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THE FLUTE Style
Score Book vol.1

"フルートライフを楽しもう"

A4判 定価：1,600円+税
カラオケCD付 
フルート＆ピアノ［スコア譜・パート譜］
黒田由樹(Fl) ／黒田亜樹(Pf)

雑誌「THE FLUTE Style vol.1」に収録した楽曲を集めた曲集です。

【曲目】・Someone to watch over me [short ver.][full ver.] （野村不動産『プ
ラウド』CM曲） ／ Joyful Joyful ～歓びの歌～ [short ver.][full ver.] ベートー
ヴェン『交響曲第９番』（ゴスペルアレンジ）（編曲：山下康介）／ Lovin' You （ミ
ニー・リパートン）

THE FLUTE Style
Score Book vol.2
"自分だけの音色を求めて"

A4判 定価：1,600円+税
カラオケCD付 
フルート＆ピアノ［スコア譜・パート譜］
山内豊瑞（Fl）／泉 真由（Fl）／成田有花（Pf）
／松山玲奈（Pf）

雑誌「THE FLUTE Style vol.2」に収録した楽曲を集めた曲集です。

【曲目】カヴァティーナ［作曲：J.ラフ／演奏：泉＆松山］ ／ 天国の日々［作曲：E.モ
リコーネ／演奏：山内＆成田］ ／ 「TAKUMI 匠」［作曲：松谷 卓／演奏：山内＆成田］ 
／ ヴァイオリンと管弦楽のためのファンタジー［作曲：N.ヘス／演奏：泉＆松山］ 
／ カヴァレリア・ルスティカーナより「間奏曲」［P.マスカーニ／演奏：山内＆成田］ 
／ 眠れる森の美女より第1幕「ワルツ」［P.チャイコフスキー／演奏：泉＆松山］

ザ・フルート スタイル（模範演奏+マイナスワンCD付）

Vol.1
はじめてたのしい
フルート×音楽生活

A4判 CD付　定価：1,500円+税
演奏：黒田由樹（Fl）／黒田亜樹（Pf）

“フルートのある生活って、こんなに楽しい”が
詰まった１冊です。これからフルートを始めたい人にも、フルート
歴の長い人にもぜひ読んでいただきたい記事が満載です。

【CD収録曲】Joyful Joyful ～歓びの歌～ [short ver.] ／ Someone to watch 
over me [short ver.] ／春の歌（メンデルスゾーン）／チャルダッシュ（モン
ティ）／精霊の踊り（グルック）／メヌエット（「アルルの女」より）（ビゼー）／タ
イスの瞑想曲（マスネ）／ Lovin’You ／やさしさに包まれたなら／エトピリカ
／Someone to watch over me [full ver.]／Joyful Joyful～歓びの歌～ [full 
ver.]

【楽譜掲載&カラオケ付】Joyful Joyful ～歓びの歌～ [short ver.] ／ Someone 
to watch over me [short ver.] ／スラーの中のタンギング“良い例” “悪い例”
／シンコペーションの感じ方やリズム ／装飾の付け方レクチャ－ 

Vol.3
サントラに魅せられて
映像とフルートが織りなす世界

A4判 CD付　定価：1,500円+税
多久潤一朗(Fl) ／沢野 茜(Fl) ／小瀧俊治（Pf）

作曲家の菅野よう子さん独占インタビュー掲
載。なかなか知ることのできないスタジオミュー
ジシャンの世界や、映画と音楽の魅力をたっぷりお届けします。

【CD収録&楽譜掲載】

家路（TV「のだめカンタービレ」）／ブラームスの子守歌（映画「おくりびと」）／
ラルゴ（TV「のだめカンタービレ」）／ムーンリバー（映画「ティファニーで朝食を」）
／竜宮小僧のうた（NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」）／Seeds of Life（コス
モ石油CMソング）／花は咲く（東日本大震災復興ソング）／Apollon Blue（ア
ニメ「坂道のアポロン」）／美女と野獣（映画「美女と野獣」）／君の名は。メドレー
（何でもないや～前前前世～スパークル）／映画メドレー（風と共に去りぬ～第
三の男～フォレスト・ガンプ～ネバーエンディング・ストーリー～タイタニック）

※全曲カラオケ付

Vol.2
自分だけの
音色を探し求めて

A4判 CD付　定価：1,500円+税
演奏：山内豊瑞(Fl) ／泉真由(Fl) ／槇本吉雄(Fl)
／飯島諒(Fl) ／成田有花（Pf）／松山玲奈（Pf）
／飯島未来(Pf) ／尾尻雅弘（Guit）

フルートの音色をかたちづくる要素とは？　つくり、素材、楽器その
もの、演奏する環境、そして演奏する人。自らの音色を研ぎ澄ます
ために役立つ内容まで詰め込んだ1冊です。

【CD収録曲】「TAKUMI ／匠」／ Fantasy For Violin And Orchestra（ヘス）
／天国の日々 (モリコーネ) ／眠れる森の美女より第1幕『ワルツ』（チャイコフ
スキー）／カヴァレリア・ルスティカーナより『間奏曲』 （マスカーニ）／カヴァティー
ナ（ラフ）／ 菊  嬰ハ短調 （プッチーニ）／コンチェルティーノ Op.107 （シャミナー
ド）

【楽譜掲載&カラオケ付】「TAKUMI ／匠」／Fantasy For Violin And Orchestra

／エチュード作品33-1 No.10 （ケーラー）／独奏会用フルート練習曲No.2セレ
ナーデ （ドンジョン）

Vol.4
フルートで吹きたい
愛すべき名曲たち

A4判 CD付　定価：1,500円+税
中山広樹(Fl)／成田有花（Pf）／他

「フルートでやすらぐひと時 名曲を聴く12選」
「みんなが憧れる A.F.＆K.ドップラーの世界」、
他。人気の作品をリスナーやビギナーからフルート経験の長い方ま
で楽しめる1冊です。

【CD収録&楽譜掲載】

アメージング・グレイス／あなたがいるから（Libera）／庭の千草（トラディショ
ナル）／シチリアーナ（J.S.バッハ）／白鳥（サン＝サーンス）／ガヴォット（ゴセッ
ク）／ヴォカリーズ（ラフマニノフ）／パッヘルベルのカノン（パッヘルベル）／
口笛吹きと犬（プライヤー）／歌の翼による幻想曲（シュテックメスト）

【ボーナストラック(マイナスワンはありません。)】シシリエンヌ（フォーレ）／＊
イタリアン・セレナーデ（ケーラー）／＊牧歌「3つの小品の組曲」より（ゴダール）
／＊セレナード・ダムール（アンデルセン）

※＊は楽譜掲載しておりません。予めご了承ください。

Score Book
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Vol.1［改訂新版］
フルートとハープによる
ソロ・フルート名曲特集
A4判 定価：1,800円+税
細川順三（Fl）／井上久美子（Hp）

■名曲を訪ねて
【楽譜】 シチリアーノ（バッハ）／ラルゴ（ヘンデル）／精
霊の踊り／アヴェ・マリア（グノー）／メヌエット「アルル
の女」より／白鳥／タイスの瞑想曲

Vol.4［改訂新版］
フルートデュエットによる
思い出のメロディ特集
A4判 定価：1,800円+税
石原利矩（Fl）／酒井秀明（Fl）／小埜寺美樹（Pf）

■フルートデュエットの楽しみ
【楽譜】 手のひらを太陽に／森へ行きましょう／ピクニッ
ク／静かな湖畔／おお牧場はみどり／線路は続くよどこ
までも／花（滝 廉太郎）／故郷／浜辺の歌／小さい秋見つけた

Vol.6［改訂新版］
永遠に歌い継がれる名曲をフルートで
中田喜直［人と音楽］
A4判 定価：1,800円+税
大嶋義実(Fl) ／三木香代(Pf)

■心に響く感動の名作曲家　中田喜直
【楽譜】夏の思い出／さくら／めだかの学校／花のおく
にのきしゃぽっぽ／小さい秋みつけた／雪の降る街を／
忘れな草

Vol.8［改訂新版］
名曲を楽しもう！ギターの響きにのって
フルート＆ギターデュエットの魅力
A4判 定価：1,800円+税
岩花秀文（Fl）／古賀 修（Guit）

■「フルート＆ギター二重奏」の魅力
【楽譜】 グリーンスリーブス／ロミオとジュリエット／ショ
パンのワルツ／ハバネラ／トルコ行進曲／ユモレスク／
帰れソレントへ／メヌエット（楽譜のみ）

Vol.10 ［改訂新版］
キーボード＆パーカッション伴奏による
フルートワールドポップス名曲集
A4判 定価：1,800円+税
北沢りか（Fl）／吉森 信（Key）／石川雅康
（Perc）

■ パーカッションのリズムに乗って
【楽譜】 Amazing Grace ／ Libertango ／ Summer 
Samba（So Nice） ／ Time after Time ／（They 
long to be） Close to You ／Moon River ／ Fly me to the Moon ／ Lovin’
You

Vol.3［改訂新版］
フルートとチェンバロによるソロ・フルート

バロック特集
A4判 定価：1,800円+税
甲斐道雄（Fl）／森岡奈留子（Cemb）

■バロック音楽の魅力
【楽譜】 ソナタ ト短調（ヘンデル）／ガヴォット（ゴセック）
／メヌエット（ボッケリーニ）／恋のうぐいす／アリオー
ゾ／ごしきひわ／タンブーラン／ポロネーズ（バッハ）／
ソナタ ホ長調（バッハ）

Vol.5［改訂新版］ 
日本のポップスをフルートで
J-POP特集
A4判 定価：1,800円+税
井上信平（Fl）／羽仁知治（Pf&Sym）

■J-POPのルーツをたどる
【楽譜】 いとしのエリー／ LOVE LOVE LOVE／ First 
Love ／少年時代／ I Love You ／春よ、来い

Vol.7［改訂新版］
フルートで吹こう！心に残る
スクリーンミュージック特集
A4判 定価：1,800円+税
立花千春（Fl）／荒川 洋（Fl）／山田武彦（Pf）

■私と映画音楽
【楽譜】 ムーン・リバー／美女と野獣／雨にぬれても／私
のお気に入り／追憶／アンチェインド・メロディ／アニー・
ローリー／ホール・ニュー・ワールド

Vol.9［改訂新版］
箏伴奏によるフルート・篠笛
日本の歌名曲集
フルートと箏アンサンブルの魅力
A4判 定価：1,800円+税
西川浩平（Fl＆篠笛）／多々良香保里（箏）

■ フルートと箏アンサンブルの魅力
【楽譜】 中国地方の子守歌／花のまち／早春賦／赤とん
ぼ／メドレー・荒城の月～お祭り～江戸子守歌／花（喜納
昌吉）／花笠音頭／まゆだまのうた／箏譜

Vol.11［改訂新版］ 
フルートカルテットの楽しみ
A4判 定価：1,800円+税
キャトル・クルール
（荒川 洋／立花千春／戸田 敦／前田綾子）（Fl）

■ フルート・カルテットの楽しみ
【楽譜】 THE WALTZING CAT／THE SYNCOPATED 
CLOCK／とおりゃんせ／子守歌～Wiegenlied ／浜辺
の歌／亡き王女のためのパヴァーヌ／チョコレート・ダ
モーレ／タンブーラン・ア・ラ・ポップ

ザ・フルート別冊（模範演奏+マイナスワンCD付）
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vol.22
JAZZ FLUTE 
お気に入りのフレーズをつくろう

A4判 定価：2,400円+税
Miya（Fl）／渥美幸裕（Guit）／斎藤草平（Bass）

■LIVE STAGE その日生まれる音楽■CD連動 『L-O-
V-E』からジャズをはじめよう■『ルパン三世のテーマ』
でフィールの違いを感じよう■アドリブをつくる・はじ
める■ブルースとワルツに挑戦■名曲をジャズアレンジで（解説・アドリブ付き）
【楽譜】Pathetic Sonata ／ Tears in Heaven ／ There is No Greater Love
／ Tri ／ Alfie

Vol.12
オペラアリアをフルートで
A4判 定価：2,400円+税
吉岡アカリ（Fl）／さかはし矢波（Fl）／伊藤康英
（Pf）

■フルートの演奏からオペラへの興味を拡げよう■新国
立劇場探訪■ドイツのオペラ劇場で演奏して■イタリア
人はオペラ好き
【楽譜】今の歌声／ぶってね マゼット／女心の歌／私の
名はミミ／人知れぬ涙／この清らかな住まい／匕首マッ
キーの殺し歌／サマータイム

Vol.14
愛と夢の世界へ
映画・ドラマ音楽を楽しむ
A4判 定価：2,400円+税
平山 恵（Fl）／久保 順（Fl）／前田勝則（Pf）

■映画音楽の製作現場■ハリウッド便り
■映画音楽誕生！
【楽譜】いつも何度でも／愛と青春の旅立ち／Summer
／地上の星／スタンド・バイ・ミー／夢のあとに／最初か
ら今まで／空から降ってきた少女／世界に一つだけの花

vol.16［改訂新版］
心を癒すヒーリング・ミュージック 
A4判 定価：1,800円+税
紫園 香（Fl）／吉岡次郎（Fl）／菅野万利子（Pf）

【楽譜】ロンドンデリーの歌／アメージング・グレイス／い
つくしみ深き／シャロンの花／マドリガル／鳥の歌（パー
ト譜）／ガブリエルのオーボエ

vol.18［改訂新版］ 
モーツァルトの心
A4判 定価：2,200円+税
大嶋義実（Fl）／水野雅子（Pf）

■フルート奏者が語る：モーツァルトと私■モーツァルト
を知ろう■モーツァルトおすすめCD
【楽譜】アンダンテハ長調K315 ／フルート四重奏曲ニ
長調K285Vol.一楽章第二楽章／フルート協奏曲ト長調
K313第一楽章／歌劇「魔笛」より王子タミーノのアリア、
夜の女王のアリア、パパゲーノのアリア／トルコ行進曲

Vol.13［改訂新版］
フルートと弦楽器の響き その魅力
A4判 定価：1,800円+税
萩原貴子（Fl）／西野ゆか（Vn）／吉田有紀子
（Va）／大友 肇（Vc）

■フルートと弦楽器の響き　その魅力
【楽譜】セレナード（ハイドン）／G線上のアリア／アヴェ・
ヴェルム・コルプス／アンダンテ（モーツァルト）／フルー
ト四重奏曲K.298（モーツァルト）／精霊の踊り／アダー
ジョ（アルビノーニ）／川の流れのように

vol.15［改訂新版］
フルートポップスの魅力
ロマンス イン ラブ
A4判 定価：1,800円+税
波戸崎 操（Fl）／小松 勉（Pf）／三枝慎子（Vc）
／貝増直樹（Perc）

【楽譜】あなたしか見えない／Only Time ／ Smile ／愛
はかげろうのように／瞳をとじて／めぐり逢い／君をさ
がしてた／ I Will Always Love You

vol.17［改訂新版］
心に響く愛の歌
クラシック名曲編

A4判 定価：¥1,800円+税
小池郁江（Fl）／井出朋子（Fl）／與口理恵（Pf）

■編曲者から見た愛の歌■声楽家から見た歌曲
【楽譜】カーロ・ミオ・ベン／イッヒ・リーベ・ディッヒ／愛
する人／私を泣かせてください／フォーレの小品～コン
クールのための～／夢／アヴェ・ヴェルム・コルプス／コ
ラール「目覚めよと呼ぶ声あり」／愛の挨拶　

vol.19［改訂新版］
はじめよう！
ジャズ　ボサノヴァ　ポップス 
A4判 定価：2,200円+税
菊地康正（Fl）／愛川 聡（Guit）／ RINDA☆
（Perc）／灯露美（Vo）

■リズムを楽しもう
【楽譜】Iara ／ Fly Me to the Moon ／ Eternal Lover
／Waltz for Debby ／ O Grande Amor ／ Autumn 
Leaves ■ボーナストラック（ＣＤ収録のみ） Minha Flauta de Plata ／Misty

vol.21
Having Fun Flute Duet
良いパートナーを見つけよう フルート・デュエット

A4判 定価：2,400円+税
山田恵美子（Fl）／伊藤倫子（Fl）

■パートナーと演奏する心得■一緒にレッスンを受けるの
は、感性の触れあうチャンス
【楽譜】ハナミズキ／シチリアーナ（レスピーギ）／ダッ
タン人の踊り／若葉のころ／オンブラ・マイ・フ／千の風になって／アルテ教則
本 第2巻 No.30 Largo/Vivace ／ SOUSSMANN 第2巻 No.1 C dur ／
SOUSSMANN 第2巻 No.7 D dur ／カノン風ソナタ Spiritoso

ザ・フルート別冊（模範演奏+マイナスワンCD付）
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ザ・フルート別冊mook

別冊シリーズの新しいカタチ

『フルートの匠』が登場！
ひとつのフルートメーカーにスポットを当て、現在に至るまで

の歴史や職人が楽器にかける想い、そしてフルートの特徴、楽

器製造工程を紹介する『フルートの匠』シリーズがついに刊行。

さらにメーカーを代表する奏者による演奏CD、アナリーゼも

収録され、多方向から楽しめる一冊。

CD

CD

CD

CD

CD

CD

vol.24
情熱の息づかい
ゴスペル・サウンドに酔いしれる
A4判 2,800円+税
赤木りえ(Fl) ／吉弘知鶴子(Pf)

■フルートで、うたう心を表現する■“うた”とSoulで
魅了する熱い夜。■フルートを巡る旅■GOSPEL ブラッ
ク・ミュージックその源流を辿る■フルートでゴスペル
を楽しむ■ゴスペルの行方、その世界観に触れる
【楽譜】Amazing Grace ／ Ave Maria ／ Villancico Yaucano ／ You are so 
Beautiful ／ Amen／ Oh Happy Day ／ Your Eyes ／明日に架ける橋

vol.26
シエナ☆フルーツと歌う
デュエットの世界
A4判 定価：2,600円+税
シエナ☆フルーツ［西田紀子＆金野紗綾香(Fl)］

■シエナ☆フルーツと星条旗を吹こう！■シエナ・ウインド・
オーケストラ　その魅力を徹底解剖■密着 シエナ☆フルー
ツ■CD対応 誌上レッスン■「熱狂の日」音楽祭2010　
ショパンの宇宙■ショパン・ヒストリー～生誕200年を迎えたショパン作品の魅力～
【楽譜】マーチメドレー！～シエナ☆フルーツよ永遠なれ～／フルーツ☆ポルカ／
さとうきび畑／世界に一つだけの花／華麗なる大円舞曲 作品18／別れの曲

vol.23
憧れのフランス近代作品
美しきフルートの調べ

A4判 定価：2,400円+税
前田綾子（Fl）／平山 恵（Fl）／成田有花（Pf）

■フランスフルート音楽事情■フルートとフランス音楽 
フルーティスト24人のアプローチ■CD対応レッスン ベー
シック編／ステップアップ編■フランス音楽の巨匠たち■
ジャン=ピエール・ランパルという巨匠から学んだフルートの真髄
【楽譜】シシリエンヌ（フォーレ）／祈り／子守歌（フォーレ）／牧歌「3つの小品の組曲」
より／歌劇「カルメン」より間奏曲／アダージョ・ノーブル／亜麻色の髪の乙女／奉
献唱　op.12／ロマンス　op.37／子守歌（ゴダール）

vol.25
フルートで楽しむ
オーケストラの名旋律
A4判 定価：2,600円+税
中川佳子(Fl) ／若林千春(Pf)

■オーケストラ、その世界の響き■Symphony ─日本の
オーケストラ─■フルートで名旋律を吹くために
【楽譜】 組曲「ペールギュント」より『朝』／「新世界より」
第2楽章『家路』／組曲「くるみ割り人形」より『中国の踊り』／ピアノ協奏曲第
21番第2楽章／組曲「くるみ割り人形」より『花のワルツ』／木星のファンタジー
（「惑星」より）／牧神の午後への前奏曲／交響曲第40番第1楽章

vol.27
はじめて出逢う、
フェイバリット・ソングス
A4判 定価：2,600円+税
立花千春(Fl) ／前田綾子(Fl) ／中島由紀(Pf)

■立花千春＆前田綾子の“Les Parisiennes”■真島俊夫が
語る 二人のフルーティスト■名曲をレパートリーに（CD対
応 誌上レッスン）■立花千春、前田綾子に聞く 30の質問！ 
【楽譜】アニー・ローリー／埴生の宿／アルビノーニのアダージョ／春の歌「無言歌
集」第5巻より／ニ長調のメヌエット／時の踊り／パヴァーヌop.50 ／二匹の蝶
／夢見る人／ロンドンデリーの歌／間奏曲 オペラ「カルメン」より

フルートの匠
フルートマスターズ20年の伝承

フルートマスターズのすべてがここに！

A4判 定価：2,400円+税
演奏＆マイナスワンCD付
演奏：酒井秀明、ヘンリック・ヴィーゼ(Fl)

■Flute Masters Story■逸品を生み出す名匠の流儀
■全ハンドメイドモデル大研究！■マスターズフルートの秘密に迫る！■酒井秀
明とフルートマスターズ■メーカーの思いを音にするフルーティスト■SHOP 
PICK UP■全体の3分の2は基礎練習を！■ユーザーからの“ありがとう”
【楽譜】アルルの女 第2組曲より「メヌエット」／「歌の翼」による幻想曲／Concertino

ザ・フルート別冊（模範演奏+マイナスワンCD付）
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※恋うたvol.1～vol.3はこちらの商品の改訂新版となっております。

模範演奏＆ピアノ伴奏CD付　 

フルートで吹くLove Songs  vol.1＆ 2
─未来へつなぐラブ・ソング─

【vol.1 曲目】If We Hold on Together ／上を向
いて歩こう／昴／いい日旅立ち／また君に恋して
る／はつ恋／月光ピアノソナタ第14番より第2
楽章／花／私のお父さん／チャルダーシュ／誰も
寝てはならぬ ／蕾／ア・イ・シ・テ・ルのサイン／
慕 情／PRIDE／愛と青春の旅立ち／愛の挨拶／
Ich liebe dich ／ロミオとジュリエット／夢のあ
とに／愛する人／女心の歌／アヴェ・マリア／ムー
ン・リバー

【vol.2 曲目】彼方の光／Precious ／ Blue Bird ／恋の悩み、知る君は／愛の夢 第3番 ／ハ
バネラ／雪の華／ありがとう／やさしくなりたい／ 明日へ／ここにしか咲かない花／ The 
Rose ／永遠はただの一秒から／私の讃える美しい神よ／今の歌声は／恋のうぐいす／楽し
い安らぎが／人知れぬ涙／くちづけ

CD

CD CD

CD
演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
Melody for Flute 
フルートで紡ぐこころの詩

演奏：鈴木芽玖
全12曲 A4判 72p（パート譜付）
定価：2,400円+税
編成：Fl & Pf ※マークのみFl & 三線

NHK復興支援ソング「花は咲く」などポップス・
歌謡曲を中心に、フルー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／いのちの歌／デイドリーム・ビリーバー／小さな恋のメロ
ディー／涙くんさよなら／涙そうそう※／大空と大地の中で／学生時代／恋の
バカンス／雪の降る街を／北の国から～遥かなる大地より～

CD
ピアノ伴奏カラオケCD付
フルートで吹く 朝ドラ

全14曲 A4判 68p（パート譜付）
定価：2,400円+税
編成：Fl & Pf

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。年代を問わず時代を超え
て愛されてきた「朝ドラ」の名曲の数々がフルー
トとピアノのアレンジでよみがえります。ピア
ノ伴奏のカラオケCD付＆名曲揃いで人気の楽
譜です。

【曲目】おしん／春よ、来い（松任谷由実）／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）／にじい
ろ（絢香）／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）

FLUTE SOLO

演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
フルートで届ける 恋うた vol.3

演奏：櫻舞-aube-（Fl）、長崎麻里香（Pf）
全6曲 A4判  48p（パート譜付）
定価：2,000円+税

色褪せない名曲の数々は、結婚式や発表会はも
ちろん、訪問演奏やサロンコンサートでも活躍
し、聴衆の心に響くことでしょう。添付CDには、
若手実力派フルート・デュオ「櫻舞-aube-」の演
奏音源を収録。

【曲目】ありがとう（いきものがかり）/ハバネラ（ビゼー）/Precious（伊藤由奈）/
M（プリンセス プリンセス）/バレエ（ドビュッシー）/やさしくなりたい（斉藤和義）

※本商品は、「フルートで吹く Love Songs vol.2」の再編版となります。

演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
フルートで届ける 恋うた vol.1 

演奏：丸田悠太（Fl）、伊藤恵子（Pf）
全9曲 A4判  56p（パート譜付）
定価：2,200円+税

色褪せない名曲の数々は、結婚式や発表会はも
ちろん、訪問演奏やサロンコンサートでも活躍
し、聴衆の心に響くことでしょう。添付CDの
参考演奏は丸田悠太さん。

【曲目】If We Hold On Together（ダイアナ・ロス）／いい日旅立ち（山口百恵）
／また君に恋してる（坂本冬美）／はつ恋（福山雅治）／花（石嶺聡子）／昴（谷
村新司）／私のお父さん～歌劇「ジャンニ・スキッキ」より（G.プッチーニ）／誰
も寝てはならぬ～歌劇「トゥーランドット」より／チャルダーシュ（V.モンティ）
※本商品は、「フルートで吹く Love Songs」の再編版となります。

演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
フルートで届ける 恋うた vol.2

演奏：櫻舞-aube-（Fl）、長崎麻里香（Pf）
全7曲 A4判  48p（パート譜付）
定価：2,000円+税

色褪せない名曲の数々は、結婚式や発表会はも
ちろん、訪問演奏やサロンコンサートでも活躍
し、聴衆の心に響くことでしょう。添付CDには、
若手実力派フルート・デュオ「櫻舞-aube-」の演
奏音源を収録。

【曲目】Blue Bird（コブクロ）/彼方の光（Libera）/愛の夢 第３番（リスト）/雪
の華（中島美嘉）/明日へ（MISIA）/恋の悩み知る君は（モーツァルト）/Love is 
Over（欧陽菲菲）
※本商品は、「フルートで吹く Love Songs vol.2」の再編版となります。

CD
演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
Melody for Flute 2
フルートで紡ぐこころの詩

演奏：沢野 茜
全10曲 A4判  56p（パート譜付）
定価：2,200円+税
編成：Fl & Pf、Fl solo

『未来予想図Ⅱ』や『君の瞳に恋してる』など、
懐かしさを感じさせながらも、今なお色あせな
い名曲の数々は、日々の生活に癒しを与え、聴
く人の心にも優しく響くことでしょう。

【曲目】●Fl&Pf：オリビアを聴きながら／悲しくてやりきれない／赤いスイート
ピー／若者たち／未来予想図Ⅱ ●Fl Solo：夢をあきらめないで／恋はみずいろ
／ロビンソン／君の瞳に恋してる／PIECE OF MY WISH

CD
ピアノ伴奏カラオケCD付
フルートで吹く 朝ドラ vol.2

全12曲 A4判 64p（パート譜付）
定価：2,400円+税
編成：Fl & Pf

大ヒットした『フルートで吹く朝ドラ』の第2弾
がついに登場。定番のドリカムや桑田佳祐、イ
ンスト曲として名高い『素晴らしき日々へ』か
ら、「半分、青い。」の主題歌として話題となっ
た星野源『アイデア』まで収録！時代を超えて愛
される「朝ドラ」の名曲の数々が、ピアノ伴奏CD付きでフルートの
新しいアレンジでよみがえります。

【曲目】晴れたらいいね（吉田美和）／素晴らしき日々へ／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（平原綾香）／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）
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CD

CD

CD
演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
Love Ballade for Flute

全8曲 A4判 56p（パート譜付）
定価：2,200円+税

フルー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。

【曲目】やさしさで溢れるように（JUJU）／ Love So Sweet（嵐）／みんな空
の下（絢香）／ひまわりの約束（秦 基博）／365日（Mr.Children）／君に贈る
歌 ～ Song For You（シェネル）／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）

演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
フルートで楽しむスタジオジブリ 
バラードコレクション

全13曲 A4判 64p（パート譜付）
定価：2,300円+税

スタジオジブリ作品の中からフルートにピッタ
リなバラード曲をメインに選曲しました。映画
「メアリと魔女の花」より、SEKAI NO OWARI 
の『RAIN』も新たに収録しました！

【曲目】風の通り道／君をのせて／もののけ姫／海のおかあさん／ひこうき雲／
やさしさに包まれたなら／海の見える街／テルーの唄／人生のメリーゴーランド
／Arrietty's Song/さよならの夏／いのちの名前／RAIN

カラオケ伴奏CD付
RELAXATION MUSIC ON FLUTE

全10曲 A4判 78p（パート譜付）
定価：2,250円+税

“癒し”をテーマにジャンル問わず、誰もが一度
は耳にしたことのある名曲を集めました。全曲
伴奏CD付きで、ピアノやチェンバロ、ハープと
のデュエットやカルテットなど様々な編成で演
奏できます。ひとりでも複数でも楽しめる1冊
となっています。

【曲目】タイスの瞑想曲(伴奏：Harp) ／ グノーのアヴェ・マリア(伴奏：Harp) ／ア
リオーゾ BWV156より(伴奏：Chembalo) ／花(喜納昌吉)(伴奏：Piano) ／カ
バティーナ(伴奏：Piano) ／シチリアーノ(伴奏：Piano)／ロミオとジュリエット(伴
奏：Piano) ／めぐり逢い(伴奏：Piano / Violoncello) ／花のワルツ(組曲「くる
み割り人形」より)(伴奏：Piano) ／亡き王女のためのパヴァーヌ(伴奏：3Flute)

カラオケ伴奏CD付
サラッと聴かせる Jazz Flute

全12曲 A4判 28p
定価：1,800円+税
制作協力：大森 明、沢野 茜

書かれた音符をそのまま吹けばジャズのリズ
ム！「興味はあるけどジャズは難しい！」とな
かなか手を出せなかった人におすすめの曲集で
す。※マークはアドリブ大森明。

【曲目】Someday my prince will come／ L-O-V-E
（※）／ Take Five ／ Star Eyes ／ You'd Be So Nice To Come Home 
To ／ Blue Bossa（※）／Cool Struttin'（※）／ Lullaby Of Birdland ／
Triste ／ Fly Me To The Moon（※）／ The Girl from Ipanema （※）／
Sentimental Journey（※）

CD
演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
FLUTE on STAGE

演奏/監修：岡本謙、上田章代(Fl)、成田有花(Pf)
全11曲 A4判  64p（パート譜付）
定価：2,400円+税
編成：Fl & Pf、2Fl、2Fl & Pf

“発表会はこの曲で”という副題の通り、ジャン
ルや年代を問わない選りすぐりの名曲を集め、
発表会やサロンコンサートで吹くのにピッタリ
な曲集です。

【曲目】●Fl&Pf：庭の千草／サリー・ガーデンズ ●2Fl：いつも何度でも●2Fl&Pf
花(滝 廉太郎) ／見上げてごらん夜の星を／翼をください／雨の日と月曜日は
(カーペンターズ)
【Special Contents】
[特別企画] アンサンブルのコツ「ステージを成功させる3つの力」
[Pick Up アナリーゼ]雨の日と月曜日は
【付録楽譜】メヌエット BWV116／ポロネーズ BWV1067／風のとおり道

CD
演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
FLUTE on ICE

演奏：上田章代(Fl)
全11曲 A4判  68p（パート譜付）
定価：2,400円+税

『 白鳥 』（ 羽生結弦 2016-2017 エキシビ
ジョン）や『ノクターン』『What a Wonderful 
World』（ 浅田真央 2013-22014 エキシビ
ジョン）、などトップスケーターたちが華麗に氷
上を舞った数々の名曲作品をフルートのために集めました。

【曲目】夢(C.ドビュッシー)／白鳥(C.サン=サーンス)／ノクターン Op.9-2(F.ショ
パン) ／歌劇「イーゴリ公」より「ダッタン人の踊り」(A.ボロディン) ／愛の讃歌
(エディット・ピアフ)／What a Wonderful World(ルイ・アームストロング)／
海の上のピアニストより「Playing Love～愛を奏でて～」(E.モリコーネ)／オブ
リヴィオン(A.ピアソラ)／ River Flows in You (Yiruma) ／交響曲No.5 第4
楽章「アダージェット」(G.マーラー )／死の舞踏(C.サン=サーンス)

CD
演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
FLUTE on WEDDING 

演奏：尾形 誠(Fl)、 成田 有花(Pf)
全8曲 A4判  68p（パート譜付）
定価：2,400円+税

結婚式にぴったりの最新ポップスからクラシッ
クの定番曲まで集めました。様々なシーンに合
わせられるので、いろいろな場面で使用できま
す。

【曲目】主よ、人の望みの喜びよ(J.S.バッハ) ／明日への手紙(手嶌葵) ／
WEDDING MARCH ～結婚行進曲／愛をこめて花束を(Superfly) ／ DEAR 
BRIDE(西野カナ)／愛を浴びて、僕がいる(C&K) ／フジテレビ系ドラマ「王様の
レストラン」よりOuverture de Restaurant de Roi ～「王様のレストラン」序
曲～ (服部隆之)／パッヘルベルのカノン(J.パッヘルベル)

CD
演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
フルートで綴る J-popメモリー

演奏：黒田由樹(Fl)、Keiko(Pf)
全8曲 A4判  64p（パート譜付）
定価：2,400円+税

時代を超えて愛される1990年代を中心にし
たJ-POPの名曲たちを集めたフルート曲集で
す。付属CDには、ピアノ伴奏音源とフルート
による模範演奏を収録しているので一人で練習
したい初心者の方から、発表会で披露してみたいという愛好家の方
までおススメ。

【曲目】Hello, Again ～昔からある場所～／Can You Celebrate? ／負けない
で ／夜空ノムコウ／楓／純愛ラプソディ／月光／桜坂

FLUTE SOLO
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フルート名曲300選  vol.3 40選 

監修：高橋成典
全40曲 菊倍判 184p（パート譜付）　
定価：2,800円+税
初級・中級・上級編

フルートのオリジナル曲のみならず、ピアノや管
弦楽曲のアレンジやオペラの名曲など、レパート
リーをもっと増やしたい人に魅力的な曲が満載。

【曲目】恋のうぐいす（クープラン）／フルートと通奏低音のためのアダージョ（クヴァンツ）
／クリスマス オラトリオBWV248よりアリア（J.S.バッハ）／平均律ピアノ曲集よりプ
レリュードBWV853（J.S.バッハ）／クリスマスソング（アダン）／きよしこの夜（グルー
バー）／キラキラ星変奏曲（モーツァルト）／春の目覚め（C.P.E.バッハ）／ニ長調のメヌエッ
ト（モーツァルト）／アダージョとバリエーション（サン=サーンス）／スペインのセレナー
ド（ポップ）／ポロネーズ（ポップ）／アルペジョーネ・ソナタよりアダージョ（シューベル
ト）／セレナーデ（ドルドラ）／鳥の歌（カタルーニャ民謡）／牧歌（ゴダール）／7つの
スペイン民謡よりホタ（ファリャ）／ナイチンゲールの歌（フィリポフスキー）／アンダン
テ・カンタービレ（ベーム）／バラのワルツ（ケーラー）／セレナード（ハーバート）／楽興
の時（シューベルト）／カヴァティーナ（ラフ）／鳥かご（サン=サーンス）／チャルダーシュ（モ
ンティ）／スパニッシュ・ダンス（モシュコウスキ）／二つの小品　エア、ホーンパイプ（パー
セル）／イタリアン・セレナーデ（ケーラー）／間奏曲op.51-2（アンデルセン）／祈り（ド
ンジョン）／子守歌（シューベルト）／ソルヴェーグの歌（グリーグ）／フルート協奏曲ニ
短調よりアンダンテ（モリーク）／ラ・パロマ（イラディエール）／口笛吹きと犬（プライヤー）
／オペラ『リゴレット』より女心の歌（ヴェルディ）／中国の踊り（チャイコフスキー）／
間奏曲（マスカーニ）／ヘ調のメロディー（ルビンシテイン）／エストレリータ（ポンセ）

楽しく吹ける フルート名曲30選

全30曲　A4判 120p（パート譜付）
定価：1,600円+税
初級・中級編

誰もが吹きたくなる有名な作品のみを厳選して掲載!! 
レパートリーとして欠かせない小品を30曲集めま
した。レッスンや発表会、アンコールピースといろ
いろなシーンで大活躍します。

【曲目】間奏曲（歌劇「カルメン」より）（ビゼー）／春の歌（メンデルスゾーン）／
ラルゴ（歌劇「クセルクセス」より）（ヘンデル）／アンダンテ（モーツァルト）／メ
ロディ（ノブロ）／シシリエンヌ（フォーレ）／タイスの瞑想曲（マスネ）／ガヴォッ
ト（ゴセック）／精霊の踊り（グルック）／シチリアーナ（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）／バディネリ（管弦楽組曲 第2
番 ロ短調より）（J.S.バッハ）／亜麻色の髪の乙女（ドビュッシー）／メヌエット（ボッ
ケリーニ）／ハイドンのセレナーデ（ホーフシュテッター）／アヴェ・マリア（J.S.バッ
ハ＝グノー）／インドの歌（R.コルサコフ）／金婚式（マリー）／トロイメライ
（シューマン）／白鳥（サン＝サーンス）／ラルゴ（交響曲第9番「新世界」より第
2楽章）（ドヴォルザーク）／ユモレスク（ドヴォルザーク）／マドリガル（シモネッ
ティ）／愛の挨拶（エルガー）／朝（組曲「ペールギュント」より第1番）（グリーグ）
／別れの曲（ショパン）／メヌエット（ベートーヴェン）／ジムノペディ第1番（サ
ティ）／ハンガリアン田園幻想曲（ドップラー）

フルート名曲300選  vol.1 40選 

監修：川崎 優　
全40曲 菊倍判 176p（パート譜付）
定価：2,800円+税
初級・中級・上級編

フルートの名曲として数多くある曲の中から選
び抜いた300選集。シリーズとして発刊予定。
第1巻は特に有名な40曲が満載。監修者、作
曲家川崎優氏自身による編曲もおすすめです。

【曲目】ソナタ ハ長調 BWV1033よりメヌエットI、II（J.S.バッハ）／アンナ・マグダレー
ナ バッハの音楽帳よりメヌエット（J.S.バッハ）／ハレ・ソナタ ホ短調よりメヌエット
（ヘンデル）／メヌエット（ベートーヴェン）／アルルの女よりメヌエット（ビゼー）／
セレナーデ（ハイドン）／セレナーデ（シューベルト）／セレナーデ（グノー）／アヴェ・
マリア（J.S.バッハ=グノー）／アヴェ・マリア（シューベルト）／子守歌（ケーラー）
／子守歌（フォーレ）／G線上のアリア（J.S.バッハ）／シチリアーナ（J.S.バッハ）／
管弦楽組曲 第2番 ロ短調よりポロネーズ（J.S.バッハ）／管弦楽組曲 第2番 ロ短調
よりバディネリ（J.S.バッハ）／オペラ「クセルクセス」よりラルゴ（ヘンデル）／組曲 
第3番 イ短調よりイタリア風アリア（テレマン）／アンダンテ（モーツァルト）／ガヴォッ
ト（ゴセック）／ナイチンゲール（ドンジョン）／パン（ドンジョン）／精霊の踊り（グ
ルック）／歌の翼による幻想曲（シュテックメスト）／ユーモレスク（ドヴォルジャーク）
／金婚式（マリー）／朝（グリーグ）／白鳥（サン=サーンス）／母の教えたまいし歌（ド
ヴォルジャーク）／タイスの瞑想曲（J.マスネ）／メロディー（ノブロ）／ヴェニスの
ゴンドラの歌（メンデルスゾーン）／別れの曲（ショパン）／ハンガリー田園幻想曲（ドッ
プラー）／愛のあいさつ（エルガー）／「カルメン」より 間奏曲（ビゼー）／夢のあと
に（フォーレ）／シシリエンヌ（フォーレ）／エレジー（マスネ）／夢（ドビュッシー）

フルート名曲300選  vol.2 40選 

監修：佐野悦郎／中野富雄　
全40曲 菊倍判 204p（パート譜付）
定価：2,800円+税
初級・中級・上級編

全面的に校訂を施し、新曲を加えて登場。発表
会におすすめのフルート名曲の定番から中級、
上級者向けの小品、変奏曲、協奏曲も収録。

【曲目】トロイメライ（シューマン）／メヌエット（ボッケリーニ）／タンゴ（アルベ
ニス）／ガボット（ラモー）／亜麻色の髪の少女（ドビュッシー）／小さな羊飼い（ド
ビュッシー）／春の歌（メンデルスゾーン）／インドの歌（R.コルサコフ）／オペ
ラ「愛の妙薬」よりロマンス（ドニゼッティ）／子守歌（ゴダール）／ヴォカリーズ（ラ
フマニノフ）／天使のセレナーデ（ブラーガ）／セレナーデ（ドリーゴ）／ボレロ（ドゥ
メルスマン）／ヴェニスの謝肉祭変奏曲（ドゥメルスマン）／感傷的なワルツ（チャ
イコフスキー）／マドリガル（シモネッティ）／アダージョ・ノーブル（ドンジョン）
／奉献唱（ドンジョン）／祈り（ガリボルディ）／プティ・ファンタジー・コンセル
タント（ジュナン）／アンダルーズ（ペッサール）／協奏曲　第3番「五色ひわ」作
品10　第3番より第1楽章（ヴィヴァルディ）／カンツォーネ（アンデルセン）／
レジェンド（アンデルセン）／セレナード・ダムール（アンデルセン）／エレジー（ア
ンデルセン）／庭の干草変奏曲（クンマー）／スイス民謡による変奏曲（ブレプサ
ン）／蝶々（ケーラー）／夕べの歌（ケーラー）／ロマンス（サン=サーンス）／
ロマンス　ニ長調（サン=サーンス）／ロンド　ニ長調（モーツァルト）／ロンド
　ホ短調（F.X.モーツァルト）／ロッシーニの主題による変奏曲（ショパン）／小
川のほとり（ヴェッツガー）／マズルカ（ドップラー）／ノクチュルヌ（ドップラー）

FLUTE SOLO
CD

フルートで吹く　サクラうた

全12曲 A4判 72p（パート譜付）
定価：2,400円+税
編成：Fl &Pf or 2Fl&Pf

春の訪れを身近に感じることができ、またこれ
からも色褪せることのない“さくら”にちなん
だJ-popをピックアップしました。優しい気持
ちになれる春のJ-pop を、フルートの華麗な音
色で心ゆくまで楽しんでください。

【曲目】●Fl.&Pf：さくら（独唱）(森山直太朗) ／桜（河
口恭吾) ／桜（福山雅治) ／ Sakura（レミオロメン) ／サクラ色（アンジェラ・ア
キ) ／桜夜風（スキマスイッチ) ／ NHK大河ドラマ「八重の桜」より「八重の桜
メインテーマ」（坂本龍一) ／桜色舞うころ（中島美嘉) ／チェリー（スピッツ) ／ 
SAKURA（いきものがかり)
●2Fl&Pf：桜雨（JUJU ) ／桜会（ゆず)※2nd Fluteはオプション

模範演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD2枚組
恋する☆フルート

全13曲 A4判 84p（パート譜付）
定価：2,400円+税
編成：Fl Solo. 2Fl. Fl＆Pf. 2Fl.＆Pf.

恋する気持ちや誰かを愛する心は、いつの時代
も変わらないもの。そんな「恋」や「愛」にちな
んだ楽曲を集めました。各曲に楽曲解説、演奏
ポイント、オリジナル曲のディスク・ガイドを掲
載しています。

【曲目】
Amazing Grace ／いとしのエリー／ L'amour Reve ／愛する人／この清らか
な住まい／ハナミズキ／人知れぬ涙／ Fly Me To The Moon ／ I Love You ／
いつくしみ深き／夢／ If We Hold On Together ／ガブリエルのオーボエ
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楽しく吹ける フルート名曲30選vol.3

全30曲　A4判 128p（パート譜付）
定価：1,600円+税
初級・中級編

有名曲からあまり知られていない名曲まで、フルー
ト愛好家に吹いてみたいと思わせる選曲となって
います。

【曲目】メヌエット（ソナタ ハ長調 BWV1033より
（J.S.バッハ）／子守歌（シューベルト）／二つの小品 エア、ホーンパイプ（パーシェ
ル）／夢（ドビュッシー）／グノーのセレナーデ（グノー）／子守歌（ゴダール）／ジャ
ニータ（スペインのセレナード）（ポップ）／エレジー（マスネ）／思い出（ドルド
ラ）／メヌエット（ソナタ ホ短調より）（ヘンデル）／小さな羊飼い（ドビュッシー）
／恋のうぐいす（クープラン）／春の目覚め（ロマンス）（C.P.E.バッハ）／ヴェニ
スのゴンドラの歌（メンデルスゾーン）／ボレロ（ドゥメルスマン）／牧歌「3つ
の小品の組曲」より）（ゴダール）／スパニッシュ・ダンス（ムソルグスキー）／アダー
ジョ・ノーブル（ドンジョン）／間奏曲（アンデルセン）／フルートと通奏低音のた
めのアダージョ（クヴァンツ）／ナイチンゲールの歌（フィリポフスキー）／アン
ダンテ「フルート協奏曲ニ短調」より（モーリック）／鳥かご 組曲「動物の謝肉祭」
より（サン= サーンス）／ロマンス（オペラ「愛の妙薬」より）（ドニゼッティ）／ノ
クチュルヌ（夜想曲）（ドップラー）／アンダルーズ（ペッサール）／アダージョとバ
リエーション　バレエ『アスカニオ』より（サン= サーンス）／ロマンス（サン= サー
ンス）／エストレリータ（ポンセ）／ 口笛吹きと犬（プライヤー）

楽しく吹ける フルート名曲30選vol.2

全30曲　A4判 120p（パート譜付）
定価：1,600円+税
初級・中級編

「フルート名曲30選」の続編が登場。楽曲解説
やフルートの基本的知識をまとめたコンテンツ
も好評です。初心者～中級者の方が吹いて楽し
める内容になっています。

【曲目】メヌエット（アンナ・マクダレーナの音楽帳より）（J.S.バッハ）／G線上の
アリア（J.S.バッハ）／ソルヴェーグの歌（グリーグ）／奉献唱（ドンジョン）／
タンゴ（アルベニス）／夢のあとに（フォーレ）／子守歌（ケーラー）／楽興の時
（シューベルト）／女心の歌　オペラ「リゴレット」より（ヴェルディ）／ヴォカリー
ズ（ラフマニノフ）／セレナーデ（ドリゴ）／天使のセレナーデ（ブラーガ）／歌の
翼による幻想曲（シュテックメスト）／アダージョ「アルペジオーネ・ソナタ」より
（シューベルト）／鳥の歌（カタルーニャ民謡）／間奏曲　オペラ「カヴァッレリア・
ルスティカーナ」より（マスカーニ）／中国の踊り「くるみ割り人形」より（チャイ
コフスキー）／ナイチンゲール（ドンジョン）／ニ長調のメヌエット（モーツァルト）
／イタリア風アリア（テレマン）／ガボット（ラモー）／きよしこの夜（グルーバー）
／感傷的なワルツ（チャイコフスキー）／エレジー［哀歌］（アンデルセン）／庭
の千草変奏曲（クンマー）／蝶々（ケーラー）／我が母の教えたまいし歌（ドヴォ
ルザーク）／子守歌（フォーレ）／パン［牧神］（ドンジョン）／ヴェニスの謝肉祭
変奏曲［小幻想曲］（ドゥメルスマン）

CD付 フルートの名曲をハープの調べに乗せて
美しきフルートとハープの調べ

全15曲 A4判 72p（パート譜付）
定価：2,800円+税
ハープ伴奏CD付（演奏：井上久美子）
初級・中級編

フルート愛好家の中でもフルートとハープのア
ンサンブルは非常に人気の高い編成。そんな憧
れの編成での演奏が本書で実現できます。ハー
プによる伴奏CDの演奏は、世界ハープ会議副会長の井上久美子氏。

【曲目】アヴェ・マリア（グノー）／メヌエット(ペツォールト)／精霊の踊り／子守
歌（シューベルト／人知れぬ涙　オペラ「愛の妙薬」より／歌の翼による幻想曲／
クリスマスの賛美歌／天使のセレナード／夢のあとに（フォーレ）／白鳥／間奏
曲　オペラ「カヴァッレリア・ルスティカーナ」より／ソルヴェイグの歌／インドの
歌／宵待草／赤とんぼ

演奏＆ハープ伴奏CD付
ハープと織りなす
LOUNGE MUSIC ON FLUTE

全16曲 A4判 80p（パート譜付）
定価：2,400円+税
ハープ伴奏CD付（演奏：井上久美子）

フルートのきらびやかな音色、華麗なハープ
の音色──二つの楽器が紡ぐアンサンブルは、
モーツァルトをはじめ、多くの作曲家が作品を残しています。ピア
ノとも演奏できる楽譜になっています。

【曲目】FIRST LOVE／涙そうそう／彼方の光／浜辺の歌／初恋／シシリエンヌ
／私のお父さん 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より／ガブリエルのオーボエ 映画「ミッ
ション」より／You Raise Me Up ／夢やぶれて「レ・ミゼラブル」より／ Let It 
Go 映画「アナと雪の女王」より／Shape Of My Hear 映画「レオン」より／＊
My Heart Will Go On　映画「タイタニック」より／＊アヴェ・マリア／＊ハナ
ミズキ／ ＊Jupiter （＊は楽譜のみ掲載）

CD CD

無伴奏フルート独奏編曲版
シャコンヌ

作曲：Johann Sebastian BACH
編曲/監修：編曲：白川真理
A4判  16p
定価：1,600円+税

無伴奏ヴァイオリン作品の最高峰として謳われ
ている『無伴奏ヴァイオリンパルティータ 第2
番』の最終楽章。J.S.バッハがこの作品に込め
た音楽を、自筆譜から汲み取りフルート独奏曲にアレンジ。
新しい「シャコンヌ」がここに誕生しました。

【コンテンツ】チェッコーナとシャコンヌ／バッハのシャコンヌ／フルート版の編曲
について／古武術奏法によるアプローチ

※お詫と訂正： 「シャコンヌ」の楽譜解説の中で間違いがありました。 お詫びし
て訂正いたします。 P3「バッハのシャコンヌ」の解説（誤：3曲の組曲と3曲のパ
ルティータ　正：3曲のソナタと3曲のパルティータ）

FLUTE SOLO

フルートで歌う イタリア歌曲の世界

全13曲 A4判 56p（パート譜付）
定価：2,200円+税

小品ながら秀逸な作品が多い歌曲。中でもイタ
リア歌曲には、華やかさと人間味溢れる情緒を
併せ持ち、人々を陶酔させる世界観があります。
歌心を表現できるフルートは歌曲を演奏するの
にピッタリ。

【曲目】カタリ・カタリ／お前を讃える栄光のために／すみれ／かぎりなく優雅な
絵姿／アルプスの羊飼いの娘／ガンジス川に陽はのぼり／フニクリ・フニクラ／
優雅な月よ／ひとつの星に／私は海に家を建てたい／春よ／愛の喜びは／最後
の歌
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Flute Best Selection

2CD 2CD
演奏＆伴奏CD2枚組付 （改訂新版）

フルートベストセレクション  vol.1

全20曲 A4判 96p
+パート譜40ページ／ブック・イン・ブック
定価：2,900円+税
DISC1：模範演奏 フルート＆ピアノ
DISC2：カラオケ ピアノ伴奏 

フルート演奏
野勢善樹／北川祥子／前田綾子／平山 恵／崎谷 直
ピアノ伴奏：成田有花 

【曲目】
● 初心者でも楽しめる名曲
ハイドンのセレナーデ（ホーフシュテッター）／別れの曲（ショパン）／ガヴォット（ゴ
セック）／子守歌（ゴダール）／エレジー op.55 No.1（アンデルセン）／楽興の時
（シューベルト）／間奏曲 オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」より（マスカーニ）
● 広く親しまれているクラシックの名曲
ポロネーズ（J.S.バッハ）／我が母の教えたまえし歌（ドヴォルザーク）／シシリ
エンヌ（フォーレ）／マドリガル（シモネッティ）／お母さん聞いてちょうだい「き
らきら星変奏曲」より（モーツァルト）／小さな羊飼い（ドビュッシー）／アリア「ク
リスマス・オラトリオ」より（J.S.バッハ）
● フルートのために書かれた名曲：奉献唱
op.12（ドンジョン）／メヌエット ハ長調（J.S.バッハ）／祈り（ドンジョン）／
セレナード・ダムール（アンデルセン）／牧歌「3つの小品の組曲」より（ゴダール）
／小川のほとり（ヴェッツガー）

演奏＆伴奏CD2枚組付 （改訂新版）

フルートベストセレクション  vol.2

全20曲 A4判 106p
+パート譜40ページ／ブック・イン・ブック
定価：2,900円+税
DISC1：模範演奏 フルート＆ピアノ
DISC2：カラオケ ピアノ伴奏

フルート演奏
上野由恵／清木ナツキ／立花千春／前田綾子
ピアノ伴奏：伊藤響子／成田有花 

【曲目】
● 初心者でも楽しめる名曲
愛の挨拶（エルガー）／メヌエット（ボッケリーニ）／白鳥（サン＝サーンス）／ア
ダージョ「アルペジオーネ・ソナタ」より（シューベルト）／シチリアーナ（バッハ）
／感傷的なワルツ op51-6（チャイコフスキー）／ラルゴ 歌劇「クセルクセス」
より（ヘンデル） 
● 広く親しまれているクラシックの名曲
パン（牧神）（ドンジョン）／タンゴ（アルベニス）／思い出（ドルドラ）／ヴォカリー
ズ（ラフマニノフ）／ロマンス op.51（サン＝サーンス）／ロンド K.Anh.184（モー
ツァルト）／ホタ「7つのスペイン民謡」より（ファリャ）／アヴェ・マリア（シュー
ベルト）／口笛吹きと犬（プライヤー） 
● フルートのために書かれた名曲
カンツォーネ op.53 No.1（アンデルセン）／ジャニータ（スペインのセレナード）
（ポップ）／イタリアン・セレナーデ op.74（ケーラー）／メロディ（ノブロ） 

FLUTE SOLO

前田綾子
Ayako Maeda

vol.1 & 2 収録

平山　恵
Kei Hirayama

vol.1 収録

野瀬善樹
Yoshiki Nose

vol.1 収録

北川祥子
Sachiko Kitagawa

vol.1 収録

崎谷　直
Sachiko Kitagawa

vol.1 収録

立花千春
Chiharu Tachibana

vol.2 収録

清木ナツキ
Natsuki Seiki

vol.2 収録

上野由恵
Yoshie Ueno

vol.2 収録

成田有花
Yuka Narita

vol.1 & 2 収録

伊藤響子
Kyoko Ito

vol.2 収録

　Flute Best Selection 収録メンバー

Flute Piano

長らく品切れ状態だった「Flute Best Selection」は、フルートの
ためにアレンジしたクラシック各分野の名曲から、フルートオリジ
ナル曲まで、よく演奏される曲を集めた、参考演奏＆ピアノ伴奏カ
ラオケの2枚組CD付き名曲集です。

内容はそのままに、ケース入りの仕様を改め、ブック・イン・ブックと
することで、よりお求めやすい価格帯になりました。初心者から上
級者まで使える幅広い楽曲を掲載した当曲集は、フルート奏者の皆
さんに持っていていただきたいシリーズです！
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FLUTE SOLO & DUET
Bless you  やすらぎのひととき　

監修：紫園 香／菅野万利子
全15曲 A4判 64p（パート譜付）
定価：2,400円+税
初級・中級編

Bless You…　はキリスト教の祝福の言葉。
賛美歌やJ.S.バッハの作品を中心に心いやさ
れる作品が15曲。フルートとピアノおよびフ
ルートニ重奏とピアノ。

【曲目】（フルートとピアノ）いつくしみ深き／アメージング・グレイス／シャロ
ンの花／黄金のエルサレム／ロンドンデリー／春に寄せて Op.43-6 ／郷愁
Op.57-6／アダージョ「復活祭オラトリオBWV249」より／アリア「愛する心よ、
血にまみれ」／アリア「私のすべてを捧げてあなたをほめたたえます」／ガブリ
エルのオーボエ／鳥の歌　（フルート二重奏とピアノ）いつくしみ深き／シャロン
の花／マドリガル／アメージング・グレイス

CD2枚組付 多彩な伴奏楽器で奏でる
フルート名旋律の響き

全24曲 A4判 80p
定価：2,800円+税
初級・中級編

ハープやギター、チェンバロ、弦楽四重奏などさ
まざまな楽器とのアンサンブルをテーマに発刊
してきた「THE FLUTE SPECIAL」。その中か
ら選りすぐりの名曲・名旋律を1冊に集めまし
た。模範演奏と伴奏カラオケCD（2枚組）も付属。演奏者のコメン
トや曲を演奏する前の大切な知識などを学べるコーナーも掲載。

【コンテンツ】楽曲解説と演奏アドバイス／Break Time ／曲を演奏する前に
【曲目】朝「ペール・ギュント」第1組曲より（E.H.グリーグ）／間奏曲 歌劇「カルメン」
より（G.ビゼー）／夢のあとに（G.フォーレ）／シシリエンヌ（G.フォーレ）／月の
光（C.ドビュッシー）／亜麻色の髪の乙女（C.ドビュッシー）／メヌエット 組曲「ア
ルルの女」第2組曲より（G.ビゼー）／白鳥（サン＝サーンス）／ラルゴ　歌劇「セ
ルセ」より（G.F.ヘンデル）／タイスの瞑想曲（J.マスネ）／アヴェ・マリア（J.S.バッ
ハ=C.F.グノー）／シチリアーノ（J.S. バッハ）／ポロネーズ　「管弦楽組曲」第2
番より（J.S.バッハ）／メヌエット　「弦楽五重奏」より 第3楽章（L.ボッケリーニ）
／ガヴォット（F.J.ゴセック）／精霊の踊り　歌劇「オルフェとエウリディーチェ」
より／ハイドンのセレナーデ（R.ホーフシュテッター）／G線上のアリア（J.S.バッハ）
／ハバネラ 歌劇「カルメン」より（G.ビゼー）／グリーンスリーブス（イギリス民謡）
／ユモレスク「8つのユモレスク」より 第7番（A.ドヴォルザーク）／花（喜納昌吉）
／愛の挨拶（E.エルガー）／花（喜納昌吉）／早春賦（中田 章）／愛の挨拶（E.エルガー）

CD2枚組付 多彩な伴奏楽器で奏でる
フルート名旋律の響き vol.2

全24曲 A4判 80p
定価：2,800円+税
初級・中級編

さまざまな楽器とのアンサンブルをテーマにし
た「フルート名旋律の響き」。好評につき、早く
も第2巻が発刊されました。Vol.2ではクラシッ
クのみならず、ジャズやポップス、ボサノヴァの
スタンダード曲も含め、選りすぐりの名曲・名旋律を1冊にまとめま
した。1巻同様に模範演奏と伴奏カラオケCD（2枚組）も付属。パー
カッションの世界や練習方法といった記事も掲載されています。

【コンテンツ】楽曲解説と演奏アドバイス／Break Time ／曲を演奏する前に
【曲目】スマイル（C.チャップリン）／ I Will Always Love You（D.パートン）／星
に願いを（L.ハーライン）／Fly Me to the Moon（B.ハワード）／私のお気に入
り（R.ロジャース）／アメージング・グレイス（作曲者不詳）／ハナミズキ（マシコタ
ツロウ）／カノン風ソナタ （G.テレマン）／浜辺の歌（成田為三）／パパゲーノの
アリア　歌劇「魔笛」より（W.A.モーツァルト）／亡き王女のためのパヴァーヌ（M.ラ
ヴェル）／花のまち（團 伊玖磨）／赤とんぼ（山田耕筰）／アニー・ローリー（J.D.スコッ
ト夫人）／ロンドンデリーの歌（アイルランド民謡）／交響曲第40番　第1楽章
（W.A.モーツァルト）／家路　交響曲第9番「新世界より」第2楽章（A. ドヴォルザーク）

FLUTE SOLO

フルートとチェンバロまたはピアノの
ためのバロック名曲集

※ザ・フルート別冊vol.3より　
全8曲 A4判 36p
定価：1,800円+税
初級・中級編

ザ・フルート別冊vol.3に掲載されたバロックの
名曲より9曲を収録。ちょっと聞き慣れたバロッ
クの作品を吹いてみたい……そんな時にはこの
1冊がおすすめです！

【曲目】ソナタ ト短調／ガヴォット／メヌエット／恋のうぐいす／アリオーゾ／ご
しきひわ／タンブーラン／ポロネーズ／ソナタホ長調

2CD 2CD



※ピアノ&カラオケと奏でるフルート ヒットパレード vol.1（改訂新版）は、
こちらの商品の改訂新版となっております。
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FLUTE SOLO

CD付 
ピアノ&カラオケと奏でる
フルート ヒットパレード vol.1（改訂新版）

全15曲 A4判 72p（パート譜付）
定価：2,400円+税
初級・中級編

現在でも多くのアーティストにカバーされてい
る昭和歌謡曲。耳に残るメロディは、ついつい
口ずさみたくなる魅力に溢れています。そんな歌謡曲の名曲からフ
ルートで演奏してみたくなる曲を選びました。
全曲カラオケ対応の改訂新版となって再登場です。オリジナルに近
づけた臨場感あふれるカラオケや、アレンジされたピアノ伴奏カラ
オケを使えば、日々の練習やレッスンも楽しくなることでしょう。

【曲目】
■ Solo（カラオケ対応）：渚のシンドバッド／かもめが翔んだ日／ビューティフル・
ネーム／ダンシング・オールナイト／つぐない／桃色吐息／恋人よ
■ Fl&Pf：贈る言葉／乾杯／あの鐘を鳴らすのはあなた／秋桜／川の流れのように
／また逢う日まで／輝きながら…／ルビーの指環 

CD2枚組付
みんなが知ってる、心を動かすメロディ
フルートソロで楽しむ Song for Flute

全24曲 A4判 64p
定価：2,400円+税
初級・中級編

クラシックの名曲からポップス映画音楽まで、馴
染み深いメロディばかりを集めました。模範演
奏、伴奏CDを使って、フルートを吹く楽しさを
感じられる一冊です。

【曲目】
■フルートソロ：北の国から／風笛／桜色舞うころ／明日／慕情／太陽がいっぱ
い／España op.165, No.2 Tango in D Major ／月の光／小舟にて／中山道
／椰子の実／DREAMS／スペース・ファンタジー「ジュピター」／情熱大陸／
愛燦燦／時の流れに身をまかせ／川の流れのように／秋桜／愛燦燦（A.Fl持ち
替え）／川の流れのように（A.Fl持ち替え）／秋桜（A.Fl持ち替え）／時の流れ
に身をまかせ（A.Fl持ち替え）■愛のロマンス（Fl&Pf）／ピアノ協奏曲 第21番
（Fl&Pf）

大切な人に届けたい…
WEDDING for FLUTE

全20曲 A4判 80p（パート譜付）
定価：2,200円+税
初級・中級編

結婚式にぴったりの名曲を、シーン別に雰囲気
に合う人気曲をまとめて楽譜にしました。フルー
トの音色でお祝いのメッセージ。ソロ、デュエット、
ピアノ伴奏と種類も色々。大切な人の想い出に
残るひとときに演奏してみてはいかがでしょうか。

【曲目】
■迎賓、入場：アヴェ・マリア（Fl&Pf）／ G線上のアリア（Fl&Pf）／パッヘルベ
ルのカノン（Fl&Pf）
■歓談・余興：乾杯の歌｠ 歌劇「椿姫」より（2Fl）／私のお父さん（Fl&Pf）／間奏
曲｠ オペラ「カヴァッレリア・ルスティカーナ」より（Fl&Pf）／「タイス」の瞑想曲
（Fl&Pf）／愛の夢｠ 第3番（Fl&Pf）／アメイジング・グレイス（Fl&Pf）／ハナミ
ズキ（Fl&Pf）／ If We Hold On Together （Fl&Pf）／ニュー・シネマ・パラダイ
ス（2Fl&Pf）
■ケーキ入刀・手紙・花束贈呈：愛につつまれて（Fl&Pf）／愛と青春の旅立ち
（Fl&Pf）／ You Raise Me Up（Fl&Pf）／木星のファンタジー（Fl&Pf）／オ
ンブラ・マイ・フ（Fl&Pf）
■退場：ありがとう（2Fl）／トイレの神様（2Fl）／いつくしみ深き（Fl&Pf）

CD付 
魅せられる、懐かしの昭和歌謡をフルートで
フルート ヒットパレード '60s '70s '80s

【曲目】
■ Solo（カラオケ対応）：渚のシンドバッド／かもめが
翔んだ日／ビューティフル・ネーム／ダンシング・オール
ナイト／つぐない／桃色吐息／恋人よ
■ Fl&Pf：贈る言葉／あの鐘を鳴らすのはあなた／秋桜
／乾杯／川の流れのように
■ 2Fl&Pf：翼をください／サボテンの花／ルージュの伝言
■ 2Fl：遠くへ行きたい
■ 4Fl（模範演奏対応）：この広い野原いっぱい／夜明けのスキャット／あ
る日突然／なごり雪  ※『なごり雪』は模範演奏非対応。

CD

2CD

生ギターと奏でる
フルートヒットパレード vol.2
煌めく昭和歌謡曲

全18曲 A4判 52p
定価：2,200円+税
編成：FL&Guit
ギター演奏：矢萩 暁

大好評を博した「フルートヒットパレード」の続
編が装いも新たに登場！ vol.2も痒いところに手が届く選曲のうえ、
CD 収録の生ギター伴奏は、数々のミュージシャンと共演しギタリス
トとして活躍する矢萩暁氏が演奏を担当。音を幾重にも重ね、一人
で演奏しているとは思えないハイクオリティなカラオケ音源は、生
演奏をバックに演奏したいパーティや結婚式など様々なイベント事
にも役立つこと間違いなし！ 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／雨の慕情／氷雨／初恋／
天城越え／雪國／人生いろいろ／百万本のバラ／知床旅情／瀬戸の花嫁／港が見
える丘

CD

生ギターと奏でる
フルートヒットパレード vol.3
煌めく昭和歌謡曲

全12曲 A4判 40p
定価：2,200円+税
編成：FL&Guit
ギター演奏：矢萩秀明

大好評を博した「フルートヒットパレード」の続
編が装いも新たに登場！ vol.3 も痒いところに手が届く選曲のうえ、
CD 収録の生ギター伴奏は、数々のミュージシャンと共演しギタリス
トとして活躍する矢萩秀明氏が演奏を担当。音を幾重にも重ね、一
人で演奏しているとは思えないハイクオリティなカラオケ音源は、
生演奏をバックに演奏したいパーティや結婚式など様々なイベント
事にも役立つこと間違いなし！ 歌い甲斐のあるメロデで、古き良き
昭和歌謡の世界を堪能してください。

【曲目】
或る日突然／太陽がくれた季節／五番街のマリーへ／あなた／フィーリング／ラ
ヴ・イズ・オーヴァー／異邦人／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─／コーヒー・ルンバ／愛のままで…

CD
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FLUTE PIECES vol.1
by Masaru Kawasaki

作曲：川崎優
全3曲 A4判 18p（パート譜付）
定価：2,600円+税
中級・上級編

作曲家、川崎優氏の個性的な作品を網羅するシ
リーズVol.1。無伴奏フルート作品「フルートの
ための2章」他、日本情緒にあふれる作品を収録。

【曲目】（フルートのための2章）Two movements for Flute alone ／（うた）
UTA-Vocalize Japanesque ／（涙）La Lagrima

FLUTE PIECES vol.3
by Masaru Kawasaki

作曲：川崎優
全3曲 A4判 20p（パート譜付）
定価：2,600円+税
中級・上級編

シリーズ全3巻中の第3巻。川崎語法による3
つの小品。前衛的なものではなく気楽に楽しめ
ます。

【曲目】（3つの叙情的小品）Lullaby ／ Aria ／ Serenade

フルートとピアノのための作品集
木星のファンタジー   
伊藤康英フルート作品集

作曲：伊藤康英
全12曲 菊倍判 96p（パート譜付）
定価：2,400円+税
初級・中級編

伊藤康英氏のフルート作品を収めた曲集。
表題曲は、ホルスト作曲「惑星」の中の「木星」
のテーマを用いて、伊藤氏独自のユーモアとセンスでアレンジされ
ています。

【曲目】ドリーミングドール／メヌエット／星あかりの夜に／猫のノエル／ケニア
ンファンタジー／古典組曲／ラモーの主題による変奏曲／フルートソナタ／9月
のアリア／8月のリヴェラシオン／7月のヴィジオーネ／木星のファンタジー

FLUTE PIECES vol.2
by Masaru Kawasaki

作曲：川崎優
全3曲 A4判 16p（パート譜付）
定価：2,600円+税
中級・上級編

フルートに精通した川崎優氏の香り豊かなフ
ルートとピアノのための作品を収録。作曲者に
よるわかりやすい解説を掲載。

【曲目】（夢想）The Reverie ／（あこがれ）Longing ／（わすれな草）Forget-
me-not

たのしい日本の名曲フルート選集
フルートソロ+ピアノ伴奏

編曲：山下康介
全17曲 A4判 48p（パート譜付）
定価：1,600円+税
初級・中級編

昔なつかしいあの名曲をフルートで吹きたい…
そんな人におすすめ。コンサートでも日本歌曲
の魅力をおおいに楽しめる曲集。

【曲目】荒城の月／箱根八里／花／早春賦／とおりゃんせ／中国地方の子守歌（日
本古謡）／この道／赤とんぼ／里の秋／宵待草／歌を忘れたカナリヤ／浜辺の歌
／赤い靴／時計台の鐘／朧月夜／五木の子守歌（熊本県民謡）／椰子の実

模範演奏CD付
フルートで奏でる　わらべうた

作曲：川崎優
全10曲 A4判 64p（パート譜付）
定価：2,400円+税
演奏：植村泰一(Fl) ／高橋葉子（Pf）
初級・中級編

わらべうたを主題に、対旋律と多様なリズム
の変化をすべての曲にあしらった、新しい“わ
らべうた”の誕生です。懐かしさと新しさが共存する旋律を見事な
までに表現した、植村泰一氏（日本フルート協会副会長）による演奏
CD付き。

【曲目】うさぎうさぎ／柴の折り戸／ずいずいずっころばし／むすんでひらいて
／ゆうやけ／一夜明ければ／通りゃんせ／かごめかごめ／ほたるこい／かり

FLUTE SOLO

Love at fi rst sight 
フルート名曲集 セレナーデ編

作／編曲：川崎 優
全10曲 A4判 3冊59p（パート譜付）
定価：2,800円+税
初級・中級編

多くの人々に愛唱されているセレナーデをフ
ルート用に編曲。

【曲目】《series 1》ドリゴのセレナーデ／シューベルトのセレナーデ／ハイケンス
のセレナーデ、《series 2》グノーのセレナーデ／マサルのセレナーデ／ウッダー
ルのセレナーデ、《series 3》スパニッシュ・セレナーデ（ビゼー）／ハイドンのセ
レナーデ／トスティーのセレナータ／嘆きのセレナータ（トセリ）

分冊判はこちら　
《series1、2》1,000円＋税
《series3》1,200円＋税

Color of my heart 
フルート名曲集  叙情編

作／編曲：川崎 優
全10曲 A4判 3冊54p（パート譜付）
定価：2,800円+税
初級・中級編

多くの編曲を手がけている川崎優氏による、歌
曲、器楽作品をフルート用に編曲したシリーズ。

【曲目】《series 1》悲歌（マスネ）／別れの曲（ショパン）夢のように（フロトー）／
パン（ドンジョン）、《series 2》歌の翼幻想曲（メンデルスゾーン）／うつろな心変
奏曲（川崎 優）／ヴェニスのゴンドラの歌（メンデルスゾーン）、《series 3》愛の挨
拶（エルガー）／ 母の教えたまいし歌（ドヴォルザーク）／グリーン・スリーブス（イ
ギリス民謡）

分冊判はこちら　
《series 1》1,200円＋税
《series2、3》1,000円＋税

CD
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FLUTE SOLO

その音はあるストーリーから生まれ、  
今も輝きを残し続ける
MUSIC IN CINEMA FOR FLUTE

全20曲 A4版 72p（パート譜付）
定価：2,400円+税
初級・中級編

映画音楽の名曲をフルートが持つ音色で、より
魅力あるサウンドとして響く曲をまとめた曲集
第1巻。時代やジャンルを越えて人々の心に残
してきた名曲の数々が楽しめます。

【曲目】ムーンリバー／雨にぬれても／美女と野獣／アダージョ（アルビノーニ）
／ SUMMER ／ジムノペディ／トロイメライ／オールウェイズ・ラブ・ユー／ラル
ゴ（新世界より）／時の踊り／エンターテイナー／アンチェインド・メロディー／
茶色の小瓶／もののけ姫／グリーンスリーブス／夢／ラルゴ（セルセより）／ホー
ル・ニュー・ワールド／愛のロマンス／いつも何度でも

その音はあるストーリーから生まれ、  
今も輝きを残し続ける
MUSIC IN CINEMA FOR FLUTE 
VOL.2

全19曲 A4版 72p（パート譜付）
定価：2,400円+税
初級・中級編

映画音楽の名曲集第2巻。1巻同様、フルート
とピアノの他、フルート二重奏とピアノやフルー
ト四重奏も楽しめます。

【曲目】ロミオとジュリエット／埴生の宿／Ｇ線上のアリア／ 夢のあとに／テキサ
スの黄色いバラ／アヴェ・マリア／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）／スタンド・バイ・ミー／ 愛と青春の旅立ち／アニー・ローリー
／ノクターン／レクイエムよりラクリモーサ／男と女／パッヘルベルのカノン／
風の通り道／ 君をのせて／亡き王女のためのパヴァーヌ／ 鉄道員

CD付
FLUTE MELODY BOOK vol.3  
FAVORITE SONGS & CEREMONY&SEASON

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

各巻34曲ずつの掲載で、全102曲が揃う
FLUTE MELODY BOOK シリーズ（全3巻）。第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 曲を取り上げ、憧れ
の曲をカッコよく演奏できるCD付の曲集。

【曲目】〈FOVIRITE 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
〈CEREMONY&SEASON〉愛の夢第3番／アヴェ・マリア／贈る言葉／オンブラ・
マイ・フ／結婚行進曲／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

フルートで吹きたい
スタジオジブリ
シネマセレクション

全23曲 A4判 92p（パート譜／オプショナル
パート譜付）
定価：2,400円+税
初級・中級編

「天空の城ラピュタ」から「崖の上のポニョ」まで
フルー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】空から降ってきた少女／ゴンドアの思い出／失意のパズー／タイガーモ
ス号にて／君をのせて／シータの決意／天空の城ラピュタ／となりのトトロ／五
月の村／風のとおり道／さんぽ／おかあさん／まいご／ねこバス／旅立ち～西
へ～／コダマ達／東からきた少年／エボシ御前／アシタカとサン／もののけ姫　
Instrumental Version ／もののけ姫　Vocal Version ／アシタカせっ記　エン
ディング／海のおかあさん

CD付
FLUTE MELODY BOOK vol.1  
CINEMA & CLASSIC

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

各巻34曲ずつの掲載で、全102曲が揃う
FLUTE MELODY BOOK シリーズ（全3巻）。第1巻は映画音楽19
曲とクラシック音楽15曲を取り上げ、憧れの曲を楽しく演奏でき
るCD付の曲集。

【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
〈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／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／
夢のあとに／ユモレスク／「ロザムンデ」第3幕への間奏曲

CD付
FLUTE MELODY BOOK vol.2 
JAZZ STANDARD & JAPANESE POPS

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

各巻34曲ずつの掲載で、全102曲が揃う
FLUTE MELODY BOOK シリーズ（全3巻）。第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曲を取り上げ、憧れの曲
をカッコよく演奏できるCD付の曲集。

【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
〈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

CD CD

CD
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山形由美オフィシャル・スコアブック
愛のアンソロジー

全8曲 A4判 112p（パート譜付）
定価：2,600円+税
中級・上級編

デビュー 25周年記念CD「Anthology～愛の
アンソロジー」（イマジン・ベスト・セレクション）
発売を記念したタイアップスコア集。CDから
選りすぐった8曲の楽譜を掲載し、CDに収録
された演奏のアーティキュレーションなどを完全に再現しています。
25年の軌跡を振り返るロングインタビューと貴重な写真も掲載。

【コンテンツ】山形由美スペシャル・インタビュー／フォト・ライブラリー 25年の
軌跡／山形由美をもっと知る　30の質問
【曲目】星のセレナーデ（シャミナード）／「歌の翼」による幻想曲（シュテックメ
スト）／愛の夢（F.リスト）／口づけ（トスティ）／どうか吹いておくれ（ドナウ
ディ）／トスカ・ファンタジー（加藤昌則）／ただ憧れを知るものだけが（チャイ
コフスキー）／ビー・マイ・ラブ（ブロドツキー）

Karl Joachim Andersen for Flute and Piano
アンデルセン・フルート全集  vol.1

監修：石原利矩
全3曲 A4判 36p（パート譜付） 
定価：1,500円+税
中級・上級編

フルート奏者、作曲家、指揮者であったアンデ
ルセンが楽器の魅力を存分に引き出した作品の
中から3曲を収録。

【曲目】コンチェルトシュトゥック／孤独／願い

Karl Joachim Andersen for Flute and Piano
アンデルセン・フルート全集  vol.3

監修：石原利矩
全5曲 A4判 52p（パート譜付） 
定価：1,800円+税
中級・上級編

ポピュラー音楽のような軽さや、色彩豊かな優
雅な音楽をふんだんにとりこんだ魅力的な作品
の数々。コンサートで気軽に楽しめます。

【曲目】即興曲Op.7 ／海辺にてOp.9 ／子守歌Op.28-1 ／ガヴォットOp.28-2
／バラードと空気の精の踊りOp.5

Karl Joachim Andersen for Flute and Piano
アンデルセン・フルート全集  vol.5 

監修：石原利矩
全5曲 A4判 52p（パート譜付） 
定価：2,200円+税
中級・上級編

数多くのフルート教則本を書いたアンデルセン
らしい技巧的で華麗な作品。ピアノパートも充
実した魅力的な5曲を収録。

【曲目】タランテラOp.10／舟歌Op.24 No.4 ／子守歌 Op.24 No.5 ／おしゃ
べりOp.24 No.6 ／スウェーデンの歌による滑稽な変奏曲 Op.26

Karl Joachim Andersen for Flute and Piano
アンデルセン・フルート全集  vol.7 

監修：石原利矩
全14曲 A4判 64p（パート譜付） 
定価：2,400円+税
中級・上級編

タイトルの通り、サロンで気軽に奏でるような
短めの軽やかな曲を中心に収録しました。アン
デルセンの手堅い手法と洒落た感覚がミックス
された珠玉の作品集です。

【曲目】 3曲のサロン曲 第１集より　第1番 メロディ　第2番 子守歌　第3番 
蝶々（間奏曲）／4曲のサロン曲 第2集より　第1番 パストラール　第2番 踊
りの歌第3番 牧歌　第4番 狩りの歌／5曲の作品　第1番 秋に　第2番 花　
第3番 バルコニーの下で　第4番 夕べの歌　第5番 過ぎし時より（間奏曲）／
ナショナル・ファンタジー集より　 第1番 『デンマーク』／オペラ編曲集より　
第6番 ドニゼッティ作曲『ランメルモールのルチア』

Karl Joachim Andersen for Flute and Piano
アンデルセン・フルート全集  vol.2

監修：石原利矩
全5曲 A4判 48p（パート譜付） 
定価：1,800円+税
中級・上級編

軽快で楽しいリズムや厳格で奥深い音楽、また
情熱的でロマンチックな旋律など、どれもアン
デルセンの得意とするところがそれぞれの作品
にあふれています。

【曲目】ガヴォットOp.23 ／アルバムの一頁Op.19 ／あきらめOp.22-1 ／ポロ
ネーズ Op.22-2 ／ハンガリアン・ファンタジーOp.2

Karl Joachim Andersen for Flute and Piano
アンデルセン・フルート全集  vol.4 

監修：石原利矩
全5曲 A4判 52p（パート譜付） 
定価：1,800円+税
中級・上級編

アンデルセンの流暢でユーモアもあり、手堅い手
法もおりまぜた多彩な作品は、どれも音の遊び
を楽しんでいるようでとても親しみやすい曲目
です。

【曲目】無窮動 Op.8 ／ファンタジー・カラクテリステックOp.16／牧歌Op.24-1
／夢想Op.24-2 ／マズルカ風にOp.24-3

Karl Joachim Andersen for Flute and Piano
アンデルセン・フルート全集  vol.6

監修：石原利矩
全10曲 A4判 64p（パート譜付） 
定価：2,400円+税
中級・上級編

リズミカルな躍動感あふれるコミカルな音楽
や、美しく気品ある叙情的メロディなど、それ
ぞれが個性的で可憐な作品。

【曲目】つばめOp.44 ／ モーツァルト『フィガロの結婚』Op.45 Op.1 ／再会
Op.46／主題と変奏Op.47／期待Op.51 No.1 ／間奏曲Op.51 No.2 ／慰め
Op.51 No.3 ／ワルツOp.51 No.4 ／エレジー／夕べの歌

FLUTE SOLO
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CD付 華やかなステージを彩る

魅惑のフルート・デュエット

全6曲 A4判 96p（パート譜付）
定価：2,600円+税
演奏：立花千春、前田綾子(Fl)、鈴木奈津子(Pf)
中級・上級編

これまでに何度もデュエットで共演を重ねてき
た立花千春氏と前田綾子氏。
色彩豊かな音色で聴き手を一気に惹きつける表
現力は、多くのファンを獲得しています。そんな二人が、人気曲か
ら新しいレパートリーまでを収録。フルートデュオをより極めたい
方にオススメの一冊です。

【曲目】アンダンテとロンドop.25（A.ドップラー）／間奏曲 オペラ「カルメン」よ
り（G.ビゼー）／「魔笛」による二重奏曲No.1/No.17（W.A.モーツァルト）／
パヴァーヌ op.50（G.フォーレ）／トリオ・ソナタ ホ長調 Wq162（C.P.E.バッハ）
／紅（真島俊夫）
【Special Track ／ CDのみ収録】ラブバード（G.ショッカー）
／ Les BRASSERIES D’AVANT-GUERRE（R.ギヨー）

演奏＆伴奏CD2枚組付
吹ける、聴ける、楽しめる
フルートデュエット40 vol.1

編曲：上 明子
全43曲 A4判 80p
定価：2,800円+税
演奏：前田綾子、平山 恵、金野紗綾香、沢野 茜(Fl)
初級・中級編

【コンテンツ】楽曲解説／曲を演奏する前に／Pick Upア
ナリーゼ／パートナーと演奏する心得
【曲目】鱒（F.シューベルト）／野ばら（H.ウェルナー）／シェリト・リンド（メキシ
コ民謡）／ロング・ロング・アゴー（T.H.ベイリー）／もう飛ぶまいぞ、この蝶々
（W.A.モーツァルト）／モーツァルトの子守歌（B.フリース）／この道（山田耕筰）
／ちょうちょう（スペイン民謡）／ちいさい秋みつけた（中田喜直）／コンドルは
飛んでいく（D.ロブレス）／埴生の宿（H.ビショップ）／旅愁（J.P.オードウェイ）
／トロイカ（ロシア民謡）／木曽節（日本民謡）／荒城の月（滝廉太郎）／ともしび（ロ
シア民謡）／スワニー河（S.C.フォスター）／シューベルトの子守歌（F.シューベル
ト）／ほたるこい（日本民謡［わらべうた］）／オーラ・リー（アメリカ民謡）／夢
路より（S.C.フォスター）／わらの中の七面鳥（アメリカ民謡）／椰子の実（大中寅
二）／からたちの花（山田耕筰）／中国地方の子守歌（日本民謡）／リオ・グランデ
（アメリカ民謡）／フニクリ・フニクラ（L.デンツァ）／オー・ソレ・ミオ（E.D.カプア）
／ふるさと（岡野貞一）／さくらさくら（日本古謡）／別れ（ドイツ民謡）／波浮
の港（中山晋平）／シチリアーナ（O.レスピーギ）／歌の翼に（F.メンデルスゾーン）
／聖者の行進（アメリカ民謡）／ジングル・ベル（J.P.ピエールポント）／聖夜（F.X.グ
ルーバー）／主よ人の望みの喜びよ（J.S.バッハ）／ロンドンデリーの歌（アイルラ
ンド民謡）／悲しき天使（B.フォミーン）
Special Score　シェナンドー（アメリカ民謡）／黄色いリボン（Traditional）／
バディネリ（J.S.バッハ）＊Special ScoreはCD未収録

演奏＆伴奏CD2枚組付
吹ける、聴ける、楽しめる
フルートデュエット40 vol.2

編曲：上 明子
全42曲 A4判 80p
定価：2,800円+税
演奏：前田綾子、平山 恵、金野紗綾香、沢野 茜(Fl)
初級・中級編

【コンテンツ】楽曲解説／曲を演奏する前に／Pick Up
アナリーゼ／パートナーと演奏する心得
【曲目】愛の挨拶（エルガー）／春の小川（岡野貞一）／庭の千草（アメリカ民謡）
／舟歌（P.I.チャイコフスキー）／故郷を離るる歌（ドイツ民謡）／アリラン（韓国
民謡）／五木の子守歌（日本民謡）／こきりこ節（日本民謡）／ステンカ・ラージ
ン（ロシア民謡）／安かれ、我が心よ（フィンランド民謡）／ケンタッキーの我が家
（S.C.フォスター）／アロハ・オエ（ハワイ民謡）／ソーラン節（日本民謡）／待ちぼ
うけ（山田耕筰）／茶色の小瓶（アメリカ民謡）／オー・スザンナ（S.C.フォスター）
／ガヴォット（J.S.バッハ）／メリー・ウィドウ・ワルツ（F.レハール）／アニー・ローリー
（スコットランド民謡）／峠の我が家（アメリカ民謡）／カリンカ（ロシア民謡）／
赤い河の谷間（アメリカ民謡）／望郷（ドイツ民謡）／サンタ・ルチア（イタリア民謡）
／枯葉（J.コスマ）／黒い瞳（ロシア民謡）／夏の思い出（中田喜直）／赤とんぼ（山
田耕筰）／恋の悩み知る君は（W.A.モーツァルト）／ブラームスの子守歌（J.ブラー
ムス）／早春賦（中田章）／野ばら（F.シューベルト）／菩提樹（F.シューベルト）
／月の光に（J=B.リュリ）／婚礼の合唱（W.R.ワーグナー）／ハッピー・バースデ
イ（M.J.ヒル）／お正月（滝廉太郎）／ひいらぎかざろう（ウェールズ民謡）／諸人
こぞりて（G.F.ヘンデル）／ラルゴ（G.F.ヘンデル）

みんなで楽しむ

クリスマス フルート  デュオ

編曲：町田育弥
全17曲 A4判 44p（パート譜付）
定価：1,800円+税
初級・中級編

各国のキャロル、ポピュラーソング、クラシック
など、色々なジャンルから13曲を収録。演奏
しても聴いても楽しい曲目です。パーティやプ
ライベートなコンサートで演奏する気さくな小アンサンブルとして、
是非レパートリーに！

【曲目】クリスマス・イヴ／恋人がサンタクロース／WINTER WONDERLAND／
きよしこの夜／もみの木／天には栄え／おめでとうクリスマス／12月25日／
おとなしい牛が／ひいらぎかざろう／サンタが街にやってくる／汝の羊に牧草
を与えよ／モテット「踊れ、喜べ、幸いなる魂よ」より　アレルヤ／オラトリオ「メ
サイア」より一人のみどりごが我らのために生まれた／「クリスマス・オラトリオ」
より喜び勇む羊飼いよ／ホワイト・クリスマス／ジングルベル

FLUTE DUO

初心者のための
ザ・フルート バッハ・デュエット曲集 

編曲：レザ・ナジファール
全24曲 A4判 42p（パート譜付）　
定価：1,600円+税
初級編

バッハのやさしいメロディを使った初心者向き
のデュエット曲集。レッスンで先生と一緒に、
あるいは友達同士でアンサンブルのレパート
リーを増やしましょう！

【曲目】Menuet ／ Choral ／ Aria ／ Polonaise ／ March ／ Sarabande ／
Largo e dolce 他

2CD2CD

CD
模範演奏&マイナスワンCD付楽譜
多久潤一朗の
フルートデュオ　ア・ラ・カルト

編曲/演奏/解説：多久潤一朗(Fl)
全19 曲 A4判 56p（パート譜付）
定価： 2,400円+税

誰もが驚く、表現力豊かなフルートアンサンブ
ル”マグナムトリオ”のメンバーで作曲も行なう
フルーティスト、多久潤一朗さん。様々なレベルの人が楽しめる今
までとは一味ちがうデュオ曲集。

【曲集】かっこう/ちょうちょう/森のくまさん/トランペット吹きの子守唄/
Smile/ガヴォット/メヌエット（J.S.バッハ 伝）/星に願いを/山賊の歌/悲愴/
夏の思い出/夏の終わりのハーモニー /花は咲く/想い出がいっぱい/真赤な太陽
/もののけ姫/ねこふんじゃった/回文デュオ/茶摘み

CD
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やさしいフルートデュエット
Vol.1　スタンダード編　

全82曲 A4判 96p
定価：2,400円+税
初級・中級編

やさしくなじみの深い曲をデュエットにアレン
ジ。シャープ1個、フラット2個。音域もC5まで。
友達同士で楽しく演奏できます。

【曲目】小さい秋みつけた／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／波遊の港／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／モスクワ郊外の夕べ／カリンカ／ブラームスの子守歌／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／ダニーボーイ（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（バッハ）／主よ人の望みの喜びよ／ラルゴ（クセルクセスより）
／もう飛ぶまいぞ、この蝶々（フィガロの結婚より）／恋の悩み知る君は（フィガ
ロの結婚より）／モーツァルトの子守歌／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（レスピーギ）
／婚礼の合唱（ローエングリンより）／歌の翼に／愛の挨拶／カチューシャ／旅愁
／メリー・ウィドウ・ワルツ／ロング・ロング・アゴー／枯葉／埴生の宿／舟歌／フニ
クリ・フニクラ／ハッピー・バースデイ／ドナ・ドナ／夢路より（夢見る佳人）／オー・
スザンナ／スワニー河（故郷の人々）／ケンタッキーの我が家／聖夜／諸人こぞり
て／ジングル・ベル

FLUTE DUO

FLUTE QUARTET

フル☆カル
フルートカルテットで吹くポップスBEST vol.1 

全3曲 A4判　24p（パート譜付）
定価：2,000円+税
編成：4Fl
初級・中級編

フルートカルテット、通称“フルカル”の四重奏
で人気のポップスを集めました。スコア譜と各
パートの小冊子という構成で、各パート別には
がせることができるので便利です！

【曲目】SAKURA（いきものがかり）／Monster（嵐）／Hey和（ゆず）

フル☆カル
フルートカルテットで吹くポップスBEST vol.2 

全3曲 A4判　16p（パート譜付）
定価：2,000円+税
編成：4Fl
初級・中級編

人気の“フルカル”シリーズ第2弾。人気の高い
バンド系J-popをフルート演奏で思いっきり盛
り上がろう！

【曲目】キセキ（GreeeeN）／友達の唄（Bunp of Chiken）／Over the Rain～
ひかりの橋～（flumpool）

フル☆カル
フルートカルテットで吹くポップスBEST vol.3 

全3曲 A4判　24p（パート譜付）
定価：2,000円+税
編成：4Fl
初級・中級編

人気の“フルカル”シリーズ第3弾。卒業の季節
にぴったりな曲を集めました！大切な人に気持
ちをこめて演奏しよう！

【曲目】桜の栞（AKB48）／3月9日（レミオロメン）／YELL（いきものがかり）

フル☆カル
フルートカルテットで吹くポップスBEST vol.4 

全3曲 A4判　16p（パート譜付）
定価：2,000円+税
編成：4Fl
初級・中級編

人気の“フルカル”シリーズ第4弾。入学、新生
活など、新しい一歩を踏み出す時にエールにな
る3曲。歓迎会や送別会にも！

【曲目】桜(コブクロ)/全力少年（スキマスイッチ）/遥か(GReeeeN)

気分で吹いちゃう フルートDuo

全40 曲 A4判 96p（パート譜付）A4判 
定価：2,400円+税

人気の「気分で吹いちゃう」シリーズにフルート
版が登場！『喜怒哀楽』をテーマに、気分（感情）
を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。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】メヌエット BWV114／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／春よ、来い／未来予想図Ⅱ／ハナミズキ／魅
惑のワルツ／いつでも夢を／Tea For Two／貴婦人の乗馬／イパネマの娘／ガ
ヴォットとロンド BWV114／エンターテイナー／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／Ave Maria
（F.Schubert）／エトピリカ（葉加瀬太郎）／見上げてごらん夜の星を／レクイ
エムより「ラクリモサ」／なごり雪／ポロネーズ（J.S.バッハ）／遠くへ行きたい
／シェナンドー／なつかしきケンタッキーの我が家／夏の思い出／紅葉／子守歌
（F.シューベルト）／葦笛の踊り～バレエ組曲「くるみ割り人形」より／ありがとう
／Winter Wonderland／子象の行進／Amazing Grace～ゴスペル風／もみの
木／乾杯の歌～歌劇「椿姫」より／ジングル・ベル／O sole mio／ラデツキー行進曲
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FLUTE QUARTET

日本の童謡メドレー （改訂新版）

編曲：平井哲三郎
全2曲 A4判 16p（パート譜付）
定価：¥1,200円+税
初級・中級編

多くの人に愛され親しまれてきた日本の童謡を
メドレーにしてフルート四重奏に編曲。1部・2
部に分けても演奏でき、Flute IVはアルトフルー
ト、またはギターでの演奏も可能です（アルト
フルートの場合は移調が必要）。

【曲目】童謡メドレー1（赤い靴／七つの子／十五夜お月さん／雨降りお月）
童謡メドレー2（シャボン玉／あめふり／雨／金魚のひるね／お山のお猿／月の砂漠）

CD付
みんなで奏でる 
フルートカルテット

編曲：古沢奈々子
全15曲 A4判 60p（パート譜付）
定価：¥2,400円+税
初級・中級編
模範演奏CD付（演奏：鈴木祐子／河西幸子／大
賀美佐／古沢奈々子）

1970年代に流行した曲や懐かしい映画音楽、クラシックの名曲を
フルート四重奏で味わえます。メロディを4人それぞれが吹けるよ
うワンコーラスごとに各パートへ移動するよう古沢奈々子氏が編曲。

【曲目】この広い野原いっぱい／時には母のない子のように／風／雲に乗りたい
／悲しき天使／ある日突然／サウンド・オブ・サイレンス／世界は二人のために／
夜明けのスキャット／ムーン・リバー／ブーレ（バッハ）／ロマンス（モーツァルト）
／メヌエット（モーツァルト）／ "皇帝”より（ハイドン）／子守歌（ケーラー）

CD CD
模範演奏＆マイナスワンCD付
LYNXと一緒に楽しく

素敵に奏でるフルートカルテット

編曲/演奏：Flute Ensemble LYNX 
全6曲 A4判 16p（パート譜付）
定価：2,400円+税
楽曲解説＆演奏ポイント付

Flute Ensemble LYNX がアレンジ・演奏して
いる豪華曲集です。全ての曲に模範演奏トラックがあるのはもちろ
んのこと、各曲にマイナスワンが2トラックずつ付いており、ひとり
でもアンサンブルの練習が可能な人気の楽譜です。

【曲目】ホワイトファンタジー /シチリアーナ リュートのための古い歌と舞曲 第3
集より /花のワルツ 組曲「くるみ割り人形」より/ミッキーマウス・マーチ/海の
見える街/小さな世界
【コンテンツ】知りたい！吹きたい！ フルートのとっておき 特殊管
[コラム]LYNX アンサンブルのコツ、LYNX のフルートとっておき！ 
Discography

八木澤教司の

Flute Meets Musical vol.2

編曲：八木澤教司
全4曲 A4判 24p（パート譜付）
定価：2,400円+税

八木澤教司さんの人気連載の曲集、vol.2。メロ
ディは全パートに振り分けてあるので、どのパー
トを吹いても旋律と伴奏が楽しめます。

【曲目】マンマ・ミーア！／ミス・サイゴン／王様と私／Shall We Dance? 

八木澤教司の

Flute Meets Musical vol.1

編曲：八木澤教司
全3曲 A4判 24p（パート譜付）
定価：2,400円+税

吹奏楽やアンサンブルで、大人気の作曲家 八木
澤教司さんがミュージカルの名曲をおしゃれに
アレンジした曲が曲集に！全パートにメロディ
が振り分けてあります。はがして使えるパート譜が便利です！

【曲目】One／ I Got Rhythm ／ Sunrise Sunset 

八木澤教司の

Flute Meets Musical vol.3

編曲：八木澤教司
全3曲 A4判 24p（パート譜付）
定価：2,400円+税

八木澤教司さんの人気連載の曲集、vol.3。曲
集のために書き下ろした『夢やぶれて』を掲載。
メロディは全パートに振り分けてあるので、ど
のパートを吹いても旋律と伴奏が楽しめます。

【曲目】エリザベート／マイ・フェア・レディ／レ・ミゼラブル

八木澤教司の

Flute Meets Musical vol.4

編曲：八木澤教司
全3曲 A4判 24p（パート譜付）
定価：2,400円+税

八木澤教司さんの人気連載の曲集、vol.4。八
木澤氏オリジナル作品で、東日本大震災の復興
ソング『あすという日が』を掲載。

【曲目】シカゴ／サウンド・オブ・ミュージック／《特別掲載》東日本大震災復興ソン
グ 「あすという日が（※この曲のみ編成はFl&Pf）」
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ブリリアント フルートピースシリーズ
想い出は銀の笛より
エメラルドグリーンの風

作編曲：三浦真理
解説：神田寛明
A4判 12p（パート譜付）
定価：1,500円＋税
編成：Fl & Pf

「想い出は銀の笛」第１楽章。エメラルドグリーンの美し
い海から陸へ、そして草原へ……風がなびいていく様を自由に想像しながら演奏
できる作品です。フルートソロ版のために新しく書かれたパッセージもあります。
四重奏版、三重奏版のハーモニーの美しさはそのままに、フルートとピアノのア
ンサンブルが引き立つ編曲を楽しめます。

ブリリアント フルートピースシリーズ
想い出は銀の笛より
ブラック・インヴェンション

作編曲：三浦真理
解説：神田寛明
A4判 12p（パート譜付）
定価：1,500円＋税
編成：Fl＆Pf

「想い出は銀の笛」第３楽章。バッハ風の響きを入れ、第
2楽章『真紅のルビー』のポピュラーなハーモニーと対比させています。解説では、
ジャズとバロックの類似点をわかりやすく説明。装飾音、アドリブなど奏者が自
由につけてグルーヴ溢れる演奏を楽しんでください。

ブリリアント フルートピースシリーズ
想い出は銀の笛より
ブルー・パステル

作編曲：三浦真理
解説：神田寛明
A4判 12p（パート譜付）
定価：1,500円＋税
編成：Fl＆Pf

『想い出は銀の笛』シリーズ、一番人気の第5楽章。作曲
者である三浦真理先生自らフルートソロ版のためにリアレンジ。今回も、NHK
交響楽団首席奏者 神田寛明さんのアナリーゼと解説付きです。

FLUTE PIECES

ブリリアント フルートピースシリーズ
想い出は銀の笛より
真紅のルビー

作編曲：三浦真理
解説：神田寛明
A4判 12p（パート譜付）
定価：1,500円＋税
編成：Fl & Pf

「想い出は銀の笛」第２楽章。今回のアレンジのポイン
トは大きなカデンツァです。後半は宝が散りばめられ、最後は宝箱にしまう…と
いう凝った編曲になっています。三浦真理さんの新しいフルートレパートリーは、
きっとフルート愛好家に愛される1曲となるでしょう。

ブリリアント フルートピースシリーズ
想い出は銀の笛より
紫の薔薇

作編曲：三浦真理
解説：神田寛明
A4判 12p（パート譜付）
定価：1,500円＋税
編成：Fl＆Pf

「想い出は銀の笛」第4楽章。オリジナルに、前奏と後奏
を新しく付け加えたピアノとのアンサンブルを楽しめる1曲に仕上がりました。

「フルートピース」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。

フルート 　カルテットピース
旅立ちの日に

作曲：坂本浩美　
編曲/演奏：FEAMS／加藤新平
A4判 8p（パート譜付）
定価：1,200円＋税
編成：4Fl (Option 3Fl & BassFl)

卒業ソングの定番として、広く歌われている合唱曲です。
フルート４重奏で、フルートの特性を実に活かしした編
曲で、4thパートはオプションでバスフルートで演奏できます。大切な気持ちを
伝えるための演奏曲として選ばれる人気の楽譜です。4thパートはオプションで
バスフルートで演奏できます。

FLUTE  ENSEMBLE

『THE FLUTE』から厳選したアンサンブル曲集
気軽に吹ける！
フルート・アンサンブル曲集vol.1

編曲：アツミケンジ、石神鉄雄、石毛里佳、黒田賢一、
野瀬珠美、町田育弥、八木澤教司、山下康介
全10曲 A4判 68p
定価￥2,400+税
編成 2Fl、3Fl、4Fl　初級・中級編

フルート専門誌『THE FLUTE』から、厳選した
アンサンブル10曲を掲載。2FL、3FL、4FLと、気軽に人数を集め
られる編成ながら、本格的なアレンジによって、日頃の練習だけで
なく、演奏会やアンサンブルコンテストにも役立つ曲集となってい
ます。

【曲目】●2Fl：SAｍBA!!（町田育弥）／オンブラ・マイ・フ（G.F.ヘンデル）／
Arrietty's Song（映画「借りぐらしのアリエッティ」より）
●3Fl：愛の夢 第3番（F.リスト）／アラウンド・ザ・ワールド（V.ヤング）／3本
のフルートのためのしょうじょうじの狸ばやし（中山晋平）
●4Fl：さくらんぼの実る頃（A.ルナール）／ワルツィング・キャット（L.アンダー
ソン）／もみの木（ドイツ民謡）／煙が目にしみる（J.カーン）

『THE FLUTE』から厳選したアンサンブル曲集
気軽に吹ける！
フルート・アンサンブル曲集vol.2

編曲：赤木りえ、鹿野草平、佐々木伸浩、中田裕文、
町田育弥、八木澤教司、山下康介
全10曲 A4判 68p
定価￥2,400+税
編成 2Fl、3Fl、4Fl　初級・中級編

フルート専門誌『THE FLUTE』から、厳選した
アンサンブル10曲を掲載。2FL、3FL、4FLと、気軽に人数を集め
られる編成ながら、本格的なアレンジによって、日頃の練習だけで
なく、演奏会やアンサンブルコンテストにも役立つ曲集となってい
ます。

【曲目】●2Fl：バディネリ「管弦楽組曲第2番 ロ短調 BWV1067」より（J.S.バッ
ハ）／千の風になって（新井 満）／メヌエットより（L.v.ベートーヴェン）
●3Fl：きよしこの夜（F.グルーバー）／てぃんさぐぬ花（沖縄民謡）／歌の翼に（F.メ
ンデルスゾーン）
●4Fl：野ばらに寄す（E.マクダウェル）／見上げてごらん夜の星を（いずみたく）
／サウンド・オブ・ミュージック（R.ロジャース）／ 4本のフルートのための南京
豆売り（M.シモンズ）
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フルートピース  
コラール「目覚めよと呼ぶ声あり」
Choral "Wachet auf,ruit uns die Stimme"BWV645

作曲：J.S.バッハ／編曲：中田裕文
A4判 8p（パート譜付）
定価：1,800円+税
編成：2Fl＆Pf

『6つのコラール集』のカンタータ第4曲をバッハ自身が
オルガン用に編曲した作品を、2本のフルートとピアノ
にアレンジしました。プロテスタントの礼拝でよく演奏される曲の一つです。神
秘的なハーモニーを奏でてください。

フルートピース 
Ich liebe dich

作曲：L.V.ベートーヴェン
A4判 2p（パート譜付）
定価：600円+税
編成：Fl＆Pf

ベートーヴェンの歌曲の中でも一番ポピュラーで親しま
れています。素朴でありながら叙情的なメロディに、悲
しみを分かち合うほど愛し合う二人の純粋で誠実な愛
が優しく語られている作品です。

フルートピース 
私を泣かせてください
Lascia ch'io pianga

作曲：G.F.ヘンデル
A4判 2p（パート譜付）
定価：600円+税
編成：Fl＆Pf

聴いていても涙を誘うメロディが印象的なアリアです。
ヘンデルのオペラ『リナルド』のアリアとして作曲され
ました。この曲は2幕で歌われ、別名「涙の流るるままに」と呼ばれることもあ
ります。

フルートピース
アダージョ 
Adagio

作曲：T.アルビノーニ／編曲：西田直嗣
A4判 5p（パート譜付）
定価：2,800円+税
編成：Fl＆Vn＆Va＆Vc

『弦楽器のためのアダージョ』の原曲はテレビなどで耳に
することの多い作品です。クラシック音楽の入門として
もよく取り上げられています。深くこみ上げてくる気持ちを抑えたような、音楽
の奥深さを演奏できる作品です。

フルートピース 
アヴェ・ヴェルム・コルプス K.618
Ave Verum Corpus K.618

作曲：W.A.モーツァルト／編曲：穀澤哲平
A4判 3p（パート譜付）
定価：900円+税
編成：2Fl＆Pf

モーツァルトの晩年、1791年の作品。モーツァルトの
妻 コンスタンツェの世話をしていた合奏指揮者へ、感謝
の気持ちを込めて作曲したものです。46小節と短い作品ですが、モーツァルト
の敬虔な信仰が表現された美しい曲です。

フルートピース 
カロ・ミオ・ベン
Caro Mio Ben

作曲：G.ジョルダーニ
A4判 2p（パート譜付）
定価：600円+税
編成：Fl＆Pf

イタリア古典歌曲の中でもっとも親しまれ、よく演奏さ
れる作品。「いとしい人よ、私を信じておくれ」という悲
痛な歌詞ですが、メロディの美しさは絶品。フルートでその美しさを表現できます。

フルートピース 
愛する人 
Alma mia

作曲：G.F.ヘンデル／編曲：穀澤哲平
A4判 2p（パート譜付）
定価：600円+税
編成：Fl＆Pf

1721年に初演されたヘンデルの歌劇「フロリダンテ」
の一曲。演奏される機会はそれほどありませんが、歌曲
らしいフレーズに心が洗われます。切々と愛の気持ちを歌い上げたアリアを堪能
してください。

フルートピース 
アヴェ・ヴェルム・コルプス
Motetus 'Ave Verum Corpus' K.618

作曲：W.A.モーツァルト
A4判 3p（パート譜付）
定価：1,800円+税
編成：Fl＆Vn＆Va＆Vc

モーツァルトの敬虔な信仰が表現された美しい合唱曲が
原曲ですが、透明感のある美しさを持つハーモニーは、
様々な楽器に編曲されています。このピースでは弦楽器とフルートのハーモニー
を楽しめます。

「フルートピース」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。

フルート ピース
LET IT GO ～ Flute & Piano ver. ～

作曲：K.A.ロペス& R.ロペス 
編曲：加藤新平 
A4判 8p（パート譜付）
定価：1,000円＋税
編成：Fl＆Pf

大人気ディズニーアニメ映画「アナと雪の女王」の挿入歌。 
フルートカルテット版と同じく加藤新平氏が編曲してい
る。序盤はメロディックに奏で、後半はフルートの魅力を最大限に引き出し、壮
大なアレンジになっている。

フルート　カルテットピース
LET IT GO ～ Flute Quartet ver. ～

作曲：K.A.ロペス& R.ロペス 
編曲：FEAMS／加藤新平
A4判 8p（パート譜付）
定価：1,250円＋税
編成：4Fl (or 3Fl & B.Fl)

大人気ディズニーアニメ映画「アナと雪の女王」の挿入歌。
序盤はメロディックに奏で、後半はフルートの魅力を最
大限に引き出し、壮大なアレンジになっている。フルート4本だけで演奏できるが、
オプションでバスフルートを入れることも可能。 
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フルートピース 
弦楽四重奏曲第17番ヘ長調より第2楽章
セレナード 
Serenade

作曲：J.ハイドン／編曲：川崎 優
A4判 4p（パート譜付）
定価：3,200円+税
編成：Fl＆Vn＆Va＆Vc

原曲は弦楽四重奏ですが、軽快で親しみやすい旋律のた
め、様々な楽器で演奏されている曲です。ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのピッ
チカートの上でフルートが遊ぶようにメロディを奏でていきます。

フルートピース 
歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」より
精霊の踊り
Ballet des champs-élysées

作曲：C.W.グルック／編曲：丸山和範
A4判 6p（パート譜付）
定価：3,500円+税
編成：Fl＆Vn＆Va＆Vc

グルックの代表作であるオペラ『オルフェオとエウリ
ディーチェ』の1曲を弦楽器とフルートのアンサンブルに編曲しました。天上の
音楽と称される崇高さを堪能できる編曲です。

FLUTE  PIECES

フルートピース 
アンダンテ K.315
Andante fur Flote und Orchester K.315

作曲：W.A.モーツァルト／編曲：西田直嗣
A4判 8p（パート譜付）
定価：4,000円+税
編成：Fl＆Vn＆Va＆Vc

モーツァルトが依頼に応じて作曲したフルート協奏曲の
第2楽章だと言われています。アンコールピースとして
もよく取り上げられる作品で、まさにモーツァルトの音楽を具現した楽曲の一つ
と言えるでしょう。

フルートピース 
私のお気に入り 
My Favorite Things

作曲：R.ロジャース／編曲：山下康介
A4判 8p（パート譜付）
定価：2,400円+税
編成：2Fl＆Pf

ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」のうちの有
名な一曲で、ジャズのスタンダードとしてもしばしば演
奏される作品です。どこか懐かしさを感じさせる3拍子のフレーズを楽しんでく
ださい。

フルートピース 
G線上のアリア 
Air

作曲：J.S.バッハ／編曲：丸山和範
A4判 2p（パート譜付）
定価：1,800円+税
編成：Fl＆Vn＆Va＆Vc

J.S.バッハの『管弦楽組曲第3番』のうちでもとりわけ
名高いアリアです。伸びやかなフルートのメロディとヴァ
イオリン、ヴィオラ、チェロの見事に融合された作品です。

フルートピース 
ムーン・リバー 
Moon River

作曲：H.マンシーニ／編曲：山下康介
A4判 5p（パート譜付）
定価：1,500円+税
編成：2Fl＆Pf

1961年にヘンリー・マンシーニによって作られた作品
です。同年公開の映画「ティファニーで朝食を」の主題歌
でもあり、主演女優のオードリー・ヘプバーンが歌いました。世界中で愛されてい
る曲です。

「フルートピース」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。

フルートピース 
ニュー・シネマ・パラダイス　
NUOVO CINEMA PARADISO

作曲：E. & A.モリコーネ／編曲：小松勉
A4判12p＋パート譜付
定価：1,800円+税
編成：2Fl & Pf

1989年公開の同名のイタリア映画のテーマ曲です。映
画は公開と同時に空前の大ヒットとなりましたが、この
映画の評価を上げているのが映画音楽の巨匠モリコーネによる音楽です。壮大な
アレンジでお楽しみください。

フルートピース 
雨にぬれても
Raindrops Keep Fallin'on My Head

作曲：B.バカラック／編曲：川辺真
A4判 4p（パート譜付）
定価：1,200円+税
編成：Fl＆Pf

『雨にぬれても』は、数多くの名曲を生み出し、多くのポッ
プスや映画音楽作品を中心に活躍しているバート・バカ
ラックによるものです。都会的なメロディで人気の高いこの作品はフルートとピ
アノのコンビネーションも抜群です。

フルートピース 
追憶
The Way We Were

作曲：M.ハムリッシュ
編曲：茂木真理子
A4判 3p（パート譜付）
定価：1,500円+税
編成：Fl＆Pf

1973年、バーブラ・ストライザンドが主演し、彼女が歌
い上げたこの曲は同年のアカデミー賞主題歌賞を受賞しています。タイトル通り、
ノスタルジックな旋律をゆったりと歌い上げる音色は、どこか切なさが感じられ
る曲です。

フルートピース 
アンチェインド・メロディ
Unchained Melody

作曲：A.ノース／編曲：茂木真理子
A4判 3p（パート譜付）
定価：1,500円+税
編成：Fl＆Pf

1990年、大ヒットを記録した映画「ゴースト～ニューヨー
クの幻～」。主題歌となったこの曲は、1965年にヒッ
トしたライチェス・ブラザーズのリバイバル曲です。愛する恋人への想いをフルー
トで存分に表現してください。
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フルートピース 
The Song of Life　
─光の詩─

作曲：鳥山雄司／編曲：鹿野草平
A4判 3p（パート譜付）
定価：900円+税
編成：Fl & Pf

TBS系列「世界遺産」のテーマ曲をフルートとピアノに
アレンジしました。壮大な曲をイメージしながらすがす
がしく演奏できる作品です。

「フルートピース」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。

フルートピース 
L‘amour Reve
─愛につつまれて─

作曲：A.ギャニオン／編曲：黒田賢一
A4判 3p（パート譜付）
定価：1,800円+税
編成：Fl & Pf

ヒーリングミュージックの分野で草分け的存在として有
名なA.ギャニオンの作品で、1996年にフジテレビ系列
で放送されたドラマ「Age,35 恋しくて」の挿入歌として作曲されました。

フルートピース 
放課後の音楽室

作曲：ゴンチチ／編曲：黒田賢一
A4判 2p（パート譜付）
定価：900円+税
編成：Fl＆Pf

ギターのアコースティックデュオのゴンチチによる作品
です。旋律の美しさとやさしさ、そして親しみやすさが
響き渡ってきます。ゆるやかな時間の流れを楽しめる
曲です。

フルートピース 
イマジン
IMAGINE 

作曲：J.レノン／編曲：鹿野草平
A4判 2p（パート譜付）
定価：1,800円+税
編成：Fl＆Pf

1971年に発表されたジョン・レノンの代表曲です。ジョ
ン自身がユートピア的なイメージを共有してほしいと訴
えており、反戦平和の象徴として、今も世界中で愛され続けている名曲です。

フルートピース 
ユー・レイズ・ミー・アップ
You Raise Me Up 

作曲：R.ラヴランド／編曲：黒田賢一
A4判 4p（パート譜付）
定価：1,200円+税
編成：Fl & Pf

トリノオリンピックの女子フィギュアシングルで荒川静
香氏がエキシビションで使った作品で、以後日本でも人
気曲に躍り出ました。ケルティック・ウーマンが歌うメロディは、フルートにもぴっ
たりの作品です。

フルートピース 
月の光 
Suite Bergamasque clair de lune

作曲：C.ドビュッシー／編曲：石毛里佳
A4判 3p（パート譜付）
定価：900円+税
編成：Fl & Pf

ドビュッシーのピアノ曲『ベルガマスク組曲』の第3曲で
す。水面が漂うような優しく切ない曲の美しい夜想曲
です。フランス印象派のドビュッシーならではの世界を堪能できます。

フルートピース 
シンドラーのリスト 
Shindler's List

作曲：J.ウィリアムズ／編曲：鹿野草平
A4判 3p（パート譜付）
定価：1,800円+税
編成：Fl & Pf

スピルバーグ監督の同名の映画のテーマ曲で、映画音楽
で数々の名曲を生み出してきたJ.ウィリアムズが作曲し
ました。切ない雰囲気と、旋律の美しさが同化しており、ヒーリングミュージッ
クとしても人気が高い作品です。

フルートピース 
アヴェ・マリア
Ave Maria

作曲：G・カッチーニ／編曲：石毛里佳
A4判 2p（パート譜付）
定価：600円+税
編成：Fl & Pf

レスリー・ギャレットやスラヴァが歌ったことで一気に
知名度が上がりました。カッチーニの作品として知られ
ていますが、実は1970年頃、当時ソ連の音楽家V.ヴァヴィロフが作曲した作品
だと言われています。

フルートピース 
エナジー・フロー
energy fl ow　

作曲：坂本龍一／編曲：鹿野草平
A4判 3p（パート譜付）
定価：900円+税
編成：Fl & Pf

TV CMのイメージソングとして坂本龍一が作った曲で
す。大人のためのヒーリングミュージックとしても人気
が高く、様々な楽器にアレンジされています。フルートでは原曲とまた違った味
が出せます。
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フルートピース 
I Will Always Love You
映画「ボディーガード」より

作曲：D.パートン／編曲：宮崎 隆
A4判 6p（パート譜付）
定価：1,800円+税
編成：Fl＆Pf＆Vc＆Perc

映画「ボディガード」のテーマ曲として広く親しまれてい
る作品です。原曲はW.ヒューストンのささやくような
歌で始まりますが、フルートにピアノ、チェロとトライアングルを加えた、独特な
世界観を楽しめます。

フルートピース 
君をさがしてた 
The Wedding Song

作曲：川口大輔／編曲：野瀬珠美
A4判 6p（パート譜付）
定価：1,800円+税
編成：Fl & Pf

ウェディングソングとして情熱的な歌詞を伴うこの曲は、
教会風で、神聖なイメージを感じさせるアレンジの前奏
から始まります。

フルートピース 
めぐり逢い
COMME AU PREMIER JOUR

作曲：A. ギャニオン／編曲：丸山和範
A4判 5p（パート譜付）
定価：1,500円+税
編成：Fl＆Pf＆Vc

映画音楽からTV音楽まで様々な音楽を手がけるアンド
レ・ギャニオンの名曲。たゆたうような美しいメロディ
はヒーリングミュージックとしても愛されています。フルート、ピアノ、チェロの
ハーモニーを堪能してください。

フルートピース 
瞳をとじて　
映画「世界の中心で、愛をさけぶ」より

作曲：平井 堅／編曲：宮崎 隆
A4判 8p（パート譜付）
定価：1,800円+税
編成：Fl＆Pf＆Vc＆Perc

ベストセラー小説を映画化した「世界の中心で、愛をさ
けぶ」の主題歌として使われたこの作品は、平井堅が作
詞作曲し、2004年の年間1位を獲得しました。歌詞をイメージしながら吹くと、
より深い世界観を味わえます。

フルートピース 
愛はかげろうのように
I'VE NEVER BEEN TO ME

作曲：R.ミラー& K.ハーシュ／編曲：小松 勉
A4判 6p（パート譜付）
定価：1,800円+税
編成：Fl＆Pf

アメリカの歌手、シャーリーンの代表曲ですが、その美し
さから日本でも多くの歌手がカバーしています。愛の表
現をフルートで存分に奏でてください。

フルートピース 
Only Time　
映画「スウィート・ノベンバー」より

作曲：Eithne Ni Bhraonain, Nicky Ryan and 
Roma Ryan ／編曲：丸山和範
A4判 5p（パート譜付）
定価：1,500円+税
編成：Fl＆Pf＆Vc

2001年に上映されたパット・オコナー監督の映画「ス
ウィート・ノベンバー」のテーマ曲。世界中で人気のある歌手 エンヤが歌った作
品をフルートで伸びやかに演奏しましょう。

フルートピース 
Smile 
映画「モダン・タイムス」より

作曲：C.チャップリン／編曲：野瀬珠美
A4判 5p（パート譜付）
定価：1,500円+税
編成：Fl & Pf

イギリスの映画俳優チャップリンの作品。映画「モダン・
タイムス」のために作曲されましたが、チャップリンの
代表曲として今も様々な歌手がカバーしています。

フルートピース 
あなたしか見えない 
WE DON'T CRY OUT LOUD

作曲：P.アレン& C.B.セイガー
編曲：宮崎 隆
A4判 9p（パート譜付）
定価：2,700円+税
編成：Fl＆Pf＆Vc＆Perc

1971年にデビューしたリタ・クーリッジが歌った作品。
切ないメロディがフルートの音色にピッタリです。フルート、ピアノ、チェロ、パー
カッションで楽しめるアレンジです。

FLUTE  PIECES 「フルートピース」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 http://www.alsoj.net/より直接ご注文ください。
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模範演奏&ギター伴奏CD付

はじめよう！フルート de ボサノヴァ

演奏／指導:大久保はるか
全7曲 A4判 148p 
編成：Fl. Guit.
定価：2,800円+税

クラシック曲や吹奏楽でフルートを吹いている
けど、ボサノヴァにチャレンジしてみたい方に、
ボサノヴァ演奏に欠かせない練習パターンから
なる教則と、有名ボサノヴァ曲の他、知る人ぞ知る名曲の楽譜をそろ
えました！

【内容】＊プロローグ◆ボサノヴァってどんな音楽？
◆ボサノヴァをフルートで演奏するとはどういうこと？

＊ここからはじめよう！フルート de ボサノヴァ
◆ボサノヴァのリズムについて
◆大久保はるかのボサノヴァレッスン
Lesson 1 ボサノヴァのリズムのとり方
Lesson 2 ボサノヴァのスイング（グルーヴ）感
Lesson 5 コードネームを覚えよう
◆「コーラス」という概念を知ろう
◆メロディ・フェイク、アドリブについて

＊第１章 基礎練習
1.音名の読み方／ 2.コード・ネームの基礎知識／ 3.コードをアルペジオで吹い
てみよう／4.コード＆スケールの関係について／5.ジャズ・スケールについて／
6.ジャズ・スケールを吹いてみよう
＊第２章 ボサノヴァの名曲を吹こう！
O Grande Amor（大いなる愛）／Wave（波）／Garota de Ipanema（イパネ
マの娘）／Águas de Março（3月の水）／Triste（悲しみ）／O Morro Não 
Tem Vez（Favela ／ファヴェーラ）／Travessia（トラヴェシア）

FLUTE METHOD

演奏＆ピアノ伴奏CD2枚組

Jazz & Pops Flute Lesson Book

指導: 坂上 領、松本圭司
演奏: 坂上 領（Fl） 松本圭司（Pf）
A4判 128p CD２枚組
定価：2,600円+税
※当商品にはピアノ伴奏楽譜の付属はございません。

THE FLUTEで好評連載していた坂上領さんの
「カッコ良く吹きたい！ JAZZ & POPS」を坂
上氏本人が加筆再編。模範演奏とカラオケのCDが付き、譜例と文
字だけでは分かりづらいジャズやボサノヴァのリズムを、より身体
で感じて理解することができます。

【内容】
●Chapter1 ＜ベーシック編>
フルートの構え方、“三点支持”ってなに？／アンブシュアとアパチュア／息使い
とタンギング／倍音と“坂上流”基礎練習／出しづらい音への処方箋と「ありがち
な症例」
●Chapter2 ＜楽曲編>※楽曲ごとに演奏のポイントを解説！
星に願いを／ Fly Me To The Moon ／ Over The Rainbow／Misty ／枯 葉
／ You Are The Sunshine Of My Life ／ A Felicidade ／ Chove Chuva ／
Comin’ Home Baby ／登山列車と雨男
●Chapter2 ＜Ryo's score>
星に願いを／ Fly Me To The Moon ／いつか王子さまが／ Over The 
Rainbow ／ Misty ／ 枯葉 ／ You Are The Sunshine Of My Life ／ A 
Felicidade ／ Chove Chuva ／ Comin’ Home Baby ／登山列車と雨男
●Chapter4 ＜坂上領のあれこれGuide＞
Ryo’s Interview ／聴きたい、あれこれ名盤ディスクガイド

DVDフルートメソード

基礎編＆ステップアップ編

演奏／指導:大村友樹 
A4判 80p DVD付
定価：2,600円+税
DVDフルートメソード80分
模範演奏・特典映像付/初級編

DVDを見ながら気軽にレッスン。細かいメ
ニューごとに簡単に繰り返し練習ができます。
模範演奏『ラルゴ』『歌の翼による幻想曲』を収録。美しい旋律を聴
いて自分で吹くイメージを膨らませましょう ！

■インタビュー■フルートの歴史■フルート各部の名称■フルートの取り扱い

LESSON1　基礎編～音の出るポイントを見つけよう～
フルートの吹き方総点検　頭部管だけで音を出そう！／楽器を吹く前にもう一度チェック…
LESSON2　楽器を構えて音を出してみよう
フルートの吹き方総点検　楽器を構えてみる
LESSON3　音域を拡げて吹こう
フルートの吹き方総点検　身体でリズムを覚えよう…
LESSON4　ステップアップ編～音符と音の表現について～
フルートの吹き方総点検　タンギングをマスターしよう／美しい音楽を奏でよう…
演奏：『ラルゴ』（ヘンデル）、「歌の翼」による幻想曲（シュテックメスト）
特典映像：複式呼吸、楽器ができるまで

【楽譜】マドリガル（シモネッティ）／ガヴォット（ゴセック）／メヌエット（バッハ）
／ハイドンのセレナーデ（ホフスター）／白鳥（サン=サーンス）／トロイメライ
（シューマン）／アヴェ・マリア（シューベルト）／エアー（パーセル）／愛の挨拶（エ
ルガー）／アヴェ・マリア（バッハ=グノー）／シシリエンヌ（フォーレ）／金婚式（マ
リー）／ラルゴ（ヘンデル）／「歌の翼」による幻想曲（シュテックメスト）

CD

DVD

2CD
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上手くなるための

FLUTE 音程 BOOK

B5判 32p 
定価：1,000円+税

持ち運びに便利なB5判のレッスンブックの第
2弾は、“フルートの音程にまつわる知識”をコ
ンパクトにまとめました。

管楽器にとって、音程の悩みは切っても切れな
い関係。「いつも音程が悪いと言われる」、「高いのか低いのかわか
らない」といった悩みをよく聞きます。歌を歌うときは自分の声を
調整して音程を作っていきますが楽器も基本は同じ。この本では、「音
程」だけにスポットを当てて、耳の訓練から練習方法、替え指、チュー
ナーの使い方を紹介します。

【内容】
● フルート編
・まずはここから：フルートの音程の特徴を知ろう！
・音程感覚を養うために：耳を鍛えよう
・フルートをつかって：音程改善練習法
・知って差がつく：プロが教えるフルートの替え指

● ピッコロ編
 ・フルートとは違う：ピッコロの音程の特徴と練習法
 ・いざという時の：ピッコロの替え指

● フルート＆ピッコロ編
 ＜わかっているとこんなに違う＞
・チューナーの正しい使い方
・プロの考える音程とは？

上手くなるための

FLUTE BASIC LESSON BOOK

B5判 32p 
定価：1,000円+税

“フルートを吹くのに必要な知識”をコンパクト
にまとめました。大きさも薄め･小さめのB5
のノートサイズで、持ち歩きもしやすく、楽譜
と一緒に譜面台にも載せられるのがうれしい
レッスンブックです。

姿勢やアンブシュアに始まり、また、運指表のほか、替え指やトリル
運指表も掲載。フルーティスト必見の情報を網羅しています。 さらに、
絶版になり二度と手に入らない過去の号から、レッスン記事をピッ
クアップ。とても貴重な内容となっています。 読むと実践したくな
る内容が満載の『FLUTE BASIC LESSON BOOK』、日々のレッス
ンに役立つこと間違いなしの1冊です。

【内容】
序章　正しい姿勢が正しい音を出す秘訣
第1章　アンブシュア──すべての音の源
第2章　いい呼吸が美しい音色を生む
第3章　音を磨く練習、ロングトーン
第4章　タンギング──音の輪郭を際立たせる
第5章　フィンガリング──正確に動かすには正しい持ち方から
PICK UP Interview 　アンドラーシュ・アドリアン
第6章　音楽の表現に絶対欠かせないダイナミクス
PICK UP Interview　ジュリアス・ベーカー
番外編　レベルアップするなら知っておきたい替え指
運指表
トリル運指表
音楽用語・発想記号

FLUTE METHOD


