリネット・アンサンブル曲集 vol.3

クラリネット専門誌「THE CLARINET」が厳選したアンサンブル曲
集第3弾。楽譜のほかにクラリネット・アンサンブル講座も掲載され
ており、初心者も気軽に楽しめる一冊。

編曲：浅利 真、石毛里佳、大和田智彦、黒田賢一、
Mami、町田育弥、古沢奈々子、八木澤教司、山
下康介
全10曲 A4判 108p
定価：2,400円 + 税
初級・中級編

【コンテンツ】楽曲解説／クラリネット・アンサンブルの基礎
【曲目】
ラデツキー行進曲
（J.シュトラウス）
／ The Waltzing Cat
（L.アンダーソン）
／主よ人の望みの喜びよ（J.S. バッハ）／ White Christmas（I. バーリン）／「僕
らの音楽」オープニング・テーマ
（武部聡志）／見上げてごらん夜の星を（いずみた
く）／夏色メドレー［夏の思い出〜青い珊瑚礁〜渚のシンドバッド〜真赤な太陽
〜夏色〜七夕さま］／ガヴォットとロンド
「無伴奏パルティータ 第3番 ホ長調」
より（J.S. バッハ）／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（O. レスピーギ）／「皇帝」
（弦楽四重奏曲 第77番 ハ長調）
（J. ハイドン）

CLARINET ENSEMBLE
東京クラリネットアンサンブルの世界
10冊セット

ザ・クラリネット 創刊号

A4判（各パート譜付）
定価：10,000円 + 税
監修：藤井一男／編曲：草野次郎

全8曲 A4判 中・上級編
定価：1,400円 + 税

ピアノ伴奏譜

雑誌「The Clarinet 創刊号」に掲載された楽譜
の ピアノ伴奏譜 で す。クラシックの 名曲 を ピア
ノとのハーモニーでお楽しみください。

Ebクラリネットから BbBass クラリネットまで
を使ったアンサンブル曲の10曲セットです。様々
な名曲を表現力豊かなクラリネットでお楽しみ
いただけます。全曲スコア譜・パート譜付。

【 曲目 】セヴィリア
（I. アルベニス ） ／ 古城（M. ムソルグス
キー）／メロディ ヘ長調（A. ルービンシュタイン）／アヴェ・マリア（J.S. バッハ
=C. グノー）／私のお父さん（G. プッチーニ）／ハバネラ
（G. ビゼー）／愛の挨拶
（E. エルガー）／郷愁（E. グリーグ）

【曲目】
東京クラリネットアンサンブルの世界 vol.1〜vol.10の全10曲を収録
（p.6
参照）
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CLARINET ENSEMBLE
東京クラリネットアンサンブルの世界
vol.1

東京クラリネットアンサンブルの世界
vol.2

イタリア協奏曲 〜第一楽章（J.S. バッハ）

組曲「水上の音楽」〜アリア（ヘンデル）

監修：藤井一男／編曲：草野次郎
A4判 13p（パート譜付）
定価：1,600円 + 税
編成：BbClarinet I, II, III, IV ／ BbBass Clarinet

監修：藤井一男／編曲：草野次郎
A4判 6p（パート譜付）
定価：1,200円 + 税
編成：EbClarinet ／ BbClarinet I, II ／
EbAlto Clarinet ／ BbBass Clarinet

J.S バッハ作曲のチェンバロ曲。明るく軽快なこ
の曲は今日でも多くの人に親しまれています。

ヘンデルの代表的な管弦楽曲。舟遊びに関係して作曲・演奏された
という逸話があります。明るく華麗な雰囲気の曲です。

東京クラリネットアンサンブルの世界
vol.3

東京クラリネットアンサンブルの世界
vol.4

ディヴェルティメント第3番 〜第1楽章（モーツァルト）

交響曲第8番 〜第2楽章（べートーヴェン）

監修：藤井一男／編曲：草野次郎
A4判 8p（パート譜付）
定価：1,200円 + 税
編成：BbClarinet I, II, III, IV ／ BbBass Clarinet

監修：藤井一男／編曲：草野次郎
A4判 11p（パート譜付）
定価：1,400円 + 税
編成：EbClarinet ／ BbClarinet I, II, III, IV ／
BbBass Clarinet

刻みをベースに、旋律が軽快に流れていきます。
明るく優雅で、クラリネットのサウンドがよく合います。

全体を通して軽快で細かな動きが特徴。ベートーヴェン自身も気に
入っていた曲と言われています。

東京クラリネットアンサンブルの世界
vol.5

東京クラリネットアンサンブルの世界
vol.6

ます（シューベルト）

ハンガリー舞曲 第番卜短調（ブラームス）

監修：藤井一男／編曲：草野次郎
A4判 7p（パート譜付）
定価：1,200円 + 税
編成：BbClarinet I, II, III, IV ／ BbBass Clarinet

監修：藤井一男／編曲：草野次郎
A4判 10p（パート譜付）
定価：1,400円 + 税
編成：EbClarinet ／ BbClarinet I, II, III ／
EbAlto Clarinet ／ BbBass Clarinet

シューベルトの有名なピアノ五重奏曲。水の中
に現われては消える、鱒のモチーフを使った変奏曲です。

ハンガリーのジプシー音楽に魅了されたブラームスがピアノ曲とし
て編曲したもの。情熱的な雰囲気が特徴です。

東京クラリネットアンサンブルの世界
vol.7

東京クラリネットアンサンブルの世界
vol.8

セレナード 〜第1楽章（ドヴォルザーク）

組曲「ホルベルクの時代から」〜アリア（グリーグ）

監修：藤井一男／編曲：草野次郎
A4判 12p（パート譜付）
定価：1,400円 + 税
編成：EbClarinet ／ BbClarinet I, II, III ／
EbAlto Clarinet ／ BbBass Clarinet

監修：藤井一男／編曲：草野次郎
A4判 8p（パート譜付）
定価：1,200円 + 税
編成：EbClarinet ／ BbClarinet I, II, III ／
EbAlto Clarinet ／ BbBass Clarinet

三部形式でできた弦楽曲。冒頭と最後の部分は軽快な刻みの上に旋
律が流れるように歌い、中間の転調部分は付点リズムによる舞曲風
の主題です。

グリーグによる弦楽合奏曲の全5曲中のうちの1曲。この
「アリア」
は、
ほの暗い雰囲気の中、熱情的な旋律が特徴です。

東京クラリネットアンサンブルの世界
vol.9

東京クラリネットアンサンブルの世界
vol.10

アラベスク（ドビュッシー）

パスピエ（ドビュッシー）

監修：藤井一男／編曲：草野次郎
A4判 20p（パート譜付）
定価：1,600円 + 税
編成：EbClarinet ／ BbClarinet I, II, III, IV ／
BbBass Clarinet

監修：藤井一男／編曲：草野次郎
A4判 20p（パート譜付）
定価：1,800円 + 税
編成：EbClarinet ／ BbClarinet I, II, III ／
EbAlto Clarinet ／ BbBass Clarinet

トリルのような活発で明瞭なメロディが絡み合っていきます。クラ
リネットの低音から高音による響きで、より立体感な音楽となります。

ピアノ曲『ベルガマスク組曲』の終曲。バロック舞曲による行進曲風
の仕上がりで、二拍三連が多様されています。
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CLARINET PIECE

「クラリネットピース」はすべてオンデマンド商品になります。
ご注文はアルソオンライン https://www.alsoj.net/ より直接ご注文ください。

Solo

Solo

クラリネットピース

記事連動楽譜

アイデア［星野 源］

Sing Sing Sing

作曲：星野 源／編曲：細貝 柊／監修：若林 愛
A4判（パート譜付）
定価：1,200円 + 税
編成：BbCl ＆ Pf

作曲：L. プリマ／監修：花岡詠二
A4判
定価：1,800円＋税
編成：BbCl
The Clarinet 32・33・34号に掲載され反響の
大きかったベニー・グッドマン生誕100年記念
特集が、1冊にまとまって登場。花岡詠二氏採
譜の「Sing Sing Sing」のベニー・グッドマンオリジナルアドリブを
はじめ複数のソロ譜を掲載。花岡氏による解説やコラムなど盛り沢
山な1冊で人気の楽譜、特集企画を楽しむことができます。
New Sounds In BRASS 版にも使える、まさに永久保存版です！

平成30年度前期 の NHK 連続 テレビ小説 と し
て4月2日 よ り 放送 が スタートし た「 半分、青
い。」。その主題歌として注目を集めた星野源の
『アイデア』の Clarinet ピースで す。クラリネットパートの 監修 は、
木管五重奏カラフルのリーダーとしても活躍しているクラリネット
奏者の若林愛さん。

Solo

Quartet

クラリネットピース

クラリネットピース

吹奏楽のための第一組曲
『シャコンヌ』

ラプソディ・イン・ブルー
作曲：G. ガーシュウィン／編曲：Mami
A4判（パート譜付）
定価：1,800円 + 税
編成：BbCl ＆ Pf

第一楽章

作曲：G. ホルスト／編曲：大和田智彦
A4判（パート譜付）
定価：2,400円 + 税
編成：3BbCl ＆ Bass.Cl

「のだめカンタービレ」のエンディングテーマで
もお馴染みの『ラプソディ・イン・ブルー』
。クラ
シックとジャズを愛した作曲家、ジョージ・ガー
シュウィンの大作です。オリジナルは、オーケストラとピアノのため
に書かれています。

雑誌 「ザ・クラリネット」で人気連載中の「あの
曲をクラリネットアンサンブルで」で紹介された『シャコンヌ』のス
コア譜。コンサートやイベントなどの演奏にぜひお役立てください。

Quartet

Quartet
クラリネットピース

アンサンブルピース楽譜

ちょいジャズ シリーズ

GIVE ME FIVE!

星に願いを

作曲：L. ハーライン／編曲：辻本美博
A4判（パート譜付）
定価：2,800円 + 税
編成：4 BbCl

作曲：笹渕大介／編曲：黒田賢一
A4判（パート譜付）
定価：900円 + 税
編成：3BbCl ＆ Bass.Cl

The Clarinet 誌でもおなじみの辻本美博氏ア
レンジに よ る クラリネットアンサンブルが、こ
の度ピース楽譜として発売！「ジャズ」を演奏
したことがない方でも、オシャレな雰囲気を楽しめるアレンジとなっ
ており、華やかなイントロからジャジーなテーマはもちろん、1st、
2nd、3rd のそれぞれが目立てる おいしい ソロフレーズが詰まっ
ているので、ジャズ の楽しさ、
面白さを感じていただけるでしょう！

AKB48の人気曲『GIVE ME FIVE ！』がクラ
リネット4重奏で登場。NTT ドコモの CM でご
存知のとおり、
「卒業」をテーマにした、前向き
でとても明るいナンバー。イベントや学校行事など様々なシーンで
演奏されること間違いなしの1曲です !

Ensemble
アンサンブルピース楽譜

宝島

７重奏

作曲：和泉宏隆／編曲：大和田智彦
A4判（パート譜付）
定価：1,250円 + 税
吹奏楽部に所属していれば一度は演奏したこ
と の あ る（... は ず !）名曲『 宝島 』
、人気 の 楽譜
がピースで登場。吹奏楽ではお馴染みの New
Sounds In BRASS 版と同じ調性になってい
るので、「7人もクラリネットがいない ......」という場合は他のパー
トを巻き込んで、クラリネットアンサンブルを中心とした合奏が楽
しめます。サックスの Solo や金管の Soli をぜひクラリネットでも！
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CLARINET METHOD
上手くなるための

上手くなるための

B5判 36p
定価：1,000円 + 税

B5判 36p
定価：1,000円 + 税

CLARINET TONGUING
Lesson Book

CLARINET BASIC
Lesson Book

管楽器 に お い て 欠 か せ な い タンギング 。音
楽の表現に変化を付けるためにとても大事な
奏法 で す。 で も タンギングが 苦手 な 人 は 意外
に多いのです。この CLARINET TONGUING
Lesson Book は、The Clarinet などに掲載した記事の中からタン
ギングにまつわる内容を集め、再構成しました。タンギングをレベ
ルアップして、クラリネットのレパートリーを広げてください！

「アンブシュアが安定しない」
「タンギングが速くできるようになるには？」
「来年には上級生になるから、クラリネットのこ
とをもっと知っておかないと……」
クラリネットを吹いていれば誰もが悩みがちな疑問をこの一冊で解
決できます。持ち歩きやすく、譜面台にもおける B5サイズなので、
クラリネット愛好家の皆様に愛用していただける一冊です。
【コンテンツ】
序章 正しい姿勢が正しい音を出す秘訣
第1章 セッティング──まずはここから
第2章 アンブシュア──すべての音の源
第3章 基礎練習──前向きに取り組もう
第4章 音を磨く練習、ロングトーン
第5章 タンギング──音の輪郭を際立たせる
第6章 なぜ大事なの？スケール練習
第7章 音楽の表現に絶対欠かせないダイナミクス
第8章 愛器を長持ちさせるためのお手入れ
運指表
作品
音楽用語・発想記号

【コンテンツ】
第1章 タンギングって何？
第2章 タンギング練習法─初心者編
第3章 スタッカート 一瞬で良い音をだすために
第4章 音楽の意味を伝えるアーティキュレーション
第5章 タンギング練習法 中上級編
第6章 パートでできる練習法
第7章 クラリネット奏者から珠玉のメッセージ
第8章 なるほど Q&A
音楽用語・発想記号

CD

CD

はじめてのクラリネット
SONG BOOK

Method for Swinging Clarinet

A4判 84p
定価：2,000円 + 税

監修：藤家虹二
菊倍判 80p
定価：3,200円 + 税
藤家虹二トリオ ライブ CD 付き

スウィングしよう

クラリネットは音域によって演奏の難しさが異
なります。そこで音域ごとにレベルを
【初級】
【中
級】
【中上級】
【上級】と分けています。各レベル
に沿った「ロングトーン」
「タンギング」
「スケー
ル」の基礎練習も付いているので、きちんと指
ならしをしてから曲が吹けるようになっています。クラリネットに
合ったクラシックの名曲、童謡、ジャズなど多様なジャンルを収録し
ているので年代を問わずお使いいただけます。

スウィング・ジャズは こ の1冊 で OK! ジャズ・
クラリネットの巨匠・藤家虹二氏書き下ろしの、
我が国初のスウィング・ジャズ・クラリネット・メ
ソード。楽しみながらトレーニングができます。
【コンテンツ】
第1部 デイリー・トレーニング 基礎から11の練習
第2部 実践編 スウィングの入門とバリエーション、リズムにノる36の練習
第3部 楽譜集 ソロ・アドリブ付
【曲目】旅愁／ Fly me to the Moon ／ 80日間世界一周／ My Blue Heaven ／
恋わずらい／ Caprice Two Four ／ You are too beautiful
【CD 収録曲 】Always ／ I surrender dear/Fallin' leaves ／ You are too
beautiful/ 山寺の和尚さん／ Sweet sue just you ／ Tennessee Waltz ／
Shine ／恋わずらい

【初級】キラキラ星／ロンドン橋／メリーさんの羊／おぉスザンナ／オーラ・リー／
アメージング・グレース
【中級】
ダニー・ボーイ／花は咲く／フニクリ・フニクラ
【中上級】アヴェ・マリア／アニー・ローリー／イパネマの娘
【上級】
クラリネット・ポルカ／アイ・ガット・リズム／『小組曲』よりバレエ

ピアノ伴奏による

ピアノ伴奏による

クラリネットのための32の練習曲

クラリネットのための40の練習曲

監修：藤井一男／伴奏譜作曲：茂木眞理子
菊倍判 96p
定価：3,800円 + 税

監修：藤井一男／伴奏譜作曲：岡田知也
菊倍判 144p
定価：4,200円 + 税

クラリネットを学ぶ人たちの練習用テキストと
して多く用いられているC.ローズのエチュード。
このエチュードを更に芸術的にするために、藤
井一男氏の監修のもと茂木眞理子氏の作曲によ
るピアノ伴奏をつけて出版しました。

「32のエチュード」のさらに上級編と言えるエ
チュード。伴奏を付けることにより、複雑なハー
モニー感、フレーズ感が理解しやすくなり、高
度な技巧的問題も解決しやすくなっています。
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