
CD
Alto譜対応カラオケCD付き
THE SAX Greatest Hits vol.2
披露したくなるマストプレイなサックスレパートリー

全7曲 A4判 56p
定価：2,400円＋税
編成：As.

愛好家はもちろんリスナーにも人気の高いジャ
ズスタンダード曲を収録した贅沢なラインナッ
プ。楽譜は、各曲ともインストでの演奏頻度の
高い定番キーで掲載。アドリブ部分は、16分音符など速いパッセー
ジを極力抑え、フラジオ音域も使っていないので、「ジャズは難しい」
と感じる初心者から中級愛好家の方まで楽しく演奏できます。

【曲目】コンファメーション／ララバイ・オブ・バードランド／エヴリシング・ハプン
ズ・トゥ・ミー／ブルー・ボッサ／ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ
／スター・アイズ／ロータス・ブロッサム

CD
ピアノ伴奏カラオケCD付
アルトサックスで綴る J-popメモリー

全12曲 A4判 72p
定価：2,300円＋税

いま、再び話題になっている1990年代を中心
にしたJ-POPの名曲たち。そんな時代を超え
て愛される楽曲の数々を集めたサックス曲集で
す。付属CDには、全曲伴奏音源を収録してい
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。演奏しながら
あの頃の気持ちを懐かしく思い出してみては…

【曲目】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／大空
と大地の中で／若者たち／未来予想図Ⅱ／純愛ラプソディ／夜空ノムコウ／桜坂
／CAN YOU CELEBRATE? ／ロビンソン／PIECE OF MY WISH

CD
ピアノ伴奏カラオケCD付
Melody for Alto Sax
～アルトサックスで紡ぐ、こころの詩～

全12曲 A4判 88p
定価：2,400円＋税

ポップスから歌謡曲、ドラマサントラまで時代
を超えて愛される名曲の数々を集めました。ピ
アノ伴奏カラオケを全曲収録。初心者にもやさ
しく吹ける曲ばかりなので、サックスを始めた
ばかりの方からこれから発表会で披露してみたいという愛好家の方
まで様々な用途で活用できるおすすめの曲集です。

【曲目】花は咲く／糸／SAKURA／いのちの歌／小さな恋のメロディ／学生時
代／涙くんさよなら／デイドリーム・ビリーバー／恋のバカンス／雪の降る街を
／名前のない空を見上げて／素晴らしき日々へ

CD
Alto ・Tenor譜対応カラオケCD付き
THE SAX Greatest Hits
披露したくなるマストプレイなサックスレパートリー

全8曲 A4判 56p
定価：2,400円＋税
編成：As. or Ts.

サックス奏者待望のフュージョンやポップスの
有名曲を惜しみなく詰め込んだ曲集がついに完
成！フィル・ウッズの名演で有名なビリー・ジョ
エル「素顔のままで」。いまなお人気の高いクリストファー・クロス
「Arthur's theme（ニューヨーク・シティ・セレナーデ）」など全曲豪華
すぎるラインナップに、ハイクオリティなカラオケ音源CDも付属し
ており、アルト・テナー両方の楽譜を掲載。

【曲目】ルパン三世のテーマ'78 2002ver.（大野雄二 & Lupintic Five）／傷
だらけの天使（井上尭之バンド）／ Just the way you are（Billy Joel）／
Arthur's theme（Christopher Cross）／ La-La-La Love Song（久保田利
伸）／最後の雨（中西保志）／Twilight in upper west（T-SQUARE）／ The 
Dream（David Sanborn）

CD
ピアノ伴奏カラオケCD付
ステージを彩る　
アルトサックス マスターピース
全10曲 A4判 56p
定価：2,250円＋税
編成：As. Pf.

サックスでもよく演奏される定番曲から、サッ
クスではちょっとめずらしい楽曲まで、『何を
吹こうかな……?』と迷ったときの手助けになる
レパートリー曲集です。クラシックを中心とした選曲ながら、さらっ
と吹けて、かつカッコよく聴こえる楽曲ばかり。曲の難易度もビギナー
の方から中上級者の方まで網羅しているので、演奏会や発表会の曲
目としても、コンサートのアンコールピースとしても、幅広く活用で
きる一冊です。

【曲目】歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より 間奏曲／ジムノペディ 第1
番／歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り／夢のあとに／「ペール・ギュ
ント」第2組曲より ソルヴェイグの歌／夢／君を信じて／愛の讃歌／What a 
wonderful world ／オブリヴィオン ─忘却─

CD
Alto ・Tenor譜対応カラオケCD付き
THE SAX Greatest Hits vol.3
披露したくなるマストプレイなサックスレパートリー

全8曲 A4判 56p
定価：2,400円＋税
編成：As. or Ts.

サックスの有名曲のみならず、トランペットや
ヴォーカル曲、またジャズやポップス、テレビの
主題曲といったジャンルや原曲の演奏楽器を問
わず、「サックスで演奏してもカッコいい」そんな曲を集めました。
もちろん全曲、カラオケCD 付きなので、練習用として、また、ライ
ブや発表会などにぜひご活用ください。

【 曲目 】Desafinado ／ Lately ／ Strasbourg-St.Denis ／ Libertango ／
Cantaloupe Island ／ Feels So Good ／ Bittersweet Samba／太陽にほえ
ろ！ メインテーマ

SAX SOLO
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CD
ピアノ伴奏カラオケCD付
アルトサックスで吹く Love Songs Vol.2

全10曲 A4判 64p（パート譜付）
定価：2,400円＋税

vol.2では男性ヴォーカルを中心にセレクト。
星野源やONE OK ROCK、back numberなど
旬なアーティストからEXILE、Mr.Children、福
山雅治といった誰もが知っている人気アーティ
ストまで種々揃えた曲集となっています。初級
者でもカッコ良く吹けるようにサックス奏者のかわ島崇文氏がメロ
ディフェイクを追加。ウェディングや発表会など様々な場面で重宝
すること間違いなしの1冊です！

【曲目】Precious Love（EXILE ATSUSH）／恋（星野 源）／花束のかわりにメ
ロディーを（清水翔太）／家族になろうよ（福山雅治）／ Love So Sweet（嵐）
／ひまわりの約束（秦 基博）／365日（Mr.Children）／ハッピーエンド（back 
number）／Wherever you are（ONE OK ROCK）／Y（C&K）

ピアノ伴奏CD付
アルトサックスで吹く Love Songs

全10曲 A4判 72p（パート譜付）
定価：2,400円＋税
編曲：金田晴香、森本雄也、かわ島崇文

サックスプレイヤーのための、ラヴ・バラード曲
集です。サックスで気持よく吹いていただける
ように、メロディフェイクも追加。サックスア
レンジは、プロの間でもヴォーカル曲を表現す
ることに定評のある実力派、かわ島崇文氏が担当しています。また、
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
やイベントなど大事な場面で、気持ちを伝えたり大切な雰囲気をつ
くるのにも重宝することでしょう。

【曲目】やさしさで溢れるように／永遠はただの一秒から／小さな恋のうた／
Happiness ／君に贈る歌 ～ Song For You ／みんな空の下／今夜も星に抱か
れて…／桜ひとひら／逢いたくていま／果てなく続くストーリー

CD

SAX SOLO

CD
生ギター伴奏CD付
サックス ヒットパレード
─煌めく昭和歌謡曲 for アルトサックス

全15曲 A4判 48p
定価：2,200円＋税
ギター伴奏：矢萩秀明

「昭和歌謡」といえばこれ！という、おいしい数々
の曲を集めました。『君といつまでも』や『ブルー
ライトヨコハマ』、『初恋』、『天城越え』など今
でも歌い継がれる昭和の名曲を、サックスの伴奏にピッタリな、ギター
の生演奏伴奏CDと楽しんでみませんか。一人でしみじみ奏でるも
良し、聴衆の前で思いっきり奏でるも良し。サックス歌謡曲の定番
曲集となるこの一冊を持っていれば、どんなシーンでも役立ちます。

【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

CD
生ギター伴奏CD付
サックス ヒットパレード vol.2
─煌めく昭和歌謡曲 アルトサックス編

全12曲 A4判 36p
定価：2,200円＋税
ギター伴奏：矢萩秀明

色褪せることのない歌謡曲の名曲ばかりを集め
たヒットパレード・シリーズ。今回も「昭和歌謡」
といえばこれ！という、珠玉の12曲を掲載し
ております。全曲ギターの生演奏伴奏CD付き！ 表紙もよりポップ
に目を引くデザインに生まれ変わりました。一人でしみじみ奏でる
も良し、聴衆の前で思いっきり奏でるも良し。人気を博した歌謡曲
のサックス定番曲集第2弾！

【曲目】五番街のマリーへ／フィーリング／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…／コーヒー・ルンバ／あなた／或る日突然 

名刺代わりにジャズで一発キメる!
サックスガチ曲vol.1

全12曲 A4判 32p
定価：1,800円＋税

サックスの豊かな音色で、様々なシーンを想い
奏でてみる。目の前に映画の世界が広がり、聴
く人の心に響く。音楽は人々の思い出をやさし
く包み込み、時を超えて今も色褪せずに輝く。
心に残る映画音楽を、アルトサックスでじっく
り奏でてみてはいかがでしょうか。

【曲目】I Got Rhythm／ You'd Be So Nice To Come Home To ／ Lullaby 
Of Birdland ／ Triste ／ Theme From Lupin The Third '78 ／ Fly Me To 
The Moon ／ Bye Bye Blackbird ／ Sweet Love Of Mine ／ Sentimental 
Jorney ／ The Girl from Ipanema／DONNA LEE ／ STAR DUST

名刺代わりにジャズで一発キメる!
サックスガチ曲vol.2

全12曲 A4判 32p
定価：1,800円＋税

「サックスガチ曲」にvol.2が登場。第一線で活
躍中のジャズプレイヤーたちが、スタンダード
からボサノバの定番曲まで、人気曲のテーマを
トランスクライブし、さらにアドリブを書き下
ろした楽曲を集めた曲集です。アドリブは初級
者から中級者でも楽しめるよう比較的吹きやすい楽譜になっていま
す。演奏会、発表会、各種イベントに大活躍できるこの一冊は、名刺
代わりの必殺曲がそろった曲集です。

【曲目】Someday my prince will come ／ L-O-V-E ／ Take Five ／ Star 
Eyes ／ Say It ／ Killing Me Softly with His Song ／Mas Que Nada
／ Blue Bossa ／ Cool Struttin' ／ My Little Suede Shoes ／ Lotus 
Blossom／ CORCOVADO
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CD
CD付
フュージョンのテッパン曲を吹きつくす！
アルティメットコレクション for Alto Sax

全9曲 A4判 64p
定価：2,400円＋税

1970年代から現在までのフュージョン曲の中
でも、サックスがメロディを奏でる人気曲・名曲
ばかりを集めた、アルトサックスのためのカラ
オケ付きソロコピー集です。掲載曲はすべてオ
リジナルキーのままで、アドリブ部分も正確なトランスクライブに
重点を置いて制作しました。さらに難易度が高い曲は、各奏者のオ
リジナル・アドリブのほかに、難易度を下げたオルタネイト・ソロバー
ジョンの楽譜も掲載。完成度の高いカラオケCDの伴奏に合わせて、
練習用としてだけではなく、演奏会やライブなどでもぜひご活用く
ださい。

【曲目】Morning Dance ／ WINELIGHT ／ HIDEAWAY ／ STRAIGHT TO 
THE HEART／ TWILIGHT IN UPPER WEST／ KIRA-KIRA／僕らの音楽／
CALIFORNIA SHOWER／ORANGE EXPRESS

CD
CD付
フュージョンのテッパン曲を吹きつくす！
アルティメットコレクション vol.2

全9曲 A4判 80p
定価：2,400円＋税

大人気「アルティメットコレクションvol.1」の
続編が登場！
全曲アルト＆テナー、もしくはソプラノサック
スで演奏可能。楽譜はもちろん、オリジナルを
忠実にトランスクライブした完全コピー譜です。収録曲は日本の
フュージョンシーンの代表格T-SQUARE のTHE SQUARE 時代の
代表曲『It's Magic』。そして時を同じくして一世風靡したMALTA
の『Manhattan In Blue』。フュージョン好きにはたまらない2大代
表曲を掲載。オリジナルCDに忠実に再現したカラオケCDを使っ
て奏者になった気分で楽しもう！

【曲目】IT'S MAGIC ／MANHATTAN IN BLUE ／ LITTLE LINDA ／ RUN 
FOR COVER／ AS WE SPEAK／ CASTLE OF DREAMS／MY ALL ／
WALKER'S THEME／WHEN I THINK OF YOU

SAX SOLO

CD
演奏＆カラオケCD付
サックスコンセプトブック
Funk&Soul

全6曲 A4判 96p
定価：¥3,200円＋税
演奏・監修：藤野美由紀

ソウル、ジャズファンク、ダンスミュージックな
ど様々なジャンルを超えて愛され続ける熱のこ
もったヒットナンバーが勢揃いしたファンキー
な一冊。アドリブに不可欠なスケール練習、リズムパターンなどレッ
スンパートも充実したコンセプトブックです。

【コンテンツ】リードシート／スケールwithリズム、アドリブ・トレーニング／アーティ
ストガイド／Making History“モータウン”／インタビュー“Funky Soul Line”

【曲目】Chameleon ／ Play that Funky Music ／ Pass the Peas ／ Just 
the Two of Us ／ September ／ Soul Intro/The Chicken

CD
演奏＆マイナスワン、フレーズCD付
サックスコンセプトブック
Disco&Soul

全6曲 A4判 112p
定価：3,200円＋税
監修：藤野美由紀／演奏：Funky Soul Line［藤
野美由紀（A.Sax）、森アキオ（Guit）、小畑智史
（Key）、矢部裕之（Bass）、竹内 勝（Ds）］

大好評の「Funk&Soul」に続く、サックスコン
セプトブック第2弾「Disco&Soul」。
生バンドでの演奏のみならず生バンドによるマイナスワンは、まる
で自分がバンドを率いるフロントマンとして演奏するかのような臨
場感を感じることができます。
カラダ揺さぶるサウンドは、聴いて良し！使って良し！の豪華な一冊。

【コンテンツ】Eb＆Bbサックス リードシート／ソロバリエーション／ Funky Drill
／バンドとセッション／特別付録 in Cリードシート

【曲目】What Cha’ Gonna Do For Me／ Fantasy／ I Feel Good／Me And 
Mrs.Jones／ Lady Marmalade／Can’t Take My Eyes Off You

CD
教則カラオケCD付
キャンディ・ダルファーMASTER BOOK
Candy Dulfer Master Book

全6曲 A4判 96p（バンド、パート譜付）
定価：¥3,200円＋税
演奏・監修：藤野美由紀

絶大な人気を誇るキャンディ・ダルファーを極め
るための曲集。楽譜以外にも使用スケールの提
示、書き込み五線、リズム譜、参考アドリブまで
藤野美由紀氏が書き記したキャンディ・ファンにはたまらない一冊で
す。カラオケCDは、ソロの始まりの秒数を指定しているので、細か
く練習することができます。

【コンテンツ】フレージングドリル／アドリブトレーニング／教則レッスン／ロング
トーン、クロマティック、指、スケール、リズム、奏法、アドリブ／特別対談Candy 
Dulfer×藤野美由紀/サウンドのルーツ

【曲目】SAX A GO-GO／ PICK UP THE PIECES／ LILY WAS HERE／
BOB'S JAZZ／WAKE ME WHEN IT'S OVER／ I CAN'T MAKE YOU 
LOVE ME

CD
オリジナルメンバー伴奏CD付
勝田一樹 オフィシャルスコア

全10曲 A4判 104p
定価：4,000円＋税

結成から20年を超えて尚も最先端を走り続け
るDIMENSIONのフロントマンでもある勝田
一樹が、2014年に初のソロ名義でのアルバム
「Kazuki Katsuta」をリリース。そのCDと完
全タイアップして全10曲の楽譜を収録したの
が、この「勝田一樹 オフィシャルスコア」です。付属のカラオケCDは、
なんとアルバムのオリジナル音源からアルトサックスだけをマイナ
スワンした本物のバックトラック！ 凄腕ミュージシャンたちの演奏
をバックに、勝田一樹になりきりましょう!!

【コンテンツ】History of KAZUKI KATSUTA／「Kazuki Katsuta」全曲フレーズ 徹
底解析／フラジオ、オルタネイト・フィンガリング運指表／勝田一樹に訊く、フュージョ
ン必須テクニック ［ファズトーン/フラジオ/フォールダウン］／想い出の参加アルバム 
/ヒットナンバー 歌伴リスト／歌伴ソロフレーズ 『DA・KA・RA』『チョット』／勝田一
樹 使用楽器コレクション／勝田一樹名言集／プライベートな素顔に迫る10の質問／サッ
クスと歌で選んだ、フェイバリット アルバム10枚／影響を受けた10人の先達プレイ
ヤー／KAZUKI KATSUTA Secret Story ／スペシャル・ロングインタビュー
【曲目】Street Dance／Got It Goin' on／Cross Road／ True Heart ／ Perfect 
Future／ Long Way To Go／W·R·T／Midnight Black／Dr.Jackle ／ Free

3



CD
CD付
SAX MELODY BOOK vol.1
CINEMA&CLASSIC

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CDメロ譜

各巻34曲掲載で、全102曲が揃うシリーズ（全
3巻）の第1巻。おなじみの映画音楽とクラシッ
クを収録しました。アルト、テナーのどちらを用いても演奏可能な
楽譜付き。

【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（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）／夢のあとに／ユモレスク／「ロザムンデ」第3幕への間奏曲

CD
CD付
SAX MELODY BOOK vol.2
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：2,200円＋税
コードネーム付CDメロ譜

全曲MIDI音源によるメロディガイド音を収録
しているので、初心者でも気軽に取り組むこと
ができます。移調の不要なアルト、テナー両対応楽譜付き。

【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

SAX SOLO

CD
カラオケCD付
小林香織 ゴールデン・ベスト スコアブック
KAORI KOBAYASHI PERFECT GUIDE

全12曲 A4判 104p
定価：¥3,800円＋税
監修：小林香織

小林香織氏のベストアルバム「GOLDEN BEST」
と完全タイアップし、12曲をピックアップ。テー
マからアドリブ、エンディングまでを完全採譜！
またサックス初心者向けのコーナーも盛り込み、初心者から上級者ま
で楽しめる内容です。スムース・ジャズやフュージョン好きにはたま
らないコンテンツ盛りだくさんの1冊。カラオケCD付。

【コンテンツ】小林香織のように吹くためのGUIFR FOR PLAYING SAX／掲載
楽曲対応 GETTING SKILLS FROM SONGS／『KIRA-KIRA キラキラ』を徹
底攻略！／KAORI KOBAYASHI PERFECT GUIDE

【曲目】（パート譜のみ）KIRA-KIRA／ AIRFLOW／SOLAR／ SHINY ／WALK 
IN THE NIGHT／WEST POLICE／ENERGY／SMOKY／PASSING LANE
／NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU／SUNSET OCEAN
／ELE BEST!

CD
カラオケCD付
小林香織 オフィシャルスコアブック
STORY

全13曲 A4判 104p
定価：¥3,200円＋税
監修：小林香織

名実ともに日本を代表する女性サックス・プレ
イヤーである小林香織。そのデビュー 10周
年を記念してリリースされたベストアルバム
「STORY」とタイアップしたスコアブックです。「STORY」全曲の完
全採譜はもちろんのこと、「カッコ良く吹きたい！チャレンジしたい！」
と思わせる8曲をセレクトし、カラオケCDに収録。その他にも奏法
解説やテクニック解説、インタビューなど、初中級から上級者まで楽
しめるコンテンツが盛りだくさんです。

【コンテンツ】SPECIAL INTERVIEW part1 ／ SPECIAL INTERVIEW part2
／ DISCOGRAPHY of KAORI KOBAYASHI ／小林香織直伝！～楽曲攻略ア
ドバイス～

【曲目】Stream Line ／ Never Say Never ／ Back Street ／ Precious ／ It's 
the Star Connection ／ Grace ／Warmth ／ Another Way ／もらい泣き／
Great India ／ The Fighter ／ Starry Heavens ／ Rock with You

CD
CD付
SAX 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CDメロ譜

全曲MIDI音源によるメロディガイド音を収録
しているので、初心者でも気軽に取り組むこと
ができます。移調の不要なアルト、テナー両対応楽譜付き。
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】〈FOVORITE 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（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（ベートーヴェン）／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

CD付
これから君もサックスプレイヤー！
POPS編

全20曲 A4判 48p
定価：2,250円＋税

「人気曲をサックスで演奏したいけれど、伴奏
者がいない……」。本書は、そのような悩みを
解決するために選曲、構成したカラオケCD付
きサックス曲集です。全曲、すべてのサックス
で演奏できるようにin EbとinBbの2種の楽譜を収載（全20曲40
バージョン）。すべてのサックス吹きの方にお使いいただけます。ま
た掲載曲は、J-POP、TVアニメソングやオリジナルアドリブ入りス
タンダード曲まで、幅広いジャンルから選曲していますので、パーティ
などで演奏する場合にもピッタリです。

【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／イン・ザ・ムード／ルパン三世のテーマ／旅立
ちの日に／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

CD
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CD
CD付
アルトサックスでゼッタイ吹きたい
ワールドクラシック

全20曲 A4判 102p（パート譜付）
サンプリングカラオケ音源CD付
定価：2,400円＋税

映画やCMなど日常の幅広いシーンで使われて
いる、様々な国を代表するクラシック作曲家の
曲を取り上げた曲集。オリジナルの雰囲気を大
切にしながらアルトサックスならではのアレンジがされており、ソ
ウルフルで魅力的なハーモニーに仕上がりました。

【曲目】アダージョ（アルビノーニ）／アダージョ～フルート四重奏曲第1番ニ長
調 K.285 第2楽章～（モーツァルト）／アラビアの踊り（チャイコフスキー）／
家路～交響曲第9番「新世界より」第2楽章～（ドヴォルザーク）／エチュード「月
の光」（ソル）／スペイン舞曲第2番「オリエンタル」（グラナドス）／傷ついた心
～「12の歌」より～（グリーグ）／交響曲第3番 第3楽章（ブラームス）／シチ
リアーノ（J.S.バッハ）／ジムノペディ第1番（E.サティ）／真珠採り～歌劇「真
珠採り」より～（ビゼー）／ハイドンのセレナード（ホフステッター）／ダッタン
人の踊り～歌劇「イーゴリ公」より～（ボロディン）／庭の千草（アイルランド民
謡）／パヴァーヌ（フォーレ）／白鳥（サン=サーンス）／舟歌～組曲「四季」より
～（チャイコフスキー）／プレリュード（J.S.バッハ）／ユーモレスク（ドヴォルザー
ク）／リディア（フォーレ）

CD
CD付
アルトサックスでゼッタイ吹きたい
ワールドポップス

全20曲 A4判 102p（パート譜付）
サンプリングカラオケ音源CD付
定価：2,400円＋税

様々な国で親しまれ、サックスプレイヤーも数
多く演奏している曲目を取り上げています。ど
こか懐かしさのあるオリジナル曲をジャズスタ
イルでアレンジをするなど、新しい試みが散りばめられています。
ピアノ伴奏とのかけ合いやコントラストを感じ取りながら、それぞ
れの曲の意外性や新しい魅力も見つけてください。

【曲目】赤いサラファン／アビニョンの橋の上で／アメージング・グレイス／ アル
プス一万尺／おお！ブレネリ／カチューシャ／草競馬／グリーンスリーブス／故郷
の人々（スワニー河）／こげよマイケル／ジェリコの戦い／誰も知らない私の悩
み／テイク・ファイブ／峠の我が家／トロイカ／七つの子／埴生の宿変奏曲／浜
辺の歌／モスクワ郊外の夕べ／山の音楽家

SAX SOLO

ソロをバシッとキメる！
I Love 宝島 for Saxophone

全1曲 A4判 68p
定価：2,400円＋税

吹奏楽人気No.1曲『宝島』に、新しいソロアレ
ンジが登場!!　 吹奏楽定番曲『宝島』の人気ソ
ロを、アルトだけでなくソプラノ、テナー、バリ
トンのソロ、そしてデュオ、カルテットでも演
奏できるソロアレンジ。福井健太氏による模範
演奏がYouTubeで聴くことができます。本書の新ソロアレンジを
使って『宝島』をもっとカッコ良く吹こう！

【掲載編成（各編成グレード1～3掲載）】
♥ソロでバッチリ決めたい！：サックスソロ／ソプラノサックス／アルトサックス
／テナーサックス／バリトンサックス
♥サックスバトルで、盛り上がりたい！：サックスデュオ／アルト＆アルトサック
スデュオ／ソプラノ＆アルトサックスデュオ／アルト＆テナーサックスデュオ
♥ クールなビッグバンドサウンドは、絶対カルテット！：サックスカルテット／ソ
プラノ＆アルト＆テナー＆バリトンサックス（アルトサックス オプション付）

※本書には『宝島』16小節のソロアレンジ（全24種）のみ掲載しております

アルトサックスで優美なクラシック
THE CLASSICS

全15曲 A4判 68p（パート譜付）
定価：¥2,000円＋税

バロック～フランス近代までのクラシック名曲
の数々をアルトサックス＆ピアノの編成にアレ
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。

【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）／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）
／朝［組曲「ペールギュント」より］（E.グリーグ）／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）／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）／バレエ［「小組曲」より］（C.ドビュッシー）

テナーサックス、クラリネットで優美なクラシック
THE CLASSICS

全16曲 A4判 64p（パート譜付）
定価：¥2,000円＋税

バロック～フランス近代までのクラシック名曲
の数々をテナーサックスまたはクラリネット用
にアレンジしました。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譜でテナーサックスでもクラリネットでも演奏できます。

【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）

CD
演奏＆マイナスワン、フレーズCD付
Adlib Style Reference Book

全4曲 A4判 120p
定価：￥2,800円＋税
監修：石崎 忍／演奏：石崎 忍（A.Sax）、熊谷ヤ
スマサ（Pf）、安藤 昇（Bass）、小森耕造（Ds）

アルトの名演を究める。巨匠達が残したアドリ
ブの数々。そのスタイル、アプローチ、サウン
ドの意図MASTERPIECEを読み解く一冊。厳
選4曲を名手11人のアドリブで完全譜面化。ジャズジャイアンツの
アドリブ内容を徹底分析しています。各曲には実力派アルトプレイ
ヤー石崎忍氏による楽曲解説付き。今まで習得が難しかったジャズ
のアーティキュレーションをわかりやすく解説しています。ジャズ
プレイヤー必須のこれまでにない完全コピー楽譜は入手必須です。

【コンテンツ】12 Approaches to jazz standard ／ 12Players Album／イ
ンタビュー／アナライズ／石崎流フラジオ運指表

【 曲目 】Confirmation（Jackie McLean、Sonny Stitt、Lou Donaldson） ／
There Will Never Be Another You（Lee Konitz、Sonny Stitt、Phill Woods）
／ Everything Happens to Me（Charlie Parker、Paul Desmond、渡辺貞夫）
／Star Eyes（Art Pepper、Cannonball Adderley、Vincent Herring）
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心に残る映画音楽をサックスで奏でる
Music in Cinema for Alto Sax vol.2

全20曲 A4判 80p（パート譜付）
定価：2,400円＋税

心に残る映画音楽を集めたMusic in Cinema
シリーズの第2弾。vol.2ではアルトサックスの
ソロやデュオだけでなく、人気のカルテットも
3曲掲載しています。

【曲目】追憶／時の踊り／ホフマンの舟歌／ピンクパンサーのテーマ／New York 
City Serenade ／シンドラーのリスト／トロイメライ／Shape of My Heartオ
ペラ「ランメルモールのルチア」より 彼のあの優しい声が／Precious ／オペラ
「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ／カッチーニのアヴェ・マリア／あり
がとう／ I Dreamed A Dream／星に願いを／ラデツキー行進曲／愛の挨拶／
キャラバンの到着／Time To Say Goodbye ／エニグマ変奏曲より第9変奏 ニ
ムロッド

心に残る映画音楽をサックスで奏でる
Music in Cinema for Alto Sax vol.1

全18曲 A4判 72p（パート譜付）
定価：2,400円＋税

サックスの豊かな音色で、様々なシーンを想い
奏でてみる。目の前に映画の世界が広がり、聴
く人の心に響く。音楽は人々の思い出をやさし
く包み込み、時を超えて今も色褪せずに輝く。
心に残る映画音楽を、アルトサックスでじっく
り奏でてみてはいかがでしょうか。

【曲目】〈As & Pf.〉ムーン・リバー／ピアノ協奏曲第21番／いつか王子様が／
ニュー・シネマ・パラダイス／茶色の小瓶／埴生の宿／ジムノペディ第1番／エン
ターティナー／愛のロマンス／グリーンスリーブス／オペラ「クセルクセス」より 
ラルゴ／ガブリエルのオーボエ／ア・イ・シ・テ・ルのサイン～わたしたちの未来予
想図～／アンチェインド・メロディ
〈2As〉バディネリ／恋人がサンタクロース／レクイエムより「ラクリモーサ（涙の
日）」
〈2As & Pf.〉私のお気に入り

SAX DUO

編成に自由を！ 無限に広がる２つの旋律

Freedom Saxophone

全10曲 A4判 64p
定価：2,250円＋税
編曲：浅利 真／石毛里佳／鹿野草平／ Jyan

「人数が足りない……」なんて言わせません！　
このFreedom Saxophoneは、Eb管、Bb管同
士でも、Eb管とBb管の組み合わせなどでも演
奏でき、編成を気にせず自由に楽しめるように
作りました。サックスアンサンブルでクラシックの名曲を堪能して
ください。

【曲目】グノシエンヌ第１番／無伴奏パルティータ 第３番 ホ長調より ガヴォット
とロンド／愛の夢 第３番／スペイン組曲より グラナダ／第２無言歌集 第２巻よ
り ヴェネツィアの舟歌／パガニーニの主題による狂詩曲より 第18変奏／ピアノ
のための３つの前奏曲より 前奏曲第１番 （G.ガーシュウィン）／リュートのため
の古代舞曲とアリア 第３集より イタリアーナ／リュートのための古代舞曲とア
リア 第３集より シチリアーナ／スラヴ舞曲集 第２集より スラヴ舞曲第10番

Solo or Duo

聖なる夜に訪れる魔法の時間……
X'mas Songs for Alto Saxophone

全19曲 A4判 72p（パート譜付）
定価：2,200円＋税

クリスマスに アルトサックスで 奏 で た い 名
曲の数々が揃った「X'mas Songs for Alto 
Saxophone」。クリスマス定番曲からクリスマ
ス向きポップス曲が一同に勢揃いしました。
アルトサックスの音色と共に素敵な時間を演出
します。

【曲目】［アルトサックスとピアノ］Winter Wonderland／クリスマス・イブ／シュー
ベルトのアヴェ・マリア／アヴェ・ヴェルム・コルプス／いつくしみ深き 賛美歌
312番／パッヘルベルのカノン／きよしこの夜／アリア 「クリスマス・オラトリオ」
より／ラルゴ 歌劇「クセルクセス」より／クリスマスの賛美歌／雪の華／アヴェ・
マリア／The Christmas Song ／ If we hold on together
［アルトサックス二重奏］ジングル・ベル／サンタが街にやってくる／星に願いを／
恋人がサンタ・クロース／12月25日

Solo or Duo

Solo, Duo or Ensemble

MUSIC in CINEMA

気分で吹いちゃう
サックスDUO！（改訂新版）

全45曲 A4判 128p
定価：2,400円＋税

「深み・大人の味わい」「リラックス・癒し」「ユニー
ク・個性的」「リフレッシュ・気分転換」「心にしみ
る・泣ける曲」「ハッピー・楽しい」の6つの大き
なカテゴリーに分け、編成もアルト2本からア
ルト＆テナーでのデュオをピックアップ。さま
ざまなシーンで活躍できるレパートリー集です。

【曲目】フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン／ルパン三世 愛のテーマ／未来予想図II ／ホ
ワイト・クリスマス／ハバネラ／サマータイム／亜麻色の髪の乙女／きよしこの夜
／シチリアーナ／アメージング・グレイス／間奏曲～歌劇「カヴァレリア・ルスティ
カーナ」より／ENERGY FLOW／もみの木／ノクターン op.9-2 ／ダッタン人
の踊り～歌劇「イーゴリ公」より／アヴェ・マリア／G線上のアリア／第三の男／
貴婦人の乗馬～「ブルグミュラー25の練習曲」より／ひいらぎかざろう／エン
ターテイナー／茶色の小瓶／RIDE ON TIME／ハトと少年～「天空の城ラピュ
タ」より／TEA FOR TWO／魅惑のワルツ／オーラ・リー／見上げてごらん夜の
星を／追憶／川の流れのように／さくら（独唱）／オーバー・ザ・レインボー／エ
リーゼのために／クリスマス・イブ／グノシエンヌ第1番／ラクリモサ／スラヴ舞
曲第10番／子守歌／ジングル・ベル／サンタが街にやってくる／乾杯の歌～歌劇
「椿姫」より／「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」より第1楽章／ラデツキー行
進曲／恋人がサンタクロース／ウィンター・ワンダーランド
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ふたりでSAX　vol.1
楽しく吹こう、いつだって

全14曲 A4判 40p
定価：1,800円＋税

クラシックの名曲、ジャズのスタンダードなどをア
ルト×2、アルト＋テナーの編成で楽しめるデュエッ
ト曲集。初心者にも親しみやすいアレンジです。

【曲目】さくら／見上げてごらん夜の星を／フライ・ミー・
トゥ・ザ・ムーン／オーバー・ザ・レインボー／サマータイム／ジングルベル／「アイ
ネ・クライネ・ナハト・ムジーク」より第一楽章／亜麻色の髪の乙女／エリーゼのた
めに／ラデツキー行進曲／シチリアーナ（フォーレ）／「カヴァレリア・ルスティカー
ナ」より間奏曲／G線上のアリア／主よ、人の望みの喜びよ

ふたりでSAX　vol.3
ぬくもりをいつもこころに　～クリスマスソング

全16曲 A4判 40p
定価：1,800円＋税

クリスマスコンサート、パーティなどですぐに
役立つデュオ曲集。初心者はもちろん、中級者
も満足できる魅力的なオリジナルアレンジです。

【曲目】Winter Wonderland ／恋人がサンタクロース／
クリスマス・イヴ／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／一人のみどりごが我らの為に生まれた／喜び勇む羊
飼いよ／ホワイト・クリスマス／ジングルベル

世界の名曲をサックスデュオで楽しむ
やさしいアルトサックスデュオ
スタンダード編

全80曲 A4判 92p
定価：2,400円＋税

一度は聴いたことのある、やさしく馴染みの深
いメロディばかりを80曲集めました。シンプ
ルなデュエットにアレンジしているので、初見
もしやすく、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】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（F. シューベ
ルト）／野ばら（F. 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

ふたりでSAX　vol.2
その音で、ハートを揺らせ

全14曲 A4判 48p
定価：2,000円＋税

結婚式、パーティなどの記念日を華やかに演出
するデュエット曲が満載。サックス2本による
アンサンブルは、気の合う仲間と気軽に楽しむ
ことができます。

【曲目】君をさがしてた／RIDE ON TIME／ ENERGY FLOW／未来予想図II
／川の流れのように／君といつまでも／らいおんハート／組曲「惑星」よりジュ
ピター／アメージンググレイス／ノクターン（ショパン）／ダッタン人の踊り／貴
婦人の乗馬／乾杯の歌／結婚行進曲（メンデルスゾーン）

ふたりでSAX　vol.4 
シネマ特集　ヒーローは心で歌う

全16曲 A4判 48p
定価：2,200円＋税

サックスで吹いて楽しめる映画音楽16曲を取
り上げ、演奏しても聴いても映画の雰囲気が充
分出るように編曲。パーティやプライベートな
コンサートで演奏するのにピッタリの曲集。

【曲目】ハバネラ～カルメンより（ビゼー）／ミッションインポッシブル／ピンクパ
ンサーのテーマ／子守歌（シューベルト）／ハトと少年（久石 譲）／男が女を愛
する時／アダージョ（アルビノーニ）／ラクリモサ～レクイエムより（モーツァルト）
／ロッキーのテーマ／エンターテイナー／追憶／魅惑のワルツ／オーラリー／茶色
の小瓶／アヴェマリア（シューベルト）／第三の男

SAX DUO
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サク☆カル
サックスカルテットで吹くポップスBEST VOL.1
卒業ソング編

全3曲 A4判 16p（パート譜付）
定価：2,000円＋税

サックスアンサンブル、サックスカルテット、通
称“サクカル”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。先輩たちに感謝とエールを込め
て演奏を届けよう！

【曲目】桜の栞（AKB48）／3月9日（レミオロメン）／YELL（いきものがかり）
※編成はすべてSs、As、Ts、Bs

4人でSAX　vol.1

全7曲 A4判 36p
定価：1,800円＋税

「The SAX」本誌に掲載され好評だった選りす
ぐりのカルテット曲を収録しました。ソプラノ、
アルト、テナー、バリトン編成だけではなく2
アルト、テナー、バリトン編成もあり。結婚式
などの演奏にも最適です。

【曲目】Ave Maria（カッチーニ）／オペラ“トスカ”より 歌に生き愛に生き／もみ
の木／クリスマス・イブ／スターダスト／スペイン／美女と野獣

CD
CD付
Jazz Standards for Sax Quartet
vol.1

アレンジ・監修・演奏：サキソフォビア
全9曲 A4判 136p（パート譜付）
定価：2,800円＋税
編成：As.Ts1.Ts2.Bs

非常に有名な曲ばかりをピックアップし、サッ
クス・カルテットによるカッコいいジャズ演奏
を目指すすべての方を対象とした一冊のスコアブックとなっていま
す。サキソフォビアによる演奏CDも付属！

【 曲目 】L-O-V-E ／ Watermelon Man ／ Besame Mucho ／ Someone to 
Watch Over Me ／ Summertime ／ So Many Stars ／ TEQUILA ／ Just 
Squeeze Me／Aura Lee／（演奏のみ）Oh! My Country

サク☆カル
サックスカルテットで吹くポップスBEST VOL.2
新歓ソング編

全3曲 A4判 24p（パート譜付）
定価：2,000円＋税

サックスアンサンブル、サックスカルテット、通称
“サクカル”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。春はこの3曲で新入生
を歓迎しよう！

【曲目】桜（コブクロ）／全力少年（スキマスイッチ）／遥か（GReeeeN）
※編成はすべてSs、As、Ts、Bs

4人でSAX　vol.2

全7曲 A4判 36p
定価：1,800円＋税

4本による重厚なサウンド、音楽を創り上げる
喜び。アンサンブルの達成感と楽しさを思いき
り味わえる曲集です。中、上級者も満足のオリ
ジナルアレンジが好評です。

【 曲目 】ラデツキー 行進曲 ／アヴェ・ヴェルム・コルプ
ス／愛の挨拶／ Alfie ／見上げてごらん夜の星を／
SEPTEMBER／A列車で行こう

CD
CD付
Jazz Standards for Sax Quartet
vol.2

アレンジ・監修・演奏：サキソフォビア
全9曲 A4判 160p（パート譜付）
定価：2,800円＋税
編成：As.Ts1.Ts2.Bs

ジャズやアドリブを実際に演奏するのが大変と
いう方や、仲間との演奏をいつも以上にかっこ良く披露したい方に
もオススメの曲集！　息の合った仲間と自分たちのカラー創りに挑
戦することもこの1冊でできます。

【曲目】Caravan ／ Chattanooga choochoo ／ Close to you ／ They can't
take that away from me ／ Dark Eyes ／ The Chicken ／ Over the 
Rainbow／ Black Orpheus ／ Jingle Bells ／ Be my apple ／ Night Train

THE QUARTET 
サックス王道のレパートリーを吹きこなせ

全18曲 A4判 104p（パート譜付）
定価：2,400円＋税

クラシックからポップス、ジャズのスタンダー
ド曲を中心にカルテットの王道レパートリー
17曲を選りすぐり。編成も多岐にわたってい
るので、気軽にカルテットを楽しめます。
この一冊があれば、アナタもすぐに仲間とカル
テットが始められる！

【曲目】モーツァルトの子守歌／見上げてごらん夜の星を／愛の挨拶／アヴェ・ヴェ
ルム・コルプス／クリスマス・イブ／グリーンスリーブス／セプテンバー／月の光
／タイム・トゥ・セイ・グッバイ／アルフィー／歌に生き愛に生き／美女と野獣／旅
立ちの日に／スターダスト／アヴェ・マリア／スペイン／A列車で行こう／私を泣
かせてください

4人でスウィング!!

全4曲 A4判 92p
定価：2,400円＋税

誰もが一度は耳にした事があるスウィング・ジャ
ズの王道曲4曲。サックスプレイヤー 鈴木直樹
さん、武田和大さんの両氏によるアレンジ譜は、
全曲“書きリブソロ付き”だから、「アドリブっ
て難しそう……」というジャズ初級者の方でも
楽譜通りに吹くだけで気軽に本格ジャズが始め
られます！

【曲目】Moonlight Serenade （グレン・ミラー 作曲／鈴木直樹 編曲）／ In the 
Mood（ジョー・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／武田和大 編曲）／Lover Come Back To Me（シグマンド・
ロンバーグ 作曲／武田和大 編曲）

SAX QUARTET

8



CD
CD付
THE SAX SPECIAL vol.1
美しき映画音楽の世界

演奏：雲井雅人（Sax）／栃尾克樹（Sax）／橋
元千賀子（Pf）
全9曲 A4判 96p 模範演奏＋マイナスワンCD付
定価：￥2,000円＋税

さまざまな名シーンと共に心に染みいる映画音
楽。数ある名曲の中から厳選した9曲をサック
スとピアノのアンサンブルで楽しめます。関連記事やインタビュー
などの読み物も満載、日本を代表するクラシックサクソフォンプレ
イヤーによる模範演奏CDはアルバムとしても一聴の価値有り。

【コンテンツ】［テーブルトーク］映画音楽が心地よいわけ／［特集］美しい音色を
作ろう／［Interview］雲井雅人、栃尾克樹、橋元千賀子
【曲目】カヴァティーナ／ロミオとジュリエット／ニュー・シネマ・パラダイス／
SHALL WE DANCE？／電車男メインテーマ／ガブリエルのオーボエ／茶色の
小瓶（2As＋Pf）／私のお気に入り（2As＋Pf）／ア・ホール・ニュー・ワールド（As
＋Bs＋Pf）

CD
CD付
THE SAX SPECIAL vol.3
SMOOTH MELLOW POPS

演奏：かわ島崇文（Sax）
全8曲 A4判 104p 模範演奏＋マイナスワンCD付
定価：￥2,250円＋税

人気の音楽ジャンルをカッコ良く吹けるように
なるための実践ガイドブックです。スムース＆
メロウな楽曲をテーマに、サックスプレイヤー
や音楽ジャンルのルーツ、名盤ガイド、サックスビギナーから中上級
者向け楽器のセッティングも紹介します。付属CDではスムース・ジャ
ズ奏者として活躍目覚ましい、かわ島崇文氏の演奏を収録＆譜面化。
収録曲を題材にスムース＆メロウに吹くための練習法などを分かり
やすく解説します。

【コンテンツ】［CD連動］実践&教則：メロウポップスを歌いこなす（Lesson1：
ポップス・バラードをかっこ良く吹くためのスムース・ジャズ奏法をモノにする、
Lesson2：スムース・ジャズ・プレイヤーのフレーズをモノにする）／かわ島崇文
直伝！Q&Aスタイルによる奏法分析／スムース&メロウなサックスの発祥から
発展まで／海外プレイヤーを16人ピックアップして、そのセッティングを一挙公
開！ ［Special Interview］かわ島崇文
【アルトサックス Eb譜 全曲リード・シート＆CD対応楽譜】Sweet Memories ／
Missing ／ Story ／奏（かなで）／接吻 Kiss ／歌うたいのバラッド／奇跡を望
むなら... ／ルパン三世 愛のテーマ

CD
CD付
THE SAX SPECIAL vol.5
FUSION SAXSTUDY

演奏/監修：本田雅人
全6曲 A4判 136p 模範演奏＋マイナスワンCD付
定価：￥2,400円＋税

世界的にも高い評価を受け、日本における
フュージョンサックスのシンボルとも言える存
在である本田雅人氏による、世界初のフュージョ
ンサックスガイドブックがついに誕生！ 華やかでブライトな音色の
生み出しかたや、目から鱗の画期的なアドリブ習得術など、これま
でどこにも語られていない本田氏独自の奥義が惜しみなく明かされ
ています。掲載楽譜と連動した付属のCDには、フュージョン名曲の
カバーを本田氏自らの演奏で収録。本田氏のオリジナルナンバーも
含めた全7曲が、模範演奏とカラオケで収録。

【コンテンツ】 巻頭インタビュー／本田雅人の愛用機材を一挙公開！ 
本田雅人直伝フュージョンサックスの極意 ［Stand By］楽器の組立て方・セッティ
ングの注意点・正しい楽器の構え／［Lecture］フュージョンに適した音色・フュー
ジョンに必要な音量・ファンク的な要素／［How to Playing］　息の作り方・ア
ンブシュア・発音とタンギング・リズム表現／［How to Ad-lib］　音感のレシピ・
移動ド体質の薦め・覚えておくべきスケール／［Gear Choice］　楽器本体・ネック・
マウスピース・リガチャー／フュージョンサックス新定番モデルはコレだ！／フュー
ジョン好適マウスピースBEST 5＆リガチャーBEST 3 ／フュージョンサックス 
TOP20 スター名鑑 

【曲目】Soul Intro ～ The Chicken（ジャコ・パストリアス）／Captain Caribe
（リー・リトナー）／What Is Hip?（タワー・オブ・パワー）／Revelation（イエロー
ジャケッツ）／Seven（本田雅人）／Pinocchio（本田雅人）
【Bonus Track】Maputo（ボブ・ジェームス＆デヴィッド・サンボーン）

CD
CD付
THE SAX SPECIAL vol.4
JAZZ SAX START GUIDE

演奏：多田誠司、岡崎正典（Sax）
全8曲 A4判 144p 模範演奏＋マイナスワンCD付
定価：￥2,400円＋税

ジャズ演奏習得に遠回りせず辿り着ける、初心
者や入門者、そして中級者にもためになるガ
イドブックです。ジャズサックス演奏習得のガ
イド役には人気ジャズアルト奏者の多田誠司氏を迎え、楽器の組み
立て方からジャズ特有の奏法まで的確にレクチャーします。楽譜と
付属CDにはテナー用を含むジャズの人気スタンダード8曲を収録。
若手精鋭による伴奏に合わせてサックスを吹けば、本格的な臨場感
を味わえます。また、サックスに関する読み物も充実。

【コンテンツ】JAZZ SAX 10 GIANTS／ The History of JAZZ SAX／ジャ
ズサックスを知るためのオススメ名盤20選／レジェンドたちが愛した銘器ミュー
ジアム／SAX SHOWCASE for Beginners & Jazz Players ／有名楽器店が
セレクトするジャズ向きマウスピース＆リード／サックススクールで本格的にジャ
ズを学ぼう！／ Invitation to JAZZ CLUB／ジャズサックス奏法マニュアル／
アドリブ演奏のための ちょっとだけ基礎知識／（CD連動）練習用トラックでエ
クササイズ！／（CD連動）憧れのジャズサックス名曲にTry ！
【Score［Eb譜］】You’d Be So Nice to Come Home to ／My Little Suede 
Shoes ／ Left Alone ／ Take Five
【Score［Bb譜 ］】Watermelon Man ／ St. Thomas ／ In a Sentimental 
Mood ／ Recado Bossa Nova

CD
CD付
THE SAX SPECIAL vol.2
SOUL BALLAD

演奏：藤野美由紀（Sax）
全7曲 A4判 104p 模範演奏＋マイナスワンCD付
定価：￥2,200円＋税

サックス吹きなら一度は吹きこなしたい”ヴォー
カル・バラード”作品。数々の名曲の中から、今
回はソウルバラードを厳選しました。教則パー
トは、“キャンディ・ダルファー マスターブック”などこのジャンルの
教則本を監修してくれた藤野美由紀氏がナビゲートします。バラー
ド好きなサックス吹きにマストな一冊、サウンドを楽しむための特
別号がここに完成です。

【コンテンツ】R&B/SOULの発祥から発展とサックス奏者たちの活躍／［Special 
Talk］藤野美由紀 meets 村上てつや（ゴスペラーズ）／［特別企画］Soul/
R&B/Fusion対応楽器最適セレクト／［CD連動］実践教則ガイド：歌うバラード、
ソウルはこう吹く／歌うバラード、ソウルを吹きつくす etc.
【Special Score Eb譜／Bb譜】I Will Always Love You ／ For The Love of 
You ／ Feel Like Makin’ Love ／ Soul Serenade ／ You Are Everything ／
Thank You All（藤野美由紀オリジナル）／Crystal Time（藤野美由紀オリジナル）

THE SAX SPECIAL
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ジャズボイスの研究
～Study in Blue ～

著者：大山日出男
A4判 144p
定価：2,800円＋税

ジャズを表現する上で大切なことの一つがジャ
ズのサウンドを出すこと。サウンドについて意
識して取り組むことによって、表現する観点で
ジャズボイスを自分のものにしていくためにア
プローチした教本です。「ジャズの要素とは一体何なのか？」を軸に
その要素を追求し、あらゆる視点からその要素が解き明かされてい
ます。またジャズファンからの支持の熱い、チャーリー・パーカー、ジョ
ン・コルトレーンのフレーズ完コピ譜掲載。

【コンテンツ】
Part 1：すべてのサキソフォン奏者のために［チャプター1：サウンド及び奏法
一般、チャプター2：シラブルとハーフタンギング］／Part 2：すべてのジャズ
プレイヤーのために［チャプター3：リズム、チャプター4：リフ、チャプター5：
チャーリー・パーカーのソロによるフレーズの考察 『Billie’s Bounce』（Take1
／ Take2 ／ Take3 ／ Take4 ／ Take5）、『Cool Blues』（Take1 ／ Take2
／ Take3 ／ Take4）、『Bird Of Paradise』（Take1 ／ Take2 ／ Take3）、
チャプター6：ジョン・コルトレーンのソロによるフレーズの考察『Giant Steps』
『Countdown』、チャプター7：その他のテクニック］

パッと見てわかる！サックス運指本
アルトサックス編

監修：川口 力
B5判 68p
定価：1,800円＋税

この「運指本」は、基本的に1ページ1運指で、
運指表は楽器の形に則ってイラスト化している
ので、どのキィを押さえれば良いのか一目瞭然
です。さらに中級以上の愛好家のためにも特殊
な運指やフラジオの運指も掲載。巻末には替え指アイデア入りの全
調の音階を掲載しているので練習にも役立ちます。楽器を手にとっ
たばかりの人から、中級者以上にもオススメの“運指本”。サックス
を吹くための必携の1冊になるでしょう。

【コンテンツ】楽器を吹く前に／キィの名称／最低音域（ラ#・シb・シn）／低音域
（ドn～シn）／中音域（ドn～シn）／高音域（ドn～ファ#・ソb）／超高音域／
特殊な運指／音階練習／半音階／運指表

パッと見てわかる！サックス運指本
テナーサックス編

監修：川口 力
B5判 68p
定価：1,800円＋税

アルトサックス編で大好評を得たサックス運指
本に、「テナーサックス編」が登場です。基本的
に1ページ1運指で、さらに持った時のサック
スの形状を認識しやすいイラストのため簡易的
な運指表と違い、ページを開いた瞬間に運指が分かります。音質補
正や音程補正のための替え指、注意事項・ポイントはテナーサックス
のために新しく追加しており、音程のINTERVALもすべてテナー用
になっているので、アルトサックス編をお持ちの方にもぜひお持ち
いただきたい1冊です。

【コンテンツ】楽器を吹く前に／キィの名称／最低音域（ラ#・シb・シn）／低音域
（ドn～シn）／中音域（ドn～シn）／高音域（ドn～ファ#・ソb）／超高音域／
特殊な運指／音階練習／半音階／運指表

CD
模範演奏+カラオケ音源CD付き
はじめたその日に1曲マスター！
アルトサックス独習ガイド

A4判 56p
定価：1,500円＋税

「音楽教室には通いたくないし、面倒な基礎練習
はしたくない！」「楽譜の読み方、音楽記号の読
み方、サックス特有の演奏技法、すべてわから
ないけど、とにかく1曲を気持ち良く吹きたい！」
そんなちょっとワガママな独習を目指す超初心者のための曲集！

【コンテンツ】
・サックスを吹く前にするべき5つのこと
・楽器を大切にしよう
・楽譜に出てくる音を出す練習（1～10）

【曲目】
［初級］オーラ・リー／アメージング・グレイス／朧月夜
［中級］ジュピター／サマータイム／Someday My Prince Will Come
［上級］ルパン三世のテーマ’78／情熱大陸

上手くなるための

SAX BASIC SCALE BOOK

B5判 32p
定価：1,000円＋税

楽器の練習に欠かせない基礎練習といえばス
ケールです。全てのスケールを網羅したのが、
この「SAX BASIC SCALE BOOK」です。ク
ラシックの方にもジャズの方にも役立つ一冊は、
コンパクトで持ち運びにも便利！スケールを得
意にして、思い通りの演奏やアドリブに活かしてください。

【CONTENTS】
第1章～ 12章:スケール（ブルーノート・スケール、ペンタトニック・スケール、オ
ルタード・スケール、ディミニッシュ・スケール、コンビネーション・オブ・ディミニッ
シュ・スケール、他）／第13章：プレイヤーに訊く基礎練習法／第14章：スケー
ル練習、なぜ必要？／Column：アドリブのための用語mini知識

上手くなるための

SAX BASIC LESSON BOOK

B5判 36p
定価：1,000円＋税

雑誌THE SAXに掲載した“サックスを吹くの
に必要な知識”をコンパクトにまとめました。
セッティングや姿勢、アンブシュアに始まり、運
指表のほか、プロ奏者の演奏法やフラジオ運指
表も掲載。読むと実践したくなる内容が満載の
『SAX 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。

【CONTENTS】
第1章:セッティングを覚えよう／第2章:正しい姿勢が良い音を出す秘訣／第3
章:アンブシュア─すべての音の源／第4章:いい呼吸が良い音色を生む／第5章:
音を磨く練習、ロングトーン／第6章:タンギング─音の輪郭を際立たせる／第7
章:音に表情を付けるアーティキュレーション／第8章:なぜ大事なの？スケール練
習／第9章:フィンガリング、指を思い通りに動かすために／第10章:知ってお
きたい、プロ奏者の練習法

SAX BASIC
Le�

上手くなるための

セッティングを
 覚えよう

正しい姿勢が
良い音を出す秘訣

アンブシュア
─すべての音の源

いい呼吸が
良い音色を生む

フィンガリング
指を思い通りに動かすために

音を磨く練習、
ロングトーン

知っておきたい、

プロ奏者の練習法

運指表

フラジオ運指表

音楽用語・発想記号

タンギング
─音の輪郭を際立たせる

音に表情を付ける
アーティキュレーション

なぜ大事なの？
スケール練習

THE
 SAX

 オス
スメ！

第1章

第6章

第7章

第8章

第9章

第10章第2章

第3章

第4章

第5章

Setting / Pose / Embouchure / Breath / Long tone / Tonguing / Articulation / Scale / Fingering / Training

SAX METHOD
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サックス カルテットピース
恋
TBS系ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』主題歌

作曲：星野 源／編曲：ムター
A4判（パート譜付）
定価：1,800円＋税
編成：Ss/As/Ts/Bs

Quartet

サックス カルテットピース
情熱大陸
「情熱大陸」テーマ曲

作曲：葉加瀬太郎
編曲：ひび則彦（HIBI★chazz-K）
A4判（パート譜付）
定価：1,800円＋税
編成：Ss/As/Ts/Bs

Quartet

サックス カルテットピース
La Bamba
メキシコのダンスナンバー

編曲：ひび則彦（HIBI★chazz-K）
A4判（パート譜付）
定価：1,800円＋税
編成：Ss/As/Ts/Bs

Quartet

サックス カルテットピース

オー・シャンゼリゼ

作曲：Michael Wilshaw & Michael A. Deighan
編曲：浅利 真
A4判（パート譜付）
定価：1,200円＋税
編成：As1/As2/Ts/Bs

Quartet

サックス ソロピース
VOICE　Sax ver.feat.矢野沙織
ドコモ“Xperia”CM曲

作曲：橋本竜樹
A4判（メロディ＋コード譜、アドリブ採譜）
定価：1,200円＋税
編成：As

原曲キーはそのままに、テーマやコードの他、ア
ドリブ部分も再現しています。アドバイス付き
なので、初・中級者の方にもオススメです。

Solo

サックス カルテットピース
前前前世
映画「君の名は。」主題歌

作曲：野田洋次郎
編曲：ひび則彦（HIBI★chazz-K）
A4判（パート譜付）
定価：1,800円＋税
編成：Ss/As/Ts/Bs

Quartet

サックス カルテットピース
銀河鉄道999
アニメ「銀河鉄道999」主題歌

作曲：タケカワユキヒデ
編曲：ひび則彦（HIBI★chazz-K）
A4判（パート譜付）
定価：1,800円＋税
編成：Ss/As/Ts/Bs

Quartet

サックスピース
STRAIGHT TO THE HEART

作曲：Marcus Miller
A4判（メロディ＋コード譜、アドリブ採譜）
定価：1,200円＋税
編成：As

デヴィッド・サンボーンの傑作ライブアルバム
『STRAIGHT TO THE HEART』に収録のタイ
トルチューン

Solo

サックス カルテットピース
くるみ割り人形メドレー

作曲：Peter Ilyich Tchaikovsky
編曲：浅利 真
A4判（スコア譜＋パート譜）
定価：1,200円＋税
編成：Ss/As/Ts/Bs

【曲目】くるみ割り人形メドレー（行進曲～ロシアの踊り
～葦笛の踊り～花のワルツ）

Quartet
サックス カルテットピース
浜辺の歌

作曲：成田為三／編曲：浅利 真
A4判（スコア譜＋パート譜）
定価：900円＋税
編成：As1/As2/Ts/Bs

Quartet

サックス カルテットピース
愛の挨拶

作曲：Edward Elgar ／編曲：浅利 真
A4判（スコア譜＋パート譜）
定価：1,200円＋税
編成：As1/As2/Ts/Bs

Quartet

「サックスピース」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。
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