
2023/4/23 現在



ASKS Winds・ASKS Orchestra　取扱全作品リスト

新サイトはこちらをクリック⇒　https://asks.shop/

商品コード 作曲（編曲）者 作品名 編成 PDF価格 製本版価格

1 ASKS-WE362 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥6,000 ¥7,400

2 ASKS-WE363 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,300

3 ASKS-WE364 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500

4 ASKS-EO01 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』電子オルガン譜 電子オルガン ¥1,000 ¥1,600

5 ASKS-FL128 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』フルート四重奏 FL４ ¥2,100 ¥3,200

6 ASKS-CL155 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』クラリネット五重奏 CL５ ¥3,250 ¥4,050

7 ASKS-CL156 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,300

8 ASKS-SX92 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,500 ¥3,200

9 ASKS-HR55 小林　健太郎 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,000

10 ASKS-TB249 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200

11 ASKS-ET308 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200

12 ASKS-WW169 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,100

13 ASKS-BE218 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800

14 ASKS-SE123 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,200

15 ASKS-PT79 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,200

16 ASKS-PT80 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ピアノトリオ（FVP）
ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,200

1 ASKS-WE365 米山　邦宏 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』吹奏楽譜中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,600

2 ASKS-WE366 米山　邦宏 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』吹奏楽譜小編成 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,700

3 ASKS-EO02 小助川　謙二 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』電子オルガン譜 エレクトーン ¥1,000

4 ASKS-FL130 木戸　美都子 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500

5 ASKS-CL157 小助川　謙二 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』クラリネット五重奏 CL５ ¥2,500 ¥3,300

6 ASKS-CL158 小助川　謙二 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,300

7 ASKS-SX93 津崎　知之 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』サキソフォン四重奏S・A・T・B SAX４ ¥2,500

8 ASKS-HR56 成島　百華 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500

9 ASKS-TB250 木戸　美都子 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500

10 ASKS-ET309 山岸　和正 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500

11 ASKS-BE219 山岸　和正 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』金管五重奏 金管５ ¥3,000

12 ASKS-WW170 米山　邦宏 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,700

13 ASKS-SE124 小助川　謙二 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,700

14 ASKS-PT81 小助川　謙二 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500

15 ASKS-PT82 小助川　謙二 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』ピアノトリオ（FVP）
ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500

1 ASKS-SPAC01 西村　翼 『パプリカ／米津玄師』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,900
2 ASKS-SPAC03 川端　結 『Rhapsody In Blue』トランペット四重奏 TP４ ¥3,000 ¥4,000
3 ASKS-SPAC05 成島　百華 『世界がひとつになるまで』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
4 ASKS-SPAC08 小助川　謙二 『３つのプレリュード／ガーシュイン』サクソフォーン四重奏 Sax４(SATB) ¥2,500 ¥3,400
5 ASKS-SPAC11 杉山　洋美 『夢をかなえてドラえもん』器楽合奏 器楽 ¥3,500 ¥4,500
6 ASKS-SPAC12 和田　圭吾 『人生のメリーゴーランド』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
7 ASKS-SPAC13 木戸　美都子 『花は咲く』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300

8 ASKS-JO01 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
9 ASKS-JO02 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300

10 ASKS-JO03 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
11 ASKS-JO04 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
12 ASKS-JO05 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
13 ASKS-JO06 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
14 ASKS-JO07 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
15 ASKS-JO08 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
16 ASKS-JO09 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
17 ASKS-JO10 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
18 ASKS-JO11 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

19 ASKS-JO12 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
20 ASKS-JO13 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
21 ASKS-JO14 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
22 ASKS-JO15 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
23 ASKS-JO16 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300

【NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』シリーズ】

【NHK連続テレビ小説「らんまん」オープニングテーマ『愛の花』シリーズ】

【セルフプロデュース型編曲コンテストシリーズ】

【ザ☆歌謡曲！ シリーズ】古き良き名曲をFL4・CL4・Sax４・Hrn4・TB4・ET4・弦楽４・木管５・金管５・ピアノトリオ2種・Vn・Fl・Cl・A.Sax・TP・Euph・Tubaの各ソロ譜18編成ずつ展開！
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商品コード 作曲（編曲）者 作品名 編成 PDF価格 製本版価格

24 ASKS-JO17 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
25 ASKS-JO18 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
26 ASKS-JO19 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
27 ASKS-JO20 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
28 ASKS-JO21 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
29 ASKS-JO22 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
30 ASKS-JO23 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
31 ASKS-JO24 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
32 ASKS-JO25 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
33 ASKS-JO26 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
34 ASKS-JO27 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
35 ASKS-JO28 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
36 ASKS-JO29 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
37 ASKS-JO30 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

38 ASKS-JO31 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
39 ASKS-JO32 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
40 ASKS-JO33 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
41 ASKS-JO34 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
42 ASKS-JO35 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
43 ASKS-JO36 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
44 ASKS-JO37 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
45 ASKS-JO38 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
46 ASKS-JO39 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
47 ASKS-JO40 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
48 ASKS-JO41 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
49 ASKS-JO42 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
50 ASKS-JO43 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
51 ASKS-JO44 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
52 ASKS-JO45 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
53 ASKS-JO46 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
54 ASKS-JO47 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
55 ASKS-JO48 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
56 ASKS-JO49 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

57 ASKS-JO50 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
58 ASKS-JO51 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
59 ASKS-JO52 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
60 ASKS-JO53 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
61 ASKS-JO54 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
62 ASKS-JO55 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
63 ASKS-JO56 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
64 ASKS-JO57 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
65 ASKS-JO58 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
66 ASKS-JO59 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
67 ASKS-JO60 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
68 ASKS-JO61 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
69 ASKS-JO62 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
70 ASKS-JO63 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
71 ASKS-JO64 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
72 ASKS-JO65 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
73 ASKS-JO66 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
74 ASKS-JO67 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
75 ASKS-JO68 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

76 ASKS-JO69 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
77 ASKS-JO70 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
78 ASKS-JO71 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
79 ASKS-JO72 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
80 ASKS-JO73 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
81 ASKS-JO74 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
82 ASKS-JO75 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
83 ASKS-JO76 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
84 ASKS-JO77 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
85 ASKS-JO78 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
86 ASKS-JO79 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
87 ASKS-JO80 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
88 ASKS-JO81 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
89 ASKS-JO82 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
90 ASKS-JO83 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
91 ASKS-JO84 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
92 ASKS-JO85 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
93 ASKS-JO86 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
94 ASKS-JO87 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

95 ASKS-JO88 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
96 ASKS-JO89 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
97 ASKS-JO90 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
98 ASKS-JO91 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
99 ASKS-JO92 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300

100 ASKS-JO93 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
101 ASKS-JO94 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
102 ASKS-JO95 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
103 ASKS-JO96 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
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104 ASKS-JO97 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
105 ASKS-JO98 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
106 ASKS-JO99 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
107 ASKS-JO100 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
108 ASKS-JO101 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
109 ASKS-JO102 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
110 ASKS-JO103 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
111 ASKS-JO104 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
112 ASKS-JO105 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
113 ASKS-JO106 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

114 ASKS-JO107 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
115 ASKS-JO108 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
116 ASKS-JO109 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
117 ASKS-JO110 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
118 ASKS-JO111 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
119 ASKS-JO112 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
120 ASKS-JO113 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
121 ASKS-JO114 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
122 ASKS-JO115 山口  景子 『あなた／小坂明子』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
123 ASKS-JO116 山口  景子 『あなた／小坂明子』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
124 ASKS-JO117 山口  景子 『あなた／小坂明子』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
125 ASKS-JO118 山口  景子 『あなた／小坂明子』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
126 ASKS-JO119 山口  景子 『あなた／小坂明子』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
127 ASKS-JO120 山口  景子 『あなた／小坂明子』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
128 ASKS-JO121 山口  景子 『あなた／小坂明子』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
129 ASKS-JO122 山口  景子 『あなた／小坂明子』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
130 ASKS-JO123 山口  景子 『あなた／小坂明子』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
131 ASKS-JO124 山口  景子 『あなた／小坂明子』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
132 ASKS-JO125 山口  景子 『あなた／小坂明子』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

133 ASKS-JO126 山口  景子 『あなた／小坂明子』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
134 ASKS-JO127 山口  景子 『あなた／小坂明子』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
135 ASKS-JO128 山口  景子 『あなた／小坂明子』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
136 ASKS-JO129 山口  景子 『あなた／小坂明子』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
137 ASKS-JO130 山口  景子 『あなた／小坂明子』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
138 ASKS-JO131 山口  景子 『あなた／小坂明子』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
139 ASKS-JO132 山口  景子 『あなた／小坂明子』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
140 ASKS-JO133 山口  景子 『あなた／小坂明子』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
141 ASKS-JO134 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
142 ASKS-JO135 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
143 ASKS-JO136 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
144 ASKS-JO137 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
145 ASKS-JO138 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
146 ASKS-JO139 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
147 ASKS-JO140 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
148 ASKS-JO141 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
149 ASKS-JO142 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
150 ASKS-JO143 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
151 ASKS-JO144 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

152 ASKS-JO145 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
153 ASKS-JO146 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
154 ASKS-JO147 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
155 ASKS-JO148 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
156 ASKS-JO149 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
157 ASKS-JO150 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
158 ASKS-JO151 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
159 ASKS-JO152 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
160 ASKS-JO153 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
161 ASKS-JO154 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
162 ASKS-JO155 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
163 ASKS-JO156 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
164 ASKS-JO157 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
165 ASKS-JO158 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
166 ASKS-JO159 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
167 ASKS-JO160 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
168 ASKS-JO161 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
169 ASKS-JO162 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
170 ASKS-JO163 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

171 ASKS-JO164 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
172 ASKS-JO165 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
173 ASKS-JO166 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
174 ASKS-JO167 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
175 ASKS-JO168 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
176 ASKS-JO169 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
177 ASKS-JO170 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
178 ASKS-JO171 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
179 ASKS-JO191 山岸　和正 『異邦人／久保田早紀』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
180 ASKS-JO192 山岸　和正 『勝手にしやがれ／沢田研二』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
181 ASKS-JO193 長野　雄行 『勝手にシンドバット／サザンオールスターズ』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
182 ASKS-JO194 金城　菜美子 『初恋／村下孝蔵』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
183 ASKS-JO195 津崎　知之 『さよならの向こう側／山口百恵』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
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184 ASKS-JO196 津崎　知之 『中央フリーウエイ／荒井由実』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
185 ASKS-JO197 山口  景子 『あなた／小坂明子』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
186 ASKS-JO198 山口  景子 『時の流れに身をまかせ／テレサテン』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
187 ASKS-JO199 侘美　秀俊 『ルビーの指環／寺尾聰』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
188 ASKS-JO201 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
189 ASKS-JO202 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
190 ASKS-JO203 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
191 ASKS-JO204 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
192 ASKS-JO205 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
193 ASKS-JO206 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
194 ASKS-JO207 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
195 ASKS-JO208 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
196 ASKS-JO209 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
197 ASKS-JO210 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
198 ASKS-JO211 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

199 ASKS-JO212 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
200 ASKS-JO213 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
201 ASKS-JO214 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
202 ASKS-JO215 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
203 ASKS-JO216 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
204 ASKS-JO217 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
205 ASKS-JO218 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
206 ASKS-JO219 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
207 ASKS-JO220 山口  景子 『想い出がいっぱい／H2O』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
208 ASKS-JO221 高橋　宏樹 『翼をください／赤い鳥』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
209 ASKS-JO222 高橋　宏樹 『翼をください／赤い鳥』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
210 ASKS-JO223 高橋　宏樹 『翼をください／赤い鳥』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
211 ASKS-JO224 高橋　宏樹 『翼をください／赤い鳥』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
212 ASKS-JO225 高橋　宏樹 『翼をください／赤い鳥』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
213 ASKS-JO226 高橋　宏樹 『翼をください／赤い鳥』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
214 ASKS-JO227 高橋　宏樹 『翼をください／赤い鳥』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
215 ASKS-JO228 高橋　宏樹 『翼をください／赤い鳥』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
216 ASKS-JO229 高橋　宏樹 『翼をください／赤い鳥』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
217 ASKS-JO230 今村　愛紀 『翼をください／赤い鳥』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
218 ASKS-JO231 今村　愛紀 『翼をください／赤い鳥』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

219 ASKS-JO232 今村　愛紀 『翼をください／赤い鳥』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
220 ASKS-JO233 今村　愛紀 『翼をください／赤い鳥』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
221 ASKS-JO234 今村　愛紀 『翼をください／赤い鳥』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
222 ASKS-JO235 今村　愛紀 『翼をください／赤い鳥』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
223 ASKS-JO236 今村　愛紀 『翼をください／赤い鳥』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
224 ASKS-JO237 今村　愛紀 『翼をください／赤い鳥』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
225 ASKS-JO238 今村　愛紀 『翼をください／赤い鳥』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
226 ASKS-JO239 今村　愛紀 『翼をください／赤い鳥』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
227 ASKS-JO240 今村　愛紀 『翼をください／赤い鳥』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
228 ASKS-JO241 吉野　直子 『魅せられて／ジュディ・オング』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
229 ASKS-JO242 長野　雄行 『魅せられて／ジュディ・オング』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
230 ASKS-JO243 津崎　知之 『魅せられて／ジュディ・オング』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
231 ASKS-JO244 長野　雄行 『魅せられて／ジュディ・オング』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
232 ASKS-JO245 長野　雄行 『魅せられて／ジュディ・オング』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
233 ASKS-JO246 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
234 ASKS-JO247 山口  景子 『魅せられて／ジュディ・オング』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
235 ASKS-JO248 津崎　知之 『魅せられて／ジュディ・オング』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
236 ASKS-JO249 津崎　知之 『魅せられて／ジュディ・オング』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
237 ASKS-JO250 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
238 ASKS-JO251 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

239 ASKS-JO252 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
240 ASKS-JO253 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
241 ASKS-JO254 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
242 ASKS-JO255 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
243 ASKS-JO256 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
244 ASKS-JO257 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
245 ASKS-JO258 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
246 ASKS-JO259 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
247 ASKS-JO260 山岸　和正 『魅せられて／ジュディ・オング』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
248 ASKS-JO261 吉野　直子 『チャンピオン／アリス』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
249 ASKS-JO262 津崎　知之 『チャンピオン／アリス』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
250 ASKS-JO263 津崎　知之 『チャンピオン／アリス』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
251 ASKS-JO265 福見　吉朗 『チャンピオン／アリス』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
252 ASKS-JO266 山岸　和正 『チャンピオン／アリス』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
253 ASKS-JO267 山口  景子 『チャンピオン／アリス』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
254 ASKS-JO268 塩野　一毅 『チャンピオン／アリス』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
255 ASKS-JO269 山岸　和正 『チャンピオン／アリス』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
256 ASKS-JO270 山口  景子 『チャンピオン／アリス』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
257 ASKS-JO271 山口  景子 『チャンピオン／アリス』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

258 ASKS-JO272 岩田　恵子 『チャンピオン／アリス』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
259 ASKS-JO273 岩田　恵子 『チャンピオン／アリス』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
260 ASKS-JO274 岩田　恵子 『チャンピオン／アリス』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
261 ASKS-JO275 岩田　恵子 『チャンピオン／アリス』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
262 ASKS-JO276 岩田　恵子 『チャンピオン／アリス』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
263 ASKS-JO277 岩田　恵子 『チャンピオン／アリス』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300



新サイトはこちらをクリック⇒　https://asks.shop/

商品コード 作曲（編曲）者 作品名 編成 PDF価格 製本版価格

264 ASKS-JO278 岩田　恵子 『チャンピオン／アリス』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
265 ASKS-JO279 岩田　恵子 『チャンピオン／アリス』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
266 ASKS-JO280 岩田　恵子 『チャンピオン／アリス』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
267 ASKS-JO281 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
268 ASKS-JO282 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
269 ASKS-JO283 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
270 ASKS-JO284 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
271 ASKS-JO285 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
272 ASKS-JO286 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
273 ASKS-JO287 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
274 ASKS-JO288 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
275 ASKS-JO289 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
276 ASKS-JO290 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
277 ASKS-JO291 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

278 ASKS-JO292 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
279 ASKS-JO293 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
280 ASKS-JO294 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
281 ASKS-JO295 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
282 ASKS-JO296 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
283 ASKS-JO297 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
284 ASKS-JO298 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
285 ASKS-JO299 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
286 ASKS-JO300 長野　雄行 『いとしのエリー／サザンオールスターズ』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
287 ASKS-JO301 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
288 ASKS-JO302 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
289 ASKS-JO303 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
290 ASKS-JO304 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
291 ASKS-JO305 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
292 ASKS-JO306 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
293 ASKS-JO307 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
294 ASKS-JO308 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
295 ASKS-JO309 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
296 ASKS-JO310 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
297 ASKS-JO311 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

298 ASKS-JO312 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
299 ASKS-JO313 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
300 ASKS-JO314 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
301 ASKS-JO315 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
302 ASKS-JO316 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
303 ASKS-JO317 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
304 ASKS-JO318 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
305 ASKS-JO319 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
306 ASKS-JO320 山岸　和正 『ガンダーラ／ゴダイゴ』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
307 ASKS-JO321 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
308 ASKS-JO322 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
309 ASKS-JO323 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
310 ASKS-JO324 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,300
311 ASKS-JO325 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
312 ASKS-JO326 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
313 ASKS-JO327 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
314 ASKS-JO328 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
315 ASKS-JO329 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
316 ASKS-JO330 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
317 ASKS-JO331 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

318 ASKS-JO332 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
319 ASKS-JO333 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
320 ASKS-JO334 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
321 ASKS-JO335 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
322 ASKS-JO336 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
323 ASKS-JO337 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
324 ASKS-JO338 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
325 ASKS-JO339 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
326 ASKS-JO340 侘美　秀俊 『大都会／クリスタルキング』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300
327 ASKS-JO341 津崎　知之 『駅／竹内まりや』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
328 ASKS-JO342 津崎　知之 『駅／竹内まりや』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
329 ASKS-JO343 津崎　知之 『駅／竹内まりや』サキソフォン四重奏S・A・T・B Sax4 ¥2,500 ¥3,300
330 ASKS-JO344 津崎　知之 『駅／竹内まりや』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
331 ASKS-JO345 津崎　知之 『駅／竹内まりや』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
332 ASKS-JO346 津崎　知之 『駅／竹内まりや』弦楽四重奏 弦楽４ ¥2,500 ¥3,300
333 ASKS-JO347 津崎　知之 『駅／竹内まりや』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
334 ASKS-JO348 津崎　知之 『駅／竹内まりや』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
335 ASKS-JO349 津崎　知之 『駅／竹内まりや』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,300

336 ASKS-JO350 津崎　知之 『駅／竹内まりや』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,300
337 ASKS-JO351 津崎　知之 『駅／竹内まりや』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,300
338 ASKS-JO352 津崎　知之 『駅／竹内まりや』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,300
339 ASKS-JO353 津崎　知之 『駅／竹内まりや』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,300
340 ASKS-JO354 津崎　知之 『駅／竹内まりや』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
341 ASKS-JO355 津崎　知之 『駅／竹内まりや』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,300
342 ASKS-JO356 津崎　知之 『駅／竹内まりや』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,300
343 ASKS-JO357 津崎　知之 『駅／竹内まりや』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,300
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344 ASKS-JO358 津崎　知之 『駅／竹内まりや』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,300

345 ASKS-PSSP01 高橋　宏樹 「おぼろ月夜」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

346 ASKS-PSSP02 侘美　秀俊 「朦 朧 月 夜」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

347 ASKS-PSSP03 長野　雄行 「Access to Blooming "OBORO-TSUKIYO"」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

348 ASKS-PSSP04 津崎　知之 「架空の人物 朧月夜」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

349 ASKS-PSSP05 山口  景子 「ちょっと大人な日本のうた ～春～ 朧月夜」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

350 ASKS-PSSP06 山岸　和正 「朧月夜」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

351 ASKS-PSSP07 今村　愛紀 「おぼろづきよ」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

352 ASKS-PSSP08 西村  いづみ 「おぼろ月夜」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

353 ASKS-PSSP09 加藤  新平 「朧月夜幻想曲」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

354 ASKS-PSSP10 仮屋  賢一 「Variations on Misty Moon」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

355 ASKS-PSSP11 福田  洋介 「朧月夜　Project Seasons」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

356 ASKS-PSSP12 庄司  燦 「朧月夜」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

357 ASKS-PSSP13 川北　栄樹
「「仲の悪いバンドの為の四季の小品集」第３番≪朧月夜vs.春が○たvs.は○vs.「四季」より○」 ぷろじぇくとしーずんず・
春

フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

358 ASKS-PSSP14 村上　雄亮 「朧月夜」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

359 ASKS-PSSP15 大森  愛弓 「＜朧月夜＞変わりゆくふるさとへ」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

360 ASKS-PSSP16 竹藤  敏 「朧月夜"Oborozukiyo" for Convertible Ensemble」 ぷろじぇくとしーずんず・春
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

361 ASKS-PSSU01 高橋　宏樹 「夏は来ぬ」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

362 ASKS-PSSU02 侘美　秀俊 「Natsu wa qui nu!」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

363 ASKS-PSSU03 長野　雄行 「Dance in order "NATSUHA-KINU"」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

364 ASKS-PSSU04 津崎　知之 「夏は来ぬ "Hommage"」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

365 ASKS-PSSU05 山口  景子 「ちょっと大人な日本のうた ～夏～ 夏は来ぬ」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

366 ASKS-PSSU06 山岸　和正 「夏は来ぬ ～Der Sommer ist da～」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

367 ASKS-PSSU07 今村　愛紀 「なつはきぬ」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

368 ASKS-PSSU08 西村  いづみ 「夏は来ぬ　コンバーチブルアンサンブルのための」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

369 ASKS-PSSU09 加藤  新平 「夏は来ぬ」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

370 ASKS-PSSU10 仮屋  賢一 「Search for Summer」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

371 ASKS-PSSU11 福田  洋介 「夏は来ぬ　Project Seasons」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

372 ASKS-PSSU12 庄司  燦 「夏は来ぬ」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

373 ASKS-PSSU13 川北　栄樹
「仲の悪いバンドの為の四季の小品集」第４番≪夏は来ぬvs.た○ばたさまvs.う○vs.「四季」より○vs.東京○頭 ぷろじぇ
くとしーずんず・夏

フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

374 ASKS-PSSU14 村上　雄亮 「こどもたちの夏」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

375 ASKS-PSSU15 大森  愛弓 「＜夏は来ぬ＞爽やかな風とともに」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

376 ASKS-PSSU16 竹藤  敏 「夏は来ぬ"Natsu wa Kinu" for Convertible Ensemble」 ぷろじぇくとしーずんず・夏
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

377 ASKS-PSAU01 高橋　宏樹 「紅葉」 ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

378 ASKS-PSAU02 侘美　秀俊 「黄葉仙境 もみじ」 ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

379 ASKS-PSAU03 長野　雄行 「Side to Side MOMIJI」   ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

380 ASKS-PSAU04 津崎　知之 「A ray of autumn light, warming Momizi-paved street」  ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

381 ASKS-PSAU05 山口  景子 「ちょっと大人な日本のうた ～秋～ 紅葉」 ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

382 ASKS-PSAU06 山岸　和正 「紅葉」 ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

383 ASKS-PSAU07 今村　愛紀 「もみぢ」 ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

384 ASKS-PSAU08 西村  いづみ 「もみじ コンバーチブルアンサンブルのための」 ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

385 ASKS-PSAU09 加藤  新平 「もみじ」 ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

386 ASKS-PSAU10 仮屋  賢一 「Waltz for Autumn Leaves」   ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

387 ASKS-PSAU11 福田  洋介 「もみじ Project Seasons」 ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

388 ASKS-PSAU12 庄司  燦 「紅葉」 ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

389 ASKS-PSAU13 川北　栄樹 「仲の悪いバンドの為の四季の小品集  第１番_もみじ vs. ○○の子」  ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

390 ASKS-PSAU14 村上　雄亮 「もみじ1930」 ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

391 ASKS-PSAU15 大森  愛弓 「あの山の紅葉 日本の心の歌と情景」 ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

392 ASKS-PSAU16 竹藤  敏 「もみじ Momiji for Convertible Ensemble」ぷろじぇくとしーずんず・秋
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

393 ASKS-PSWI01 高橋　宏樹 「雪」 ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

394 ASKS-PSWI02 侘美　秀俊 「雪 も み じ」 ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

395 ASKS-PSWI03 長野　雄行 「Shift to Next "Yuki"」   ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

396 ASKS-PSWI04 津崎　知之 「Snow Shop 'Cong Cong'」  ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

397 ASKS-PSWI05 山口  景子 「ちょっと大人な日本のうた ～冬～ 雪」 ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

398 ASKS-PSWI06 山岸　和正 「雪」"La neve" del barocco ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

399 ASKS-PSWI07 今村　愛紀 「ゆきやこんこ」 ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

400 ASKS-PSWI08 西村  いづみ 「Snow and Stripes Forever」ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

401 ASKS-PSWI09 加藤  新平 「雪」 ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

402 ASKS-PSWI10 仮屋  賢一 「March for Winter Snow」   ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

403 ASKS-PSWI11 福田  洋介 「ゆき Project Seasons」 ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

404 ASKS-PSWI12 庄司  燦 「ゆき」 ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

405 ASKS-PSWI13 川北　栄樹
「仲の悪いバンドの為の四季の小品集」第２番≪雪vs.おしょ○がつvs.第○≫
ぷろじぇくとしーずんず・冬

フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

406 ASKS-PSWI14 村上　雄亮 「Gone with the Snow for December」 ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

407 ASKS-PSWI15 大森  愛弓 「待ちに待った<雪> 日本の心の歌と情景」 ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

408 ASKS-PSWI16 竹藤  敏 「雪 Yuki for Convertible Ensemble」ぷろじぇくとしーずんず・冬
フレキシブル5～中
編成 ¥2,000 ¥2,500

409 ASKS-PSXM01 高橋　宏樹 「御使いうたいて（グリーンスリーブス）」 ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編
フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,500

410 ASKS-PSXM02 侘美　秀俊 「Amazing Grace」 ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編
フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,400

411 ASKS-PSXM03 長野　雄行 「聖なる冬がやってくる～きよしこの夜・ジングルベル」   ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編
フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,800

412 ASKS-PSXM04 津崎　知之 「Jingle Bells」  ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編
フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,900

413 ASKS-PSXM05 山口  景子
「ちょっと大人なクリスマス～クリスマス・キャロル・メ ド レ ー」 
ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編

フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,500

414 ASKS-PSXM06 山岸　和正
「Christmas medley」 神の御子は今宵しも～荒野の果てに～ああベツレヘムよ～もろびとこぞりて
ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編

フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,800

415 ASKS-PSXM07 今村　愛紀 「クリスマスキャロルをひとつまみずつ」 ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編
フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,800

416 ASKS-PSXM08 加藤  新平 「クリスマス・メドレー」 ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編
フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,900

417 ASKS-PSXM09 仮屋  賢一 「Merry Xmas at Home」   ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編
フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,500

418 ASKS-PSXM10 福田  洋介 「Xmas Carol Medley Project Seasons」 ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編
フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,800

419 ASKS-PSXM11 川北　栄樹
「仲の悪いバンドの為の四季の小品集」第５番≪バトルロイヤル・ホーリーナイト≫ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特
別編

フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,800

【ぷろじぇくとしーずんず】～17人の作家による同元曲、同編成のアレンジシリーズ～（コンバーチブルアンサンブル  任意の楽器で５パート）
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420 ASKS-PSXM12 村上　雄亮
「スタンダード・クリスマス」 
ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編

フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,500

421 ASKS-PSXM13 堀田　星司 「O Holly Night」ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編
フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,800

422 ASKS-PSXM14 柳川　瑞季 「あら野の果てに」 ぷろじぇくとしーずんず・クリスマス特別編
フレキシブル5～中
編成 ¥2,500 ¥3,800

423 ASKS-TW01 福田  洋介 『ラプソディI - はるかなる道』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥10,000 ¥11,800
424 ASKS-TW02 福田  洋介 『ラプソディIX - 薫 』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥10,000 ¥11,900
425 ASKS-TW03 福田  洋介 『森に棲む月』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥10,000 ¥11,800
426 ASKS-TW04 福田  洋介 『さくらシンフォニア』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥10,000 ¥11,800
427 ASKS-TW05 福田  洋介 『風葉伝』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥10,000 ¥11,700
428 ASKS-TW06 高橋　宏樹 『勇気のトビラ』2014年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥4,800 ¥6,200
429 ASKS-TW07 高橋　宏樹 『オーディナリー・マーチ』2010年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥4,800 ¥6,200
430 ASKS-TW08 山本　雅一 『スペインの市場で』2016年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥4,800 ¥6,500
431 ASKS-TW09 松岡　浩介 極小編成吹奏楽のための『金管五重奏曲 第三番 抜粋』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥6,500 ¥9,100
432 ASKS-TW10 藤代　敏裕 『カルボニック・ワルツ ～ ミニウインドアンサンブルのための』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥8,000 ¥9,700
433 ASKS-TW11 福田  洋介 『龍昇り、桜舞う- 吹奏楽のためのファンタジア』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥12,000 ¥13,800

434 ASKS-WE01 TAKA 『男の勲章』 吹奏楽 ¥7,000 ¥9,400
435 ASKS-WE02 TAKA ステキな日曜日～Gyu Gyu グッデイ!～　吹奏楽版　原調 吹奏楽 ¥7,000 ¥9,400
436 ASKS-WE03 TAKA ステキな日曜日～Gyu Gyu グッデイ!～　吹奏楽版　inC 吹奏楽 ¥6,000 ¥8,100
437 ASKS-WE04 TAKA 上を向いて歩こう～RCサクセションver.～ 吹奏楽 ¥10,500 ¥12,860
438 ASKS-WE13 新徳　盛史 祝典序曲 吹奏楽 ¥9,900 ¥11,790
439 ASKS-WE39 TAKA You Give Love A Bad Name 吹奏楽 ¥7,000 ¥9,200
440 ASKS-WE44 高橋　宏樹 宝島 吹奏楽 ¥5,300 ¥7,430
441 ASKS-WE45 高橋　宏樹 リベルタンゴ 吹奏楽 ¥5,300 ¥7,490
442 ASKS-WE46 TAKA ＴＡＮＫ！ 吹奏楽 ¥9,500 ¥11,940
443 ASKS-WE48 侘美　秀俊 Ricercare リチェルカーレ 吹奏楽 ¥19,700 ¥23,580
444 ASKS-WE53 久保　太郎 雨だれの前奏曲 吹奏楽 ¥10,300 ¥12,420
445 ASKS-WE54 久保　太郎 フニクリ フニクラ（Funiculì funiculà） 吹奏楽 ¥4,700 ¥7,020
446 ASKS-WE57 TAKA MONKEY MAGIC 吹奏楽 ¥7,000 ¥9,100
447 ASKS-WE58 TAKA ヘヴィー・ローテーション（AKB48）カラオケ吹奏楽 吹奏楽 ¥5,800 ¥8,270
448 ASKS-WE59 TAKA MY HAREM（サラ・ブライトマン） 吹奏楽 ¥5,300 ¥7,730
449 ASKS-WE60 山口  景子 マーチ「エール！」 ～ March “Yell !”～（第22回朝日作曲賞（吹奏楽部門）、最終選考ノミネート曲） 吹奏楽 ¥5,300 ¥7,600
450 ASKS-WE64 TAKA GIVE ME FIVE!（AKB48）カラオケ吹奏楽 吹奏楽 ¥5,800 ¥8,300
451 ASKS-WE65 福見　吉朗 行進曲「新緑のかがやきの中で」 吹奏楽 ¥5,300 ¥7,740
452 ASKS-WE66 福見　吉朗 しおかぜのマーチ 吹奏楽 ¥5,300 ¥7,610
453 ASKS-WE72 平原　伸也 Gabriel's Oboe (Euph.Solowith Band) 吹奏楽 ¥6,000 ¥7,810
454 ASKS-WE73 平原　伸也 Gabriel's Oboe(Ob. or Fl. or S.Sax.solo with Band) 吹奏楽 ¥6,000 ¥7,810
455 ASKS-WE74 平原　伸也 Stand Alone　カラオケ吹奏楽譜 吹奏楽 ¥4,500 ¥6,390
456 ASKS-WE75 平原　伸也 Yell（いきものがかり）　カラオケ吹奏楽譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,980
457 ASKS-WE76 平原　伸也 『NHK連続テレビ小説「あまちゃん」のテーマ』　カラオケ吹奏楽譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,880
458 ASKS-WE77 平原　伸也 潮騒のメモリー　カラオケ吹奏楽譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,920
459 ASKS-WE78 平原　伸也 瑠璃色の地球（松田聖子）　カラオケ吹奏楽譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,950
460 ASKS-WE79 平原　伸也 NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」オープニングテーマ『雨のち晴レルヤ』カラオケ吹奏楽譜 吹奏楽 ¥5,500 ¥7,720
461 ASKS-WE80 侘美　秀俊 サッポロ・パラフレーズ 吹奏楽 ¥4,800 ¥6,670
462 ASKS-WE82 TAKA いい日旅立ち カラオケ吹奏楽 吹奏楽 ¥5,800 ¥8,400
463 ASKS-WE83 TAKA 銭形平次 カラオケ吹奏楽 吹奏楽 ¥5,800 ¥8,200
464 ASKS-WE84 侘美　秀俊 『NHK連続テレビ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』』吹奏楽小・中編成譜 吹奏楽 ¥5,700 ¥7,760
465 ASKS-WE85 高橋　宏樹 「アルメニアンダンスパートI」吹奏楽小編成 吹奏楽 ¥9,800 ¥12,800
466 ASKS-WE87 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』吹奏楽小・中編成譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,750
467 ASKS-WE88 今村　愛紀 あったかいんだからぁ♪吹奏楽 吹奏楽 ¥3,000 ¥4,550
468 ASKS-WE89 今村　愛紀 「ニュー・シネマ・パラダイス」より 〜ソロ・アルトサクソフォーンと吹奏楽のための 吹奏楽 ¥6,000 ¥7,710
469 ASKS-WE90 岩田　学 叙情的組曲 Ⅰ楽章「淡い風の吹く部屋」 吹奏楽 ¥8,000 ¥9,550
470 ASKS-WE91 岩田　学 叙情的組曲　Ⅱ楽章「夕映え」 吹奏楽 ¥8,000 ¥9,570
471 ASKS-WE92 岩田　学 叙情的組曲　Ⅲ楽章「夏雲のゆくえ」 吹奏楽 ¥8,000 ¥9,840
472 ASKS-WE93 岩田　学 叙情的組曲 全楽章セット 吹奏楽 ¥22,000 ¥24,540
473 ASKS-WE94 山口  景子 『NHK大河ドラマ「独眼竜政宗」テーマ音楽』吹奏楽小・中編成譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,710
474 ASKS-WE95 今村　愛紀 冬を越え、花は美しく 吹奏楽 ¥6,000 ¥7,630
475 ASKS-WE98 今村　愛紀 アニメ「響け♪ユーフォニアム」オープニングテーマ『Dream Solister』 吹奏楽 ¥3,500 ¥5,900
476 ASKS-WE99 TAKA 天城越え カラオケ吹奏楽 吹奏楽 ¥5,800 ¥8,100
477 ASKS-WE100 三國　浩平 マーチ「シャッフル！」 吹奏楽 ¥8,000 ¥10,300
478 ASKS-WE101 高橋　宏樹 高輪台ファンファーレ 吹奏楽 ¥2,000 ¥3,570
479 ASKS-WE102 三國  浩平 Cinema Nostalgia（「金曜ロードショー」オープニング） 吹奏楽 ¥2,000 ¥3,820
480 ASKS-WE103 TAKA Detroit Rock City（KISS） 吹奏楽 ¥9,500 ¥11,750
481 ASKS-WE105 高橋　宏樹 Dream Times 吹奏楽版 吹奏楽 ¥7,500 ¥9,750
482 ASKS-WE106 侘美　秀俊 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』吹奏楽小・中編成譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,700
483 ASKS-WE107 高橋　宏樹 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』吹奏楽小・中編成譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,300
484 ASKS-WE108 TAKA Down Town（山下達郎） 吹奏楽 ¥7,000 ¥9,200
485 ASKS-WE109 侘美　秀俊 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』吹奏楽小・中編成譜 吹奏楽 ¥5,700 ¥7,100
486 ASKS-WE111 今村　愛紀 アニメ「響け♪ユーフォニアム２」オープニングテーマ『サウンドスケープ』吹奏楽小・中編成譜　原調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
487 ASKS-WE112 今村　愛紀 アニメ「響け♪ユーフォニアム２」オープニングテーマ『サウンドスケープ』吹奏楽小・中編成譜　移調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
488 ASKS-WE113 和田　直也 『PPAP ペンパイナッポーアッポーペン』吹奏楽小・中編成譜 吹奏楽 ¥1,500 ¥2,000
489 ASKS-WE114 TAKA 「あがき/スペクトラム」 吹奏楽 ¥9,500 ¥11,400
490 ASKS-WE115 長野　雄行 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』吹奏楽小・中編成譜　原調版 吹奏楽 ¥3,600 ¥5,500
491 ASKS-WE116 長野　雄行 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』吹奏楽小・中編成譜　移調版 吹奏楽 ¥3,600 ¥5,500
492 ASKS-WE117 侘美　秀俊 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』吹奏楽小・中編成譜 吹奏楽 ¥5,700 ¥7,400
493 ASKS-WE118 高橋　宏樹 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』吹奏楽小・中編成譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,600
494 ASKS-WE119 平原　伸也 「15人で演奏できる喜歌劇「軽騎兵」序曲」吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥5,300
495 ASKS-WE120 平原　伸也 「30人で演奏できる喜歌劇「軽騎兵」序曲」吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥4,500 ¥6,400
496 ASKS-WE121 高橋　宏樹 『Camarada』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥6,000 ¥8,900

【12-pieces Winds～12名から演奏できる吹奏楽作品】Fl,Cl×2,A.Sax,T.Sax,Tp,Hrn,Tb,Eu,Tu,Per

【吹奏楽譜】
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497 ASKS-WE122 高橋　宏樹 『幸せのリズム』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,800 ¥4,800
498 ASKS-WE123 今村　愛紀 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』吹奏楽小・中編成譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,500
499 ASKS-WE124 福田  洋介 バレエ組曲「くるみ割り人形」作品71a　全曲版　吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥35,000 ¥45,000
500 ASKS-WE125 福田  洋介 第1曲 「小序曲」(Ouverture miniature)吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥8,000 ¥9,400
501 ASKS-WE126 福田  洋介 第2曲 「行進曲」 (Marche)吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,500
502 ASKS-WE127 福田  洋介 第3曲 「金平糖の精の踊り」 (Danse de la Fee Dragee)吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
503 ASKS-WE128 福田  洋介 第4曲 「ロシアの踊り」（トレパック） (Danse russe (Trepak))吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥7,500 ¥8,700
504 ASKS-WE129 福田  洋介 第5曲 「アラビアの踊り」 (Danse arabe)吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,000
505 ASKS-WE130 福田  洋介 第6曲 「中国の踊り」  (Danse chinoise)吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥2,300 ¥3,300
506 ASKS-WE131 福田  洋介 第7曲 「葦笛の踊り」  (Danse des mirlitons)吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥4,600 ¥5,600
507 ASKS-WE132 福田  洋介 第8曲 「花のワルツ」 (Valse des fleurs)吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥9,500 ¥12,300
508 ASKS-WE133 高橋　宏樹 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』吹奏楽小・中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥7,400
509 ASKS-WE134 塩野　一毅 「パッヘルベルのカノン」吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥5,800 ¥7,000
510 ASKS-WE164 岩田　恵子 『マーチ 海と空と砂浜と』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥5,800
511 ASKS-WE167 岩田　恵子 『ドラマ「BG～身辺警護人～」メインテーマ』吹奏楽小編成 吹奏楽 ¥3,000 ¥4,400
512 ASKS-WE168 TAKA 「Song/スペクトラム」 吹奏楽 ¥9,500 ¥10,900
513 ASKS-WE169 TAKA 「Unforgettable」 吹奏楽 ¥8,500 ¥9,700
514 ASKS-WE170 鈴木　章斗 吹奏楽のための『時の鐘』 吹奏楽 ¥9,000 ¥10,800
515 ASKS-WE171 鈴木　章斗 Escape through the Midnight 吹奏楽 ¥7,000 ¥9,100
516 ASKS-WE172 川北　栄樹  『ザ・ヒットパレード～宮川泰作品集』～Ｇ１ファンファーレ(京都・阪神競馬場)～ズームイン!!朝!～ゲバゲバ90分～ふたりの吹奏楽 ¥8,000 ¥10,700
517 ASKS-WE173 山岸　和正 超時空要塞マクロスオープニングテーマ「マクロス」 吹奏楽 ¥6,500 ¥8,200
518 ASKS-WE175 津崎　知之 ルパン三世のテーマ80 2005ver. 吹奏楽 ¥4,000 ¥7,100
519 ASKS-WE176 津崎　知之 ルパン三世 カリオストロの城主題歌「炎のたからもの」 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,600
520 ASKS-WE177 巽　俊裕 マーチ「輝きの街へ」 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
521 ASKS-WE178 岩田　恵子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,600
522 ASKS-WE179 侘美　秀俊 The Last Resort＜最後の砦＞吹奏楽中・大編成版 吹奏楽 ¥28,000 ¥32,400
523 ASKS-WE180 岩田　恵子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,100
524 ASKS-WE182 GT-K 『Cat ｌife』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥6,500 ¥7,500
525 ASKS-WE183 鈴木　章斗 『HOT LIMIT／T.M.Revolution』吹奏楽譜 原調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,700
526 ASKS-WE184 鈴木　章斗 『HOT LIMIT／T.M.Revolution』吹奏楽譜 移調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,700
527 ASKS-WE185 鈴木　章斗 『リズと青い鳥より 第三楽章「愛ゆえの決断」』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥6,000 ¥7,100
528 ASKS-WE186 高橋　宏樹 Falco Pellegrino 吹奏楽伴奏版 吹奏楽 ¥6,500 ¥8,300
529 ASKS-WE187 岩田　恵子 『米吉囃子（よねきちばやし）の主題による幻想曲」〜吹奏楽のための〜』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥5,800 ¥7,800
530 ASKS-WE188 岩田　恵子 『行進曲 漁⽕のみち』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥5,800 ¥7,800
531 ASKS-WE189 岩田　恵子 『遺跡の記憶』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥5,800 ¥7,100
532 ASKS-WE190 山岸　和正 カリキュラマシーンのテーマ 吹奏楽 ¥2,500 ¥3,500
533 ASKS-WE191 岩田　恵子 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,100
534 ASKS-WE192 西村  いづみ 『ケボーン！リュウソウジャー』～「騎士竜戦隊リュウソウジャー」ED　吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,000 ¥4,100
535 ASKS-WE193 山本　雅一 「スペインの市場で」2016年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 吹奏楽 ¥9,800 ¥12,000
536 ASKS-WE194 岩田　恵子 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,600
537 ASKS-WE195 松岡　浩介 弦楽合奏とピアノ・オブリガートのための合奏協奏曲 第1番（1楽章、3楽章抜粋） 吹奏楽 ¥7,800 ¥10,700
538 ASKS-WE196 高橋　宏樹 『夢を勝ち取ろう』～「プロゴルファー猿」OP　吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,000 ¥4,300
539 ASKS-WE197 高橋　宏樹 『忍者ハットリくん』　吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,000 ¥4,300
540 ASKS-WE198 山本　雅一 「Play of seeds」吹奏楽譜 吹奏楽 ¥9,000 ¥12,000
541 ASKS-WE199 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥5,000
542 ASKS-WE200 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥6,000 ¥8,000
543 ASKS-WE201 米山　邦宏 『舟唄／八代亜紀』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,700
544 ASKS-WE202 米山　邦宏 『長崎は今日も雨だった／内山田洋とクールファイブ』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,600
545 ASKS-WE203 米山　邦宏 『愛人／テレサテン』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
546 ASKS-WE204 米山　邦宏 『津軽のふるさと／美空ひばり』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
547 ASKS-WE205 米山　邦宏 『大江戸捜査網のテーマ』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
548 ASKS-WE206 米山　邦宏 ドラマ「コンフィデンスマンJPテーマ『We Are Confidence Man』」吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
549 ASKS-WE207 長野　雄行 吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」2010年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 吹奏楽 ¥9,800 ¥11,800
550 ASKS-WE208 米山　邦宏 『真っ赤な太陽／美空ひばり』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
551 ASKS-WE209 米山　邦宏 『つぐない／テレサテン』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
552 ASKS-WE210 米山　邦宏 『さそり座の女／美川憲一』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
553 ASKS-WE211 米山　邦宏 『魅せられて／ジュディオング』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
554 ASKS-WE212 米山　邦宏 「宇宙戦艦ヤマト」セレクション 吹奏楽 ¥9,000 ¥14,000
555 ASKS-WE213 岩田　恵子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,800
556 ASKS-WE214 福田  洋介 『GUTS！／嵐』原調版　吹奏楽譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥6,000
557 ASKS-WE215 福田  洋介 『GUTS！／嵐』移調版　吹奏楽譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥6,000
558 ASKS-WE216 福田  洋介 『感謝カンゲキ雨嵐／嵐』原調版　吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥5,400
559 ASKS-WE217 福田  洋介 『感謝カンゲキ雨嵐／嵐』移調版　吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥5,400
560 ASKS-WE218 福田  洋介 『ふるさと／嵐』原調版　吹奏楽譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,800
561 ASKS-WE219 米山　邦宏 『Diamonds／プリンセス・プリンセス』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
562 ASKS-WE220 米山　邦宏 「となりのトトロ」セレクション 吹奏楽 ¥8,000 ¥10,800
563 ASKS-WE221 米山　邦宏 『マリオネットの葬送行進曲』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,400
564 ASKS-WE222 米山　邦宏 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』吹奏楽中編成原調版 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
565 ASKS-WE223 米山　邦宏 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』吹奏楽中編成移調版 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
566 ASKS-WE224 米山　邦宏 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』吹奏楽小編成原調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,900
567 ASKS-WE225 米山　邦宏 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』吹奏楽小編成移調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,900
568 ASKS-WE226 米山　邦宏 『「鬼滅の刃」オープニングテーマ『紅蓮華』』吹奏楽中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥7,000
569 ASKS-WE227 米山　邦宏 『「鬼滅の刃」オープニングテーマ『紅蓮華』』吹奏楽小編成 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,900
570 ASKS-WE228 米山　邦宏 「鬼滅の刃」劇中歌『竈門炭治郎のうた』吹奏楽中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,800
571 ASKS-WE229 米山　邦宏 「鬼滅の刃」劇中歌『竈門炭治郎のうた』吹奏楽小編成 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,900
572 ASKS-WE230 山岸　和正 「チコちゃんに叱られる！」 チコちゃんのデビュー曲 『叱られたい！』TVバージョン 吹奏楽 ¥2,500 ¥3,700
573 ASKS-WE231 米山　邦宏 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』吹奏楽譜中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,600
574 ASKS-WE232 米山　邦宏 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』吹奏楽譜小編成 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,700
575 ASKS-WE233 川端　結 『LOVEマシーン／モーニング娘。』吹奏楽大編成原調版 吹奏楽 ¥5,500 ¥7,600
576 ASKS-WE234 川端　結 『LOVEマシーン／モーニング娘。』吹奏楽大編成移調版 吹奏楽 ¥5,500 ¥7,600
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577 ASKS-WE235 米山　邦宏 『お祭りマンボ／美空ひばり』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
578 ASKS-WE236 米山　邦宏 『車屋さん／美空ひばり』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
579 ASKS-WE237 米山　邦宏 『ジェルソミーナの歩いた道／テレサ・テン』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
580 ASKS-WE238 米山　邦宏 『空港／テレサ・テン』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
581 ASKS-WE239 米山　邦宏 『JIN～仁～のテーマ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥5,000
582 ASKS-WE240 米山　邦宏 『JIN～仁～のテーマ』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
583 ASKS-WE241 米山　邦宏 『能登半島／石川さゆり』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,600
584 ASKS-WE242 米山　邦宏 『みだれ髪／美空ひばり』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
585 ASKS-WE243 米山　邦宏 『あの鐘を鳴らすのはあなた／和田アキ子』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,200
586 ASKS-WE244 米山　邦宏 『あの鐘を鳴らすのはあなた／和田アキ子』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
587 ASKS-WE245 山岸　和正 「チコちゃんに叱られる！」 チコちゃんのデビュー曲 『叱られたい！』フルバージョン 吹奏楽 ¥3,500 ¥5,600
588 ASKS-WE246 米山　邦宏 『恋の季節／ピンキーとキラーズ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
589 ASKS-WE247 川端　結 『JOY！！／SMAP』吹奏楽中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,900
590 ASKS-WE248 岩渕　陽介 サイボーグ009オープニングテーマ「誰がために」吹奏楽中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,400
591 ASKS-WE249 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥6,000 ¥7,500
592 ASKS-WE250 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,400
593 ASKS-WE251 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
594 ASKS-WE252 岩渕　陽介 『ハルジオン／YOASOBI』吹奏楽中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥7,100
595 ASKS-WE253 岩渕　陽介 『魂のルフラン』吹奏楽中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,600
596 ASKS-WE254 米山　邦宏 『時の流れに身をまかせ／テレサ・テン』吹奏楽譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
597 ASKS-WE255 岩渕　陽介 『神のまにまに』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥7,100
598 ASKS-WE256 米山　邦宏 『ウイスキーが、お好きでしょ／石川さゆり』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥4,500 ¥5,700
599 ASKS-WE257 米山　邦宏 『世界に一つだけの花／SMAP』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
600 ASKS-WE258 米山　邦宏 『世界に一つだけの花／SMAP』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
601 ASKS-WE259 米山　邦宏 『歌は我が命／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
602 ASKS-WE260 米山　邦宏 『イヨマンテの夜／伊藤久男』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
603 ASKS-WE261 米山　邦宏 『長崎の鐘／藤山一郎』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,700
604 ASKS-WE262 米山　邦宏 『港町十三番地／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
605 ASKS-WE263 米山　邦宏 『悲しい酒／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,700
606 ASKS-WE264 米山　邦宏 『関東春雨笠／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
607 ASKS-WE265 侘美　秀俊 『春の猟犬』吹奏楽小編成 吹奏楽 ¥9,800 ¥12,500
608 ASKS-WE266 米山　邦宏 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』吹奏楽譜中編成原調版 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
609 ASKS-WE267 米山　邦宏 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』吹奏楽譜中編成移調版 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
610 ASKS-WE268 米山　邦宏 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』吹奏楽譜小編成原調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
611 ASKS-WE269 米山　邦宏 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』吹奏楽譜小編成移調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
612 ASKS-WE270 山岸　和正 『テルーの唄』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥4,000 ¥5,500
613 ASKS-WE271 米山　邦宏 『サイボーグ００９初代主題歌「赤いマフラー」』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
614 ASKS-WE272 米山　邦宏 『ひみつのアッコちゃん』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
615 ASKS-WE273 米山　邦宏 『魔法使いサリー』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,600
616 ASKS-WE274 米山　邦宏 『キューティーハニー』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
617 ASKS-WE275 米山　邦宏 『大岡越前のテーマ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
618 ASKS-WE276 米山　邦宏 『鉄腕アトム主題歌』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,600
619 ASKS-WE277 米山　邦宏 『愛燦燦／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,600
620 ASKS-WE278 米山　邦宏 『ロックリバーへ／あらいぐまラスカル』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
621 ASKS-WE279 米山　邦宏 『SMILE ～晴れ渡る空のように～／桑田佳祐』吹奏楽譜中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,600
622 ASKS-WE280 米山　邦宏 『SMILE ～晴れ渡る空のように～／桑田佳祐』吹奏楽譜小編成 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
623 ASKS-WE281 米山　邦宏 『カイト／嵐』吹奏楽譜中編成原調版 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
624 ASKS-WE282 米山　邦宏 『カイト／嵐』吹奏楽譜中編成移調版 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
625 ASKS-WE283 米山　邦宏 『カイト／嵐』吹奏楽譜小編成原調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
626 ASKS-WE284 米山　邦宏 『カイト／嵐』吹奏楽譜小編成移調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
627 ASKS-WE285 米山　邦宏 『川の流れのように／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
628 ASKS-WE286 米山　邦宏 『リンゴ追分／美空ひばり』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,600
629 ASKS-WE287 米山　邦宏 『そして、神戸／内山田洋とクールファイブ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
630 ASKS-WE288 米山　邦宏 『花笠道中／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
631 ASKS-WE289 米山　邦宏 『日和下駄／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
632 ASKS-WE290 米山　邦宏 『長崎の蝶々さん／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
633 ASKS-WE291 米山　邦宏 『ウイスキーが、お好きでしょ／石川さゆり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,000 ¥4,000
634 ASKS-WE292 下里　博之 行進曲「希望を運ぶ風」 吹奏楽 ¥6,000 ¥7,900
635 ASKS-WE293 米山　邦宏 『「鬼滅の刃～無限列車編」オープニングテーマ『明け星』』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
636 ASKS-WE294 米山　邦宏 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』吹奏楽譜中編成原調版 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
637 ASKS-WE295 米山　邦宏 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』吹奏楽譜中編成移調版 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
638 ASKS-WE296 米山　邦宏 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』吹奏楽譜小編成原調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,700
639 ASKS-WE297 米山　邦宏 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』吹奏楽譜小編成移調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,700
640 ASKS-WE298 下里 博之 『「ルーマニア民族舞曲」 管楽器による室内楽』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,000
641 ASKS-WE299 下里 博之 『天翔るファンファーレ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,000 ¥3,900
642 ASKS-WE300 米山　邦宏 『「鬼滅の刃～遊郭編」オープニングテーマ『残響散歌』』吹奏楽中編成原調版 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,600
643 ASKS-WE301 米山　邦宏 『「鬼滅の刃～遊郭編」オープニングテーマ『残響散歌』』吹奏楽中編成移調版 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,600
644 ASKS-WE302 山岸　和正 「チコちゃんに叱られる！」 エンディングテーマ『江戸川慕情』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,900
645 ASKS-WE303 山岸　和正 「チコちゃんに叱られる！」 三部作！吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥7,000 ¥10,500
646 ASKS-WE304 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥6,000 ¥8,000
647 ASKS-WE305 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,800
648 ASKS-WE306 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,700
649 ASKS-WE307 小助川謙二 『交響的舞曲より第2楽章／ラフマニノフ』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥12,000 ¥14,700
650 ASKS-WE308 米山　邦宏 『小さな水溜まり／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
651 ASKS-WE309 米山　邦宏 『ロカビリー剣法／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
652 ASKS-WE310 米山　邦宏 『大川流し／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
653 ASKS-WE311 米山　邦宏 『バイバイビギン／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
654 ASKS-WE312 米山　邦宏 『ひばりのチャチャチャ／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
655 ASKS-WE313 米山　邦宏 『父に捧ぐる唄／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
656 ASKS-WE314 米山　邦宏 『北の宿から／都はるみ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
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657 ASKS-WE315 米山　邦宏 『仮面ライダー(レッツゴーライダーキック)』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
658 ASKS-WE316 米山　邦宏 『津軽海峡・冬景色／石川さゆり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,600
659 ASKS-WE317 米山　邦宏 『「鬼滅の刃～無限列車編」エンディングテーマ『白銀』』原調版吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
660 ASKS-WE318 米山　邦宏 『「鬼滅の刃～無限列車編」エンディングテーマ『白銀』』移調版吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
661 ASKS-WE319 米山　邦宏 『「鬼滅の刃～無限列車編」エンディングテーマ『白銀』』原調版吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,200
662 ASKS-WE320 米山　邦宏 『「鬼滅の刃～無限列車編」エンディングテーマ『白銀』』移調版吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,200
663 ASKS-WE321 米山　邦宏 『また逢う日まで／尾崎紀世彦』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥6,000
664 ASKS-WE322 米山　邦宏 『また逢う日まで／尾崎紀世彦』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000
665 ASKS-WE323 米山　邦宏 『また逢う日まで／尾崎紀世彦』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
666 ASKS-WE324 米山　邦宏 『天城越え／石川さゆり』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥3,500
667 ASKS-WE325 米山　邦宏 『天城越え／石川さゆり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
668 ASKS-WE326 米山　邦宏 『飢餓海峡／石川さゆり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
669 ASKS-WE327 米山　邦宏 『東京キッド／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
670 ASKS-WE328 米山　邦宏 『悲しき口笛／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
671 ASKS-WE329 米山　邦宏 『哀愁波止場／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
672 ASKS-WE330 米山　邦宏 『人生一路／美空ひばり』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
673 ASKS-WE331 米山　邦宏 『越冬つばめ／森昌子』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
674 ASKS-WE332 米山　邦宏 『夢芝居／梅沢富美男』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
675 ASKS-WE333 米山　邦宏 『兄弟船／鳥羽一郎』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
676 ASKS-WE334 福田　洋介 『龍昇り、桜舞う- 吹奏楽のためのファンタジア』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥17,000 ¥19,900
677 ASKS-WE335 米山　邦宏 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』吹奏楽譜中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,700
678 ASKS-WE336 米山　邦宏 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』吹奏楽譜小編成 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,200
679 ASKS-WE337 福田　洋介 『マーチ「ステッピン・ハイ」』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥7,000 ¥9,100
680 ASKS-WE338 福田　洋介 『マーチ「ジャーニー・メイツ」』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥7,000 ¥9,000
681 ASKS-WE339 米山　邦宏 『ラブユー東京／黒澤明とロス・プリモス』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
682 ASKS-WE340 米山　邦宏 『中の島ブルース／内山田洋とクールファイブ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
683 ASKS-WE341 米山　邦宏 『東京砂漠／内山田洋とクールファイブ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
684 ASKS-WE342 米山　邦宏 『命くれない／瀬川瑛子』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
685 ASKS-WE343 米山　邦宏 『FUNK FUJIYAMA／米米ＣＬＵＢ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
686 ASKS-WE344 米山　邦宏 『浪漫飛行／米米ＣＬＵＢ』吹奏楽小編成譜 原調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
687 ASKS-WE345 米山　邦宏 『浪漫飛行／米米ＣＬＵＢ』吹奏楽小編成譜 移調版 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
688 ASKS-WE346 米山　邦宏 『ＳＨＡＫＥ　ＨＩＰ／米米ＣＬＵＢ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
689 ASKS-WE347 米山　邦宏 『君がいるだけで／米米ＣＬＵＢ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
690 ASKS-WE348 TAKA 『贈る言葉／海援隊』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥7,000 ¥9,300
691 ASKS-WE349 米山　邦宏 『ひょっこりひょうたん島』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
692 ASKS-WE350 米山　邦宏 『sure dance／米米ＣＬＵＢ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
693 ASKS-WE351 米山　邦宏 『美熱少年／米米ＣＬＵＢ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
694 ASKS-WE352 米山　邦宏 『ソーラン節』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
695 ASKS-WE353 米山　邦宏 『愛はふしぎさ／米米ＣＬＵＢ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
696 ASKS-WE354 米山　邦宏 『鹿児島おはら節』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
697 ASKS-WE355 米山　邦宏 『夢をかなえてドラえもん』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
698 ASKS-WE356 米山　邦宏 『君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。／中原めいこ』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
699 ASKS-WE357 米山　邦宏 『暴れん坊将軍～夢灯り』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,900
700 ASKS-WE358 米山　邦宏 『ドクターＸ～外科医・大門未知子～』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,800
701 ASKS-WE359 米山　邦宏 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』吹奏楽譜中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,200
702 ASKS-WE360 米山　邦宏 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』吹奏楽譜小編成 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
703 ASKS-WE361 米山　邦宏 『Jingle Bells』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥3,500
704 ASKS-WE362 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥6,000 ¥7,400
705 ASKS-WE363 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,300
706 ASKS-WE364 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,500
707 ASKS-WE365 米山　邦宏 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』吹奏楽譜中編成 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,600
708 ASKS-WE366 米山　邦宏 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』吹奏楽譜小編成 吹奏楽 ¥3,500 ¥4,700
709 ASKS-WE367 米山　邦宏 『ソーラン節　北海道民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
710 ASKS-WE368 米山　邦宏 『ソーラン節　北海道民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000
711 ASKS-WE369 米山　邦宏 『花笠踊り 山形県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
712 ASKS-WE370 米山　邦宏 『花笠踊り 山形県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000
713 ASKS-WE371 米山　邦宏 『会津磐梯山 福島県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
714 ASKS-WE372 米山　邦宏 『会津磐梯山 福島県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000
715 ASKS-WE373 米山　邦宏 『日光和楽踊り 栃木県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
716 ASKS-WE374 米山　邦宏 『日光和楽踊り 栃木県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000
717 ASKS-WE375 米山　邦宏 『串本節 和歌山県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
718 ASKS-WE376 米山　邦宏 『串本節 和歌山県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000
719 ASKS-WE377 米山　邦宏 『よさこい節 高知県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
720 ASKS-WE378 米山　邦宏 『よさこい節 高知県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000
721 ASKS-WE379 米山　邦宏 『おてもやん 熊本県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
722 ASKS-WE380 米山　邦宏 『おてもやん 熊本県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000
723 ASKS-WE381 米山　邦宏 『鹿児島おはら節 鹿児島県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
724 ASKS-WE382 米山　邦宏 『鹿児島おはら節 鹿児島県民謡』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000
725 ASKS-WE383 米山　邦宏 『ちゃっきり節 町田嘉章』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽小編成譜 吹奏楽 ¥3,500
726 ASKS-WE384 米山　邦宏 『ちゃっきり節 町田嘉章』東京キューバンボーイズ版　吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000
727 ASKS-WE385 米山　邦宏 『CantiqueDeNoel（O Holy Night）』吹奏楽中編成譜 吹奏楽 ¥5,000

728 ASKS-RN01 八谷　誠人 『組曲「RealでNotesな謝肉祭」』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥18,000 ¥22,800
729 ASKS-RN02 八谷　誠人 『動物大行進（組曲「RealでNotesな謝肉祭」より第1曲）』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥2,500 ¥3,700
730 ASKS-RN03 八谷　誠人 『馬もとりどり（組曲「RealでNotesな謝肉祭」より第2曲）』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥3,000 ¥4,200
731 ASKS-RN04 八谷　誠人 『かっこうはいつまでも（組曲「RealでNotesな謝肉祭」より第3曲）』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥2,500 ¥3,700
732 ASKS-RN05 八谷　誠人 『悲しい虎（組曲「RealでNotesな謝肉祭」より第4曲）』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥1,500 ¥2,400
733 ASKS-RN06 八谷　誠人 『幕間～エリーゼのための鶏（組曲「RealでNotesな謝肉祭」より第5曲）』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥1,500 ¥2,300
734 ASKS-RN07 八谷　誠人 『雄鹿の独り言（組曲「RealでNotesな謝肉祭」より第6曲）』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥2,500 ¥3,600
735 ASKS-RN08 八谷　誠人 『象と背中の小鳥（組曲「RealでNotesな謝肉祭」より第7曲）』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥1,000 ¥1,800

【演奏集団Real Notesシリーズ】Flute, Clarinet in B♭, Alto Saxophone in E♭, Horn in F, Trumpet in B♭, Trombone, Tuba, Drum Set, Piano
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736 ASKS-RN09 八谷　誠人 『牛のサーカス（組曲「RealでNotesな謝肉祭」より第8曲）』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥2,500 ¥3,400
737 ASKS-RN10 八谷　誠人 『かたつむりの夢（組曲「RealでNotesな謝肉祭」より第9曲）』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥1,000 ¥1,800
738 ASKS-RN11 八谷　誠人 『宴もたけなわ（組曲「RealでNotesな謝肉祭」より第10曲）』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥2,500 ¥3,600
739 ASKS-RN12 八谷　誠人 『チューバ協奏曲ヘ短調／ヴォーン＝ウィリアムズ』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥9,000 ¥11,200
740 ASKS-RN13 八谷　誠人 『カルメン前奏曲／ビゼー』原調版吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥2,500 ¥3,600
741 ASKS-RN14 八谷　誠人 『カルメン前奏曲／ビゼー』移調版吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥2,500 ¥3,600
742 ASKS-RN15 八谷　誠人 『we'll see you soon』吹奏楽極小編成 吹奏楽 ¥2,500

743 ASKS-SH01 高橋　宏樹 室内組曲「流星の詩」 ８パート ¥4,200 ¥5,770
744 ASKS-SH02 高橋　宏樹 アルメニアンダンス　パートＩ　カットバージョン ８パート ¥5,000 ¥6,640
745 ASKS-SH03 高橋　宏樹 カヴァレリア・ルスティカーナ間奏曲 ８パート ¥2,600 ¥3,910
746 ASKS-SH04 高橋　宏樹 吹奏楽のための第二組曲 ８パート ¥8,400 ¥10,380
747 ASKS-SH05 高橋　宏樹 マーチ「カタロニアの栄光」 ８パート ¥3,200 ¥4,610
748 ASKS-SH06 高橋　宏樹 イン・ザ・ムード ８パート ¥3,200 ¥4,630
749 ASKS-SH07 高橋　宏樹 吹奏楽のための第一組曲 ８パート ¥8,400 ¥10,360
750 ASKS-SH08 高橋　宏樹 ルパン三世のテーマ ８パート ¥3,200 ¥4,650
751 ASKS-SH09 高橋　宏樹 ジブリメドレー ８パート ¥4,700 ¥6,240
752 ASKS-SH10 高橋　宏樹 アメージンググレイス ８パート ¥2,100 ¥3,440
753 ASKS-SH11 高橋　宏樹 海を越える握手 ８パート ¥2,100 ¥3,510
754 ASKS-SH12 侘美　秀俊 春の猟犬 ８パート ¥8,400 ¥9,690
755 ASKS-SH13 小峰　敦史 宝　島 ８パート ¥3,200 ¥4,810
756 ASKS-SH14 ミサ・ミード いつか王子様が ８パート ¥3,200 ¥4,680
757 ASKS-SH15 川北　栄樹 行進曲「海の歌」 ８パート ¥3,700 ¥5,110
758 ASKS-SH16 高橋　宏樹 アルヴァマー序曲 ８パート ¥7,400 ¥9,010
759 ASKS-SH17 高橋　宏樹 イギリス民謡組曲 ８パート ¥8,400 ¥10,140
760 ASKS-SH19 川北　栄樹 歌劇「ローエングリン」よりエルザの大聖堂への行列 ８パート ¥4,200 ¥5,620
761 ASKS-SH20 小峰　敦史 サム・スカンク・ファンク ８パート ¥4,200 ¥5,810
762 ASKS-SH21 川北　栄樹 Ａ列車で行こう　 ８パート ¥3,200 ¥4,660
763 ASKS-SH22 川北　栄樹 シング・シング・シング ８パート ¥3,200 ¥4,890
764 ASKS-SH23 加藤　亜祐美 目覚めよと呼ぶ声あり　 ８パート ¥3,200 ¥4,530
765 ASKS-SH24 高橋　宏樹 ディスコキッド ８パート ¥6,300 ¥7,740
766 ASKS-SH25 高橋　宏樹 エル・カミーノ・レアル ８パート ¥7,400 ¥9,180
767 ASKS-SH26 高橋　宏樹 そりすべり ８パート ¥3,200 ¥4,650
768 ASKS-SH27 侘美　秀俊 組曲「惑星」より「木星」 ８パート ¥5,300 ¥7,040
769 ASKS-SH28 川北　栄樹 主よ人の望みの喜びを ８パート ¥4,200 ¥5,650
770 ASKS-SH29 高橋　宏樹 Dream Times EuphSolo＋８ ¥5,000 ¥6,590
771 ASKS-SH30 侘美　秀俊 Misty TｐSolo＋８ ¥4,200 ¥5,730
772 ASKS-SH31 川北　栄樹 シング・シング・シング エリックミヤシロスペシャル TｐSolo＋８ ¥3,500 ¥5,030
773 ASKS-SH32 高橋　宏樹 アルメニアンダンス　パートＩ　ノーカットバージョン ８パート ¥7,400 ¥9,340
774 ASKS-SH33 高橋　宏樹 The Mythology 〜海と星と大地の神話〜 ８パート ¥4,500 ¥6,160
775 ASKS-SH34 高橋　宏樹 ボレロ ８パート ¥3,100 ¥4,710
776 ASKS-SH35 高橋　宏樹 バレエ音楽「くるみ割り人形」 Selection ８パート ¥5,000 ¥6,750
777 ASKS-SH36 高橋　宏樹 Spiel Star Spur !（シュピール・シュタール・シュプール！） ８パート ¥2,800 ¥4,550
778 ASKS-SH37 久保　太郎 運命の力序曲　原調版 ８パート ¥8,400 ¥10,150
779 ASKS-SH38 久保　太郎 運命の力序曲　移調版 ８パート ¥8,400 ¥10,150
780 ASKS-SH39 庄司　燦 TVアニメ「進撃の巨人」OP『紅蓮の弓矢』 ８パート ¥3,200 ¥4,950
781 ASKS-SH40 TAKA ＴＡＮＫ！ ８パート ¥4,200 ¥5,950
782 ASKS-SH41 高橋　宏樹 アニメメドレー（ムーンライト伝説・うる星やつらのテーマ・ＣＡＴ’Ｓ　ＥＹＥ・キューティーハニー ） ８パート ¥4,700 ¥6,450
783 ASKS-SH42 金城　菜美子 TVアニメ「おそ松さん」OP『はなまるぴっぴはよいこだけ』シュピール版 ８パート ¥3,200 ¥4,950
784 ASKS-SH43 津崎　知之 『キャラバンの到着』シュピール室内合奏団シリーズ ８パート ¥4,200 ¥5,200
785 ASKS-SH44 金城　菜美子 『スペイン』シュピール室内合奏団シリーズ ８パート ¥4,200 ¥5,200
786 ASKS-SH45 長野　雄行 SEIKOトリコロール（赤いスイートピー・白いパラソル・青いサンゴ礁） ８パート ¥5,000 ¥6,100
787 ASKS-SH46 長野　雄行 「南に煌めく星達よ」サザンオールスターズメドレー　 ８パート ¥5,000 ¥6,200
788 ASKS-SH47 TAKA スリラー（マイケル・ジャクソン） ８パート ¥4,200 ¥5,200
789 ASKS-SH48 高橋　宏樹 サー・デューク（スティービー・ワンダー） ８パート ¥4,200 ¥5,200
790 ASKS-SH49 津崎　知之 いい日旅立ち ８パート ¥3,200 ¥4,200
791 ASKS-SH50 山口  景子 飾りじゃないのよ涙は ８パート ¥3,200 ¥4,200
792 ASKS-SH51 庄司  燦 ギンギラギンにさりげなく ８パート ¥3,200 ¥4,200
793 ASKS-SH52 高橋　宏樹 Pleiades（プレアデス） ８パート ¥4,500 ¥5,500
794 ASKS-SH53 下里　博之 『妖精達の祝典』第一回シュピール室内合奏団作曲コンクール最優秀賞受賞曲 ８パート ¥4,500 ¥5,500
795 ASKS-SH54 釜本　貴美子 『フニクリフニクラ★ファンタジー』第一回シュピール室内合奏団編曲コンクール最優秀賞受賞曲 ８パート ¥3,500 ¥4,500
796 ASKS-SH55 侘美　秀俊 パイレーツオブカリビアンテーマ曲「彼こそが海賊」 ８パート ¥2,500 ¥3,500
797 ASKS-SH56 久保　太郎 バック・トゥ・ザ・フューチャー　メインテーマ ８パート ¥4,200 ¥5,200
798 ASKS-SH57 高橋　宏樹 『こうもり序曲』原調版 ８パート ¥5,000 ¥6,600
799 ASKS-SH58 高橋　宏樹 『こうもり序曲』移調版 ８パート ¥5,000 ¥6,600
800 ASKS-SH59 久保　太郎 フォアシュピール・シャウシュピール ～パンとサーカスの為の序楽～ ８パート ¥8,400 ¥9,400
801 ASKS-SH60 高橋　宏樹 交響曲「我が祖国」より「モルダウの流れ」 ８パート ¥7,000 ¥9,800
802 ASKS-SH61 長野　雄行 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第1幕への前奏曲 ８パート ¥6,500 ¥8,200
803 ASKS-SH62 田中　裕香 stella　-輝くとき- ８パート ¥4,500 ¥5,800
804 ASKS-SH63 山田　純子 水上の音楽よりアラ・ホーンパイプ ～王様 舟遊びの一日～ ８パート ¥3,500 ¥4,700
805 ASKS-SH64 高橋　宏樹 双頭の鷲の旗の下に ８パート ¥2,100 ¥3,100
806 ASKS-SH65 高橋　宏樹 アンパンマンメドレー　アンパンマンたいそう～アンパンマンのマーチ ８パート ¥3,000 ¥4,000
807 ASKS-SH67 ロクリアン正岡 小編成吹奏楽曲「美人ミイラ蘇生物語」　第三回シュピール室内合奏団作曲コンクール最優秀賞受賞曲 ８パート ¥4,500 ¥6,000
808 ASKS-SH68 佐藤　信人 春愁三首　第三回シュピール室内合奏団作曲コンクール優秀賞受賞曲 ８パート ¥4,500 ¥5,500
809 ASKS-SH69 高橋　宏樹 Dream Times　シュピール版 ８パート ¥5,000 ¥6,590
810 ASKS-SH70 久保　太郎 展覧会の絵 ８パート ¥9,800 ¥12,700
811 ASKS-SH71 高橋　宏樹 アンダンテ・フェスティーヴォ／シベリウス ８パート ¥2,100 ¥2,800
812 ASKS-SH72 高橋　宏樹 前奏曲／ヤンネフェルト ８パート ¥2,100 ¥2,600
813 ASKS-SH73 高橋　宏樹 子守歌／ヤンネフェルト ８パート ¥2,100 ¥2,600
814 ASKS-SH74 高橋　宏樹 ブルグミュラーメドレー ８パート ¥4,800 ¥6,000

【吹奏楽極小編成】（Fl,Cl,S.Sax,A.Sax,Hrn,Euph,Tuba,Pf）
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815 ASKS-SH75 高橋　宏樹 組曲「惑星」より「火星」 ８パート ¥5,300 ¥6,800
816 ASKS-SH76 高橋　宏樹 組曲「惑星」より「天王星」 ８パート ¥5,300 ¥6,800

817 ASKS-FX01 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「八重の桜」テーマ曲』原調版
フレキシブル5
～中編成 ¥3,200 ¥4,600

818 ASKS-FX02 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「八重の桜」テーマ曲』Cm版
フレキシブル5
～中編成 ¥3,200 ¥4,600

819 ASKS-FX03 侘美　秀俊 『NHK連続テレビ小説「あまちゃん」オープニングテーマ』
フレキシブル5
～中編成 ¥3,200 ¥4,410

820 ASKS-FX04 侘美　秀俊 フジテレビドラマ「ガリレオ」オープニングテーマ　『vs. ～知覚と快楽の螺旋～』
フレキシブル5
～中編成 ¥4,200 ¥5,400

821 ASKS-FX06 加藤　新平 花は咲く
フレキシブル5
～中編成 ¥3,700 ¥5,290

822 ASKS-FX07 侘美　秀俊 Butterfly（木村カエラ）
フレキシブル5
～中編成 ¥4,700 ¥6,120

823 ASKS-FX08 久保　太郎 家族になろうよ（福山雅治）
フレキシブル5
～中編成 ¥4,700 ¥6,310

824 ASKS-FX09 侘美　秀俊 NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」オープニングテーマ『雨のち晴レルヤ』
フレキシブル5
～中編成 ¥4,200 ¥5,810

825 ASKS-FX10 山口  景子 情熱大陸
フレキシブル5
～中編成 ¥3,700 ¥5,440

826 ASKS-FX11 山口  景子 アンパンマンのマーチ
フレキシブル5
～中編成 ¥3,000 ¥4,720

827 ASKS-FX12 侘美　秀俊 真夏の果実（サザンオールスターズ）
フレキシブル5
～中編成 ¥4,800 ¥6,390

828 ASKS-FX13 山口  景子 となりのトトロ（となりのトトロ～さんぽ）
フレキシブル5
～中編成 ¥3,700 ¥5,440

829 ASKS-FX16 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」テーマ曲』コンバーチブルアンサンブル
フレキシブル5
～中編成 ¥3,200 ¥4,790

830 ASKS-FX17 山口  景子 ブロックM～BLOCK M CONCERT MARCH FOR BAND～
フレキシブル5
～中編成 ¥4,200 ¥5,830

831 ASKS-FX18 侘美　秀俊 『NHK連続テレビ小説「花子とアン」オープニングテーマ『にじいろ』』コンバーチブルアンサンブル
フレキシブル5
～中編成 ¥4,200 ¥5,810

832 ASKS-FX19 山口  景子  「アナと雪の女王」テーマ曲『Let It Go』コンバーチブルアンサンブル
フレキシブル5
～中編成 ¥4,900 ¥6,510

833 ASKS-FX20 侘美　秀俊 サザエさんBGMメドレー
フレキシブル４
～中編成 ¥5,900 ¥7,870

834 ASKS-FX21 侘美　秀俊 Compatible Test Pattern 5.1
フレキシブル5
～中編成 ¥4,700 ¥6,410

835 ASKS-FX22 山口  景子 スザート「ルネッサンス舞曲集」より フレキシブル３ ¥3,000 ¥4,740
836 ASKS-FX23 侘美　秀俊 『Story | AI』コンバーチブルアンサンブル

フレキシブル5
～中編成 ¥4,900 ¥6,520

837 ASKS-FX24 山口  景子 映画アニー主題歌『Tomorrow』 コンバーチブルアンサンブル
フレキシブル5
～中編成 ¥4,900 ¥6,330

838 ASKS-FX25 高橋　宏樹 あったかいんだからぁ♪コンバーチブルアンサンブル
フレキシブル5
～中編成 ¥4,900 ¥6,540

839 ASKS-FX26 山口  景子 『銀河鉄道９９９』 コンバーチブルアンサンブル
フレキシブル5
～中編成 ¥3,700 ¥5,300

840 ASKS-FX27 侘美　秀俊 NHK連続テレビ小説「まれ」オープニングテーマ『希空～まれぞら～』コンバーチブルアンサンブル
フレキシブル5
～中編成 ¥3,000 ¥4,440

841 ASKS-FX28 侘美　秀俊  「アナと雪の女王／エルサのサプライズ」主題歌『パーフェクト・デイ ～特別な1日～』
フレキシブル5
～中編成 ¥4,900 ¥6,550

842 ASKS-FX29 高橋　宏樹 アニメ「響け♪ユーフォニアム」オープニングテーマ『Dream Solister』
フレキシブル5
～中編成 ¥2,300 ¥3,600

843 ASKS-FX30 今村　愛紀 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』コンバーチブルアンサンブル譜
フレキシブル5
～中編成 ¥3,500 ¥4,500

844 ASKS-FX31 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』コンバーチブルアンサンブル譜
ソロ＋フレキシブル
5 ¥3,500 ¥4,600

845 ASKS-FX32 金城　菜美子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』コンバーチブルアンサンブル譜
フレキシブル5
～中編成 ¥4,200 ¥5,400

846 ASKS-FX33 村上　雄亮 『ラデツキー行進曲』コンバーチブルアンサンブル譜
フレキシブル5
～中編成 ¥3,000 ¥3,700

847 ASKS-FX34 侘美　秀俊 「ファインディング・ドリー」エンドソング『Unforgettable』コンバーチブルアンサンブル譜
フレキシブル5
～中編成 ¥3,500 ¥4,200

848 ASKS-FX35 山口  景子 『エトピリカ』コンバーチブルアンサンブル譜
フレキシブル5
～中編成 ¥3,500 ¥4,200

849 ASKS-FX45 高橋　宏樹 アニメ「響け♪ユーフォニアム２」オープニングテーマ『サウンドスケープ』コンバーチブルアンサンブル譜
フレキシブル5
～中編成 ¥3,000 ¥4,200

850 ASKS-FX46 今村　愛紀 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』コンバーチブルアンサンブル譜
フレキシブル5
～中編成 ¥4,200 ¥5,300

851 ASKS-FX47 金城　菜美子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』コンバーチブルアンサンブル譜
フレキシブル5
～中編成 ¥3,500 ¥5,100

852 ASKS-FX48 津崎　知之 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』コンバーチブルアンサンブル譜
フレキシブル5
～中編成 ¥3,500 ¥5,000

853 ASKS-FX49 侘美　秀俊 ドラマ25『捨ててよ、安達さん』メインテーマ
フレキシブル2+ピア
ノ ¥2,700 ¥3,500

854 ASKS-CA01 金山　徹 情熱大陸　コンバーチブル・アドバンスシリーズ
木管・金管分離
フレキシブル１１ ¥4,900 ¥6,710

855 ASKS-CA02 金山　徹 ルパン三世 '80　コンバーチブル・アドバンスシリーズ
木管・金管分離
フレキシブル１１ ¥4,900 ¥6,680

856 ASKS-CA03 金山　徹 ハナミズキ　コンバーチブル・アドバンスシリーズ
木管・金管分離
フレキシブル１１ ¥4,900 ¥6,640

857 ASKS-CA04 金山　徹 ディスコキッド　コンバーチブル・アドバンスシリーズ
木管・金管分離
フレキシブル１１ ¥4,900 ¥5,900

858 ASKS-KE01 高橋　宏樹 「Takumi（ビフォーアフター）」 器楽 未定 未定
859 ASKS-KE02 高橋　宏樹 「AIのStory」 器楽 未定 未定
860 ASKS-KE03 高橋　宏樹 「アンパンマンのマーチ」 器楽 未定 未定

861 ASKS-BB02 高橋　宏樹 キララミネーション！ ブラスバンド ¥5,300 ¥7,050
862 ASKS-BB03 侘美　秀俊 ファンファーレ「モシリ」 ブラスバンド ¥2,400 ¥4,150
863 ASKS-BB04 山口  景子 アニメ「響け♪ユーフォニアム」オープニングテーマ『Dream Solister』 ブラスバンド ¥2,400 ¥3,400
864 ASKS-BB05 高橋　宏樹 ファンファーレ・ヴィルトゥオーソ ブラスバンド ¥2,000 ¥3,590
865 ASKS-BB06 小栗　克裕 リュートのための古代舞曲とアリア　第３組曲／レスピーギ ブラスバンド ¥8,400 ¥9,400
866 ASKS-BB07 小栗　克裕 交響詩「海」より第３楽章／ドビュッシー ブラスバンド ¥6,800 ¥7,800
867 ASKS-BB08 小栗　克裕 楽劇「サロメ」より「７つのヴェールの踊り」／リヒャルト・シュトラウス ブラスバンド ¥7,800 ¥8,800
868 ASKS-BB09 小栗　克裕 リュートのための古代舞曲とアリア　第３組曲より第１曲「イタリアーナ」／レスピーギ ブラスバンド ¥3,000 ¥4,000
869 ASKS-BB10 小栗　克裕 リュートのための古代舞曲とアリア　第３組曲より第２曲「宮廷のアリア」／レスピーギ ブラスバンド ¥3,000 ¥4,000
870 ASKS-BB11 小栗　克裕 リュートのための古代舞曲とアリア　第３組曲より第３曲「シチリアーナ」／レスピーギ ブラスバンド ¥3,000 ¥4,000
871 ASKS-BB12 小栗　克裕 リュートのための古代舞曲とアリア　第３組曲より第４曲「パッサカリア」／レスピーギ ブラスバンド ¥3,000 ¥4,000
872 ASKS-BB13 高橋　宏樹 Kilala Quindecim～キララ・クインデキム～ ブラスバンド ¥8,800 ¥11,000

873 ASKS-WW31 高橋　宏樹 歌劇「カルメン」より　アラゴネーズ-花の歌-ハバネラ-ジプシーの歌 木管７ ¥2,600 ¥4,120
874 ASKS-WW32 高橋　宏樹 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータより 木管７＋Stb ¥2,600 ¥4,060
875 ASKS-WW62 金山　徹 『NHK連続テレビ小説「あまちゃん」のテーマ』木管五重奏 木管５ ¥1,900 ¥3,210
876 ASKS-WW63 福田  洋介 ラプソディII - つぼみに寄せて 木管6重奏(Fl2,Cl3,BCl1) 木管６ ¥3,700 ¥5,190
877 ASKS-WW67 金山　徹 NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」オープニングテーマ『雨のち晴レルヤ』木管五重奏 木管５ ¥3,200 ¥4,590
878 ASKS-WW87 金山　徹 スーダラ節 木管５ ¥2,100 ¥3,430
879 ASKS-WW95 山口  景子 「アルルの女」第二組曲より、ファランドール（ビゼー）(Fl,Cl,Pf) ピアノトリオ（Fl,Cl,Pf） ¥2,500 ¥3,100
880 ASKS-WW122 金山　徹 メモリーズ・オブ・ユー 木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,900
881 ASKS-WW123 金山　徹 サム・スカンク・ファンク 木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥4,390
882 ASKS-WW125 津崎　知之 15の即興曲より第2曲（Fl. Ob. Cl×3 A.Sax. T.Sax. BCl. B.Sax.） 木管９（８） ¥1,400 ¥2,750
883 ASKS-WW126 津崎　知之 15の即興曲より第12曲「シューベルトを讃えて」（Fl. Ob. Cl×3 A.Sax. T.Sax. BCl. B.Sax.） 木管９（８） ¥2,000 ¥3,490
884 ASKS-WW127 津崎　知之 15の即興曲より第15曲「エディット・ピアフを讃えて」（Fl. Ob. Cl×3 A.Sax. T.Sax. BCl. B.Sax.） 木管９（８） ¥2,800 ¥4,270
885 ASKS-WW128 津崎　知之 15の即興曲より第2曲（Fl.×2 Cl×3 A.Sax. T.Sax. BCl. B.Sax.） 木管９（８） ¥1,400 ¥2,750
886 ASKS-WW129 津崎　知之 15の即興曲より第12曲「シューベルトを讃えて」（Fl.×2 Cl×3 A.Sax. T.Sax. BCl. B.Sax.） 木管９（８） ¥2,000 ¥3,490
887 ASKS-WW130 津崎　知之 15の即興曲より第15曲「エディット・ピアフを讃えて」（Fl.×2 Cl×3 A.Sax. T.Sax. BCl. B.Sax.） 木管９（８） ¥2,800 ¥4,270

【コンバーチブルアンサンブルシリーズ】（任意の楽器で５パート）

【コンバーチブル・アドバンス シリーズ】（任意の楽器で５パート）

【器　楽】

【金管バンド】

【木管アンサンブル】
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888 ASKS-WW131 今村　愛紀 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,000
889 ASKS-WW132 村上　雄亮 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,000
890 ASKS-WW133 村上　雄亮 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,500
891 ASKS-WW134 轟木　敬 『残酷な天使のテーゼ』オーボエ四重奏 Ob４ ¥1,500 ¥2,000
892 ASKS-WW135 今村　愛紀 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,500
893 ASKS-WW136 金城　菜美子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,000
894 ASKS-WW137 金城　菜美子 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,500
895 ASKS-WW138 津崎　知之 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,000
896 ASKS-WW139 塩野　一毅 『Solidification -凝固-』木管三重奏 木管３ ¥2,500 ¥3,200
897 ASKS-WW141 川田　佳誠 「プラチナ」木管五重奏 木管５ ¥2,600 ¥3,100
898 ASKS-WW142 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」カルテット版Fl+Ob+Cl+Pf Fl+Ob+Cl+Pf ¥3,400 ¥4,400
899 ASKS-WW143 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」カルテット版Fl+Ob+Fg+Pf Fl+Ob+Fg+Pf ¥3,400 ¥4,400
900 ASKS-WW144 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」カルテット版Fl+Cl+Fg+Pf Fl+Cl+Fg+Pf ¥3,400 ¥4,400
901 ASKS-WW145 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,100
902 ASKS-WW146 米山　邦宏 『リンゴ追分／美空ひばり』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,200
903 ASKS-WW147 米山　邦宏 『スーダラ節／クレイジーキャッツ』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,200
904 ASKS-WW148 米山　邦宏 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
905 ASKS-WW149 みなみじゅん 『虫歯のこどもの誕生日』みんなのうたシリーズ　木管五重奏 fl/cl/as/ts/bscl ¥1,500 ¥2,300
906 ASKS-WW150 みなみじゅん 『ドラキュラのうた』みんなのうたシリーズ　木管五重奏 fl/cl/as/ts/bscl ¥1,500 ¥2,300
907 ASKS-WW151 西村　翼 『「鬼滅の刃」オープニングテーマ『紅蓮華』』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥4,000
908 ASKS-WW152 西村　翼 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』木管五重奏 原調版 木管５ ¥3,000 ¥4,000
909 ASKS-WW153 西村　翼 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』木管五重奏 移調版 木管５ ¥3,000 ¥4,000
910 ASKS-WW154 みなみじゅん 『赤鬼と青鬼のタンゴ』みんなのうたシリーズ　木管五重奏 fl/cl/as/ts/bscl ¥1,500 ¥2,300
911 ASKS-WW155 みなみじゅん 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,800
912 ASKS-WW156 みなみじゅん 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』木管五重奏（変則五重奏） fl/cl/as/ts/bscl ¥3,000 ¥3,800
913 ASKS-WW157 みなみじゅん 『サラマンドラ』みんなのうたシリーズ 木管五重奏 fl/cl/as/ts/bscl ¥1,500 ¥2,200
914 ASKS-WW158 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,100
915 ASKS-WW159 小助川　謙二 『最後に残ったものは～パンドラの匣の物語～』木管八重奏 木管８ ¥3,800 ¥4,900
916 ASKS-WW160 小助川　謙二 『花に寄せて』木管八重奏 木管８ ¥3,800 ¥5,000
917 ASKS-WW161 下里　博之 『フゲッタ』木管三重奏 木管３ ¥2,000 ¥2,600
918 ASKS-WW162 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,200
919 ASKS-WW163 米山　邦宏 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,700
920 ASKS-WW164 山岸　和正 『「盲目の愛の神、あなたを信じまい」HWV189』木管五重奏 木管５ ¥3,500 ¥4,500
921 ASKS-WW165 小栗　克裕 『「子供の情景」より「トロイメライ」』木管五重奏 木管５ ¥1,700 ¥2,300
922 ASKS-WW166 米山　邦宏 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,600
923 ASKS-WW167 小栗　克裕 『別れの曲』木管五重奏 木管５ ¥1,700 ¥2,300
924 ASKS-WW168 山岸　和正 『「目覚め」ネスカフェ・ゴールドブレンドのテーマ』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,200
925 ASKS-WW169 米山　邦宏 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』木管五重奏 木管５ ¥2,500 ¥3,100
926 ASKS-WW170 米山　邦宏 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』木管五重奏 木管５ ¥3,000 ¥3,700

927 ASKS-KQ01 渡邊  一毅 カルメンファンタジー 木管五重奏 ¥4,500 ¥5,200
928 ASKS-KQ02 渡邊  一毅 カヴァレリアルスティカーナより間奏曲　小江戸クインテット シリーズ 木管五重奏 ¥2,500 ¥3,000
929 ASKS-KQ03 渡邊  一毅 インマークライナー 木管五重奏 ¥3,500 ¥4,000
930 ASKS-KQ04 渡邊  一毅 カルメンよりトレアドール 木管五重奏 ¥3,000 ¥3,500
931 ASKS-KQ05 渡邊  一毅 ふるさと 木管五重奏 ¥2,500 ¥3,000
932 ASKS-KQ06 渡邊  一毅 すてきな友達 木管五重奏 ¥2,500 ¥3,000
933 ASKS-KQ08 渡邊  一毅 となりのトトロメドレー　～さんぽ～五月の村～メイがいない～ねこバス～風のとおり道～となりのトトロ 木管五重奏 ¥3,500 ¥4,300
934 ASKS-KQ09 渡邊  一毅 ゲッタバンバン～ポケットモンスターXY Op.3 木管五重奏 ¥2,500 ¥3,000
935 ASKS-KQ10 渡邊  一毅 SAKURA(いきものがかり) 木管五重奏 ¥3,000 ¥3,500
936 ASKS-KQ11 渡邊  一毅 手紙～拝啓　十五の君に～(アンジェラ・アキ) 木管五重奏 ¥3,000 ¥3,500
937 ASKS-KQ12 渡邊  一毅 TSUNAMI(サザンオールスターズ) 木管五重奏 ¥3,000 ¥3,500
938 ASKS-KQ13 渡邊  一毅 また君に恋してる(坂本冬美) 木管五重奏 ¥3,000 ¥3,500
939 ASKS-KQ14 渡邊  一毅 千の風になって 木管五重奏 ¥3,000 ¥3,500
940 ASKS-KQ15 渡邊  一毅 川の流れのように 木管五重奏 ¥3,000 ¥3,700
941 ASKS-KQ16 渡邊  一毅 アンパンマンのマーチ 木管五重奏 ¥2,500 ¥3,000
942 ASKS-KQ17 渡邊　一毅 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』木管五重奏譜 木管五重奏 ¥3,000 ¥3,500
943 ASKS-KQ18 渡邊  一毅 もみじ 木管五重奏 ¥2,000 ¥2,500
944 ASKS-KQ19 渡邊  一毅 ジブリセレクション for Wind Quintet 木管五重奏 ¥4,000 ¥4,500

945 ASKS-WR01 轟木　敬 『残酷な天使のテーゼ』オーボエ四重奏 Ob４ ¥1,500 ¥2,000
946 ASKS-WR02 川田　佳誠 微睡みのアクリウム Ob２、Fg ¥2,500 ¥3,000
947 ASKS-WR03 鈴木　章斗 『リズと青い鳥より 第三楽章「愛ゆえの決断」』 ダブルリード９+Pf ¥4,000 ¥5,000

948 ASKS-FL03 新徳　盛史 フルートアンサンブルの為の「相馬エレゲイア」 FL６ ¥3,200 ¥4,640
949 ASKS-FL06 山口  景子 「アルルの女」第二組曲より、ファランドール（ビゼー）(Fl,Cl,Pf) FL・CL・Pf ¥2,500 ¥3,400
950 ASKS-FL08 吉松　隆 さえずり鳥ブログop.101 FL４ ¥10,650 ¥12,400
951 ASKS-FL10 吉松　隆 鳥ぷりずむ FL2,　Pf ¥3,400 ¥5,090
952 ASKS-FL11 西村  いづみ フルート４重奏のためのバッハ集　インヴェンションとシンフォニア～シャコンヌ FL４ ¥2,500 ¥4,020
953 ASKS-FL12 西村  いづみ バッハ・ボッサ・ビーチ　～フルート４重奏のためのボサノヴァ風アレンジ集～ FL４ ¥3,500 ¥5,090
954 ASKS-FL13 西村  いづみ 『NHK連続テレビ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』』フルート二重奏 FL２ ¥2,200 ¥3,510
955 ASKS-FL14 西村  いづみ 『NHK連続テレビ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』』フルート三重奏 FL３ ¥2,400 ¥3,740
956 ASKS-FL15 西村  いづみ 『NHK連続テレビ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,880
957 ASKS-FL16 西村  いづみ 『NHK連続テレビ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』』フルート四重奏A.Fl無 FL４ ¥2,500 ¥3,880
958 ASKS-FL17 西村  いづみ カルテット・ペピモン・シリーズ～グリーン・スリーブス FL４～５ ¥2,000 ¥3,380
959 ASKS-FL18 西村  いづみ カルテット・ペピモン・シリーズ～きよしこの朝 FL４～５ ¥2,000 ¥3,340
960 ASKS-FL19 西村  いづみ きよしこの夜 FL４～５ ¥1,500 ¥2,840
961 ASKS-FL20 吉野　直子 トランペット吹きの休日 FL４ ¥2,500 ¥4,000
962 ASKS-FL21 西村  いづみ 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』フルート二重奏 FL２ ¥1,000 ¥2,310
963 ASKS-FL22 西村  いづみ 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』フルート三重奏 FL３ ¥1,500 ¥2,840

【小江戸クインテット シリーズ】（木管五重奏）

【ダブルリードアンサンブル】

【フルートアンサンブル】
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964 ASKS-FL23 西村  いづみ 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』フルート四重奏 FL４ ¥2,000 ¥3,390
965 ASKS-FL24 西村  いづみ 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』フルート四重奏A.Fl無 FL４ ¥2,000 ¥3,380
966 ASKS-FL25 西村  いづみ 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』フルートオーケストラ FLオケ ¥4,000 ¥5,500
967 ASKS-FL26 西村  いづみ カルテット・ペピモン・シリーズ～「浜辺の歌」 FL４ ¥2,000 ¥3,310
968 ASKS-FL27 西村  いづみ カルテット・ペピモン・シリーズ～「さくらさくら」 FL４ ¥2,000 ¥3,300
969 ASKS-FL28 西村  いづみ カルテット・ペピモン・シリーズ～「愛のあいさつ」 FL４ ¥2,000 ¥3,340
970 ASKS-FL29 白岩　優拓 THE THIRD THIRD CLEOPATRA FL５ ¥3,000 ¥4,430
971 ASKS-FL30 吉野　直子 チャールダーシュ FL４ ¥2,500 ¥3,970
972 ASKS-FL31 西村  いづみ 別れの歌～大きな古時計～ FL４ ¥1,200 ¥2,560
973 ASKS-FL32 西村  いづみ 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』フルート二重奏 FL２ ¥1,000 ¥1,500
974 ASKS-FL33 西村  いづみ 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』フルート三重奏 FL３ ¥1,500 ¥2,000
975 ASKS-FL35 西村  いづみ 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』フルート四重奏A.Fl無 FL４ ¥2,000 ¥2,600
976 ASKS-FL36 西村  いづみ 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』フルートオーケストラ FLオケ ¥4,000 ¥4,800
977 ASKS-FL37 西村  いづみ 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』フルート三重奏 FL３ ¥1,500 ¥2,000
978 ASKS-FL38 西村  いづみ 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』フルート四重奏 FL４ ¥2,000 ¥2,600
979 ASKS-FL39 西村  いづみ 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』フルートオーケストラ FLオケ ¥4,000 ¥4,800
980 ASKS-FL40 吉野　直子 『ルパン三世のテーマ』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,100
981 ASKS-FL41 侘美　秀俊 ～クンネ～  フルートオーケストラのために（フルート八重奏のために） FLオケ(FL8) ¥5,000 ¥5,800
982 ASKS-FL42 吉野　直子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』フルート二重奏 FL２ ¥1,500 ¥2,000
983 ASKS-FL43 吉野　直子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』フルート三重奏 FL３ ¥2,000 ¥2,600
984 ASKS-FL44 吉野　直子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
985 ASKS-FL45 吉野　直子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』フルートオーケストラ FLオケ ¥3,500 ¥4,300
986 ASKS-FL46 山田　良平 『アルヴァマー序曲』　フルートオーケストラ FLオケ ¥3,500 ¥5,400
987 ASKS-FL47 西村  いづみ 『ふるさと／嵐』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,000
988 ASKS-FL48 西村  いづみ 『歌とフルートのための日本の歌メドレー「秋」』 FL,PF,歌 ¥3,000 ¥3,700
989 ASKS-FL49 吉野　直子 『Everything／MISIA』フルート二重奏 FL２ ¥1,500 ¥2,000
990 ASKS-FL50 吉野　直子 『Everything／MISIA』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,100
991 ASKS-FL51 吉野　直子 『テイク・ファイブ』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,100
992 ASKS-FL53 吉野　直子 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』フルートデュオ FL２ ¥1,500 ¥2,000
993 ASKS-FL54 吉野　直子 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,100
994 ASKS-FL55 吉野　直子 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』フルートデュオ FL２ ¥1,500 ¥2,000
995 ASKS-FL56 吉野　直子 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,100
996 ASKS-FL57 山田　良平 弦楽のためのアダージョ (低音フルートアンサンブル版) 低音FL ¥1,800 ¥2,400
997 ASKS-FL58 山田　良平 オーメンズ オブ ラブ (低音フルートアンサンブル版) 低音FL ¥2,000 ¥2,700
998 ASKS-FL59 山田　良平 オーメンズ オブ ラブ (フルートアンサンブル版) FL６ ¥2,000 ¥2,700
999 ASKS-FL60 吉野　直子 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』フルートデュオ FL２ ¥1,000 ¥1,500

1000 ASKS-FL61 吉野　直子 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』フルート四重奏 FL４ ¥2,000 ¥2,600
1001 ASKS-FL62 西村  いづみ 『歌とフルートのための日本の歌メドレー「春」』 FL,PF,歌 ¥3,000 ¥3,600
1002 ASKS-FL63 山田　良平 春の猟犬 (フルートオーケストラ版) FLオケ（FL9） ¥3,000 ¥4,600
1003 ASKS-FL64 山田　良平 La Fiesta (低音フルート四重奏) 低音FL ¥2,300 ¥3,200
1004 ASKS-FL65 山田　良平 La Fiesta (フルート四重奏) FL４ ¥2,300 ¥3,100
1005 ASKS-FL66 山田　良平 女々しくて／ゴールデンボンバー (フルート三重奏) FL３ 尺八３ ¥1,300 ¥1,900
1006 ASKS-FL67 山田　良平 小さな旅～光と風の四季～（フルート九重奏） FL９ ¥2,500 ¥3,300
1007 ASKS-FL68 吉野　直子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』フルートデュオ FL２ ¥1,500 ¥2,100
1008 ASKS-FL69 吉野　直子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
1009 ASKS-FL70 山田　良平 吹奏楽のための第一組曲 (フルートオーケストラ(フルート9重奏)版) FLオケ（FL9） ¥3,000 ¥4,900
1010 ASKS-FL71 山田　良平 大江戸捜査網 テーマ (フルートオーケストラ(フルート9重奏)版) FLオケ（FL9） ¥2,500 ¥3,500
1011 ASKS-FL72 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』フルートデュオ FL２ ¥1,500 ¥2,000
1012 ASKS-FL73 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,000
1013 ASKS-FL74 山田　良平 『銀河鉄道９９９』 フルート４重奏 FL４ ¥2,000 ¥2,600
1014 ASKS-FL75 山田　良平 『青い地球』 フルート４重奏 FL４ ¥2,000 ¥2,500
1015 ASKS-FL76 山田　良平 『薔薇は美しく散る』 フルート４重奏 FL４ ¥2,000 ¥2,500
1016 ASKS-FL77 山田　良平 『ペガサス幻想』 フルート４重奏 FL４ ¥2,000 ¥2,600
1017 ASKS-FL78 山田　良平 『ルネッサンス情熱』 フルート４重奏 FL４ ¥2,000 ¥2,500
1018 ASKS-FL79 山田　良平 『愛をとりもどせ！！』 フルート４重奏 FL４ ¥2,000 ¥2,600
1019 ASKS-FL80 吉野　直子 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』フルートデュオ FL２ ¥1,500 ¥2,100
1020 ASKS-FL81 吉野　直子 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1021 ASKS-FL82 西村  いづみ カルテット・ペピモン・シリーズ～「G線上のアリア」 FL４＋Gt ¥2,000 ¥2,800
1022 ASKS-FL83 山口  景子 「80's ノンストップメドレー」青い珊瑚礁～渚のバルコニー～風立ちぬ～赤いスイートピー～天使のウィンク FL2,　Pf ¥2,500 ¥3,500
1023 ASKS-FL84 山本　雅一 「Quartet Sonatine」フルート四重奏 FL４ ¥3,300 ¥4,500
1024 ASKS-FL85 山田　良平 「科捜研の女 ダイジェスト」死体発見5秒前～マリコのテーマ～科捜研のテーマ FL５ ¥2,200 ¥3,200
1025 ASKS-FL86 山田　良平 「TAKARAJIMA～宝島」フルート六重奏 FL６ ¥2,400 ¥3,500
1026 ASKS-FL87 山本　雅一 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
1027 ASKS-FL88 山本　雅一 「パプリカ／米津玄師 」フルート四重奏譜 FL４ ¥2,500 ¥3,100
1028 ASKS-FL89 山田　良平 「ドラえもん／星野源」フルート五重奏 FL５ ¥2,200 ¥3,100
1029 ASKS-FL90 山田　良平 『異邦人／久保田早紀』フルート六重奏 FL６ ¥2,200 ¥3,000
1030 ASKS-FL91 山本　雅一 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』フルート四重奏 FL４ ¥2,000 ¥2,700
1031 ASKS-FL92 米山　邦宏 『舟唄／八代亜紀』フルート三重奏 FL３ ¥1,800 ¥2,400
1032 ASKS-FL93 吉野　直子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』フルート二重奏 FL２ ¥1,500 ¥2,100
1033 ASKS-FL94 吉野　直子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』フルート三重奏 FL３ ¥2,000 ¥2,600
1034 ASKS-FL95 吉野　直子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,300
1035 ASKS-FL96 山田　良平 『アルメニアンダンスパートI』フルートオーケストラ(フルート9重奏) FLオケ（FL9） ¥3,700 ¥5,700
1036 ASKS-FL97 山田　良平 『アルヴァマー序曲』フルート五重奏 FL５ ¥3,300 ¥4,400
1037 ASKS-FL98 吉野　直子 『何度でも／Dreams Come True』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1038 ASKS-FL99 西村  いづみ 『浜辺の歌』フルート五重奏 FL５ ¥2,000 ¥2,700
1039 ASKS-FL100 吉野　直子 『熊蜂の飛行』フルート二重奏 FL２ ¥1,100 ¥1,700
1040 ASKS-FL101 吉野　直子 『熊蜂の飛行』フルート三重奏 FL３ ¥1,600 ¥2,300
1041 ASKS-FL102 吉野　直子 『熊蜂の飛行』フルート四重奏 FL４ ¥2,000 ¥2,700
1042 ASKS-FL103 山本　雅一 『ジュ・トゥ・ヴ』フルート四重奏 FL４ ¥3,000 ¥4,000
1043 ASKS-FL104 渡辺　多真美 『「鬼滅の刃」オープニングテーマ『紅蓮華』』フルート三重奏　ピアノ伴奏 FL３+Pf ¥3,000 ¥3,800
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1044 ASKS-FL105 山本　雅一 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1045 ASKS-FL106 山田　良平 『エル・カミーノ・レアル』フルートオーケストラ(フルート9重奏) FLオケ（FL9） ¥4,500 ¥6,300
1046 ASKS-FL107 吉野　直子 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』フルート二重奏 FL２ ¥1,500 ¥2,100
1047 ASKS-FL108 吉野　直子 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』フルート三重奏 FL３ ¥2,000 ¥2,700
1048 ASKS-FL109 吉野　直子 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1049 ASKS-FL110 みなみじゅん 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』フルート四重奏 FL４ ¥2,100 ¥2,800
1050 ASKS-FL111 みなみじゅん 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1051 ASKS-FL112 山田　良平 『La Valse』フルートオーケストラ(フルート9重奏) FLオケ（FL9） ¥4,800 ¥8,000
1052 ASKS-FL113 小助川　謙二 『クリスマス・イブ／山下達郎』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1053 ASKS-FL114 山田　良平 『吹奏楽のための第二組曲』フルートオーケストラ(フルート9重奏) FLオケ（FL9） ¥3,300 ¥5,500
1054 ASKS-FL115 山岸　和正 『テルーの唄』フルート四重奏譜 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1055 ASKS-FL116 小助川　謙二 『夜空ノムコウ／SMAP』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,100
1056 ASKS-FL117 山岸　和正 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1057 ASKS-FL118 侘美　秀俊 『黄葉仙境～雪もみじ』 唱歌「紅葉」～「雪」の主題による　フルート六重奏譜 FL６ ¥2,500 ¥3,300
1058 ASKS-FL119 みなみじゅん 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』フルート四重奏 FL４ ¥2,100 ¥2,800
1059 ASKS-FL120 米山　邦宏 『越冬つばめ／森昌子』フルート三重奏 FL３ ¥2,000 ¥2,600
1060 ASKS-FL121 小助川　謙二 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1061 ASKS-FL122 成島　百華 『若者のすべて／フジファブリック』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,400
1062 ASKS-FL123 山田 良平 『ガランタ舞曲』フルートオーケストラ(フルート9重奏) FLオケ（FL9） ¥4,500 ¥7,200
1063 ASKS-FL124 成島　百華 『若者のすべて／フジファブリック』（移調版）フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,400
1064 ASKS-FL125 小助川　謙二 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1065 ASKS-FL126 成島　百華 『白い恋人たち／桑田佳祐』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1066 ASKS-FL127 山岸　和正 『「目覚め」ネスカフェ・ゴールドブレンドのテーマ』フルート四重奏 FL４ ¥2,000 ¥2,600
1067 ASKS-FL128 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』フルート四重奏 FL４ ¥2,500 ¥3,200
1068 ASKS-FL129 米山　邦宏 『秋桜／山口百恵』フルート三重奏 FL３ ¥2,000
1069 ASKS-FL130 木戸　美都子 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』フルート四重奏 FL４ ¥2,500

1070 ASKS-CL05 高橋　宏樹 生命（いのち）のうた CL４＋Dr ¥3,200 ¥4,540
1071 ASKS-CL06 福田  洋介 コッペリア　Coppélia - Ballet Mazurka - Valse Lente - Czárdás for Clarinet Quintet CL５ ¥2,400 ¥3,840
1072 ASKS-CL08 金山　徹 ムーンライトセレナーデ CL３ ¥1,600 ¥2,770
1073 ASKS-CL09 金山　徹 茶色の小瓶 CL３ ¥2,500 ¥3,770
1074 ASKS-CL10 金山　徹 Sweet Memories（松田聖子） CL３ ¥1,600 ¥2,770
1075 ASKS-CL11 渡邊　一毅 ジョジョ〜その血の運命〜 CL８ ¥2,600 ¥3,830
1076 ASKS-CL12 渡邊　一毅 Bloody Stream CL８ ¥2,600 ¥3,840
1077 ASKS-CL13 金山　徹 『NHK連続テレビ小説「あまちゃん」のテーマ』クラリネット四重奏 CL４ ¥1,900 ¥3,200
1078 ASKS-CL14 渡邊　一毅 アルメニアンダンスパートI　(クラリネット五重奏) CL５ ¥3,700 ¥5,510
1079 ASKS-CL15 金山　徹 NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」オープニングテーマ『雨のち晴レルヤ』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,870
1080 ASKS-CL25 金山　徹 『NHK連続テレビ小説「あまちゃん」のテーマ』クラリネット三重奏 CL３ ¥1,600 ¥2,900
1081 ASKS-CL26 渡邊　一毅 アルメニアンダンスパートI　(クラリネット八重奏) CL８ ¥4,700 ¥6,580
1082 ASKS-CL27 渡邊　一毅 千本桜　クラリネット八重奏 CL８ ¥3,700 ¥5,180
1083 ASKS-CL29 渡邊　一毅 〜歌劇『イーゴリ公』より「だったん人の踊り」〜　クラリネット八重奏 CL８ ¥4,700 ¥7,100
1084 ASKS-CL31 山口  景子  「アナと雪の女王」テーマ曲『Let It Go』クラリネット四重奏 CL４ ¥3,000 ¥4,350
1085 ASKS-CL32 吉松　隆 パラレルバード・エチュードop.39（スコア2冊） ＣＬ２ ¥3,700 ¥5,250
1086 ASKS-CL33 侘美　秀俊 QuinQue CL５ ¥3,700 ¥5,060
1087 ASKS-CL34 渡邊　一毅  「アナと雪の女王」テーマ曲『Let It Go』クラリネット八重奏 CL８ ¥4,500 ¥5,920
1088 ASKS-CL35 渡邊　一毅  『STAND PROUD～ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダーズ Op』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥5,020
1089 ASKS-CL37 高橋　宏樹 『ジュ・トゥ・ヴ』クラリネット四重奏 CL４ ¥1,500 ¥2,840
1090 ASKS-CL39 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,000 ¥4,420
1091 ASKS-CL40 渡邊　一毅 宇宙刑事ギャバンオープニングテーマ CL８ ¥2,500 ¥3,860
1092 ASKS-CL41 渡邊　一毅 エル・カミーノ・レアル　クラリネット八重奏 CL８ ¥4,400 ¥6,190
1093 ASKS-CL42 渡邊　一毅 ひまわりの約束 クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,960
1094 ASKS-CL43 渡邊　一毅 空想フォレスト クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥5,130
1095 ASKS-CL44 渡邊　一毅 ジョジョ〜その血の記憶〜 CL８ ¥2,600 ¥3,960
1096 ASKS-CL45 渡邊　一毅 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043より 1楽章　クラリネット六重奏 CL６ ¥2,800 ¥4,250
1097 ASKS-CL46 渡邊　一毅 紅蓮の弓矢 クラリネット八重奏 CL８ ¥2,500 ¥3,870
1098 ASKS-CL47 侘美　秀俊 サウンドオブミュージックより「私のお気に入り」クラリネット四重奏 CL４ － ¥3,500
1099 ASKS-CL48 渡邊　一毅 TVアニメ『艦隊これくしょん -艦これ-』オープニング曲「海色」 CL８ ¥2,600 ¥3,960
1100 ASKS-CL49 渡邊　一毅 TVアニメ『艦隊これくしょん -艦これ-』エンディング曲「吹雪」 CL８ ¥2,600 ¥3,960
1101 ASKS-CL50 金山　徹 『愛の讃歌』クラリネット三重奏 CL３ ¥1,600 ¥2,890
1102 ASKS-CL51 渡邊　一毅 ティコティコ　クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥5,000
1103 ASKS-CL52 渡邊　一毅 宝島　クラリネット八重奏 CL８ ¥4,000 ¥5,500
1104 ASKS-CL53 渡邊　一毅 スペイン　クラリネット八重奏 CL８ ¥4,000 ¥5,500
1105 ASKS-CL54 渡邊  一毅 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,000 ¥2,500
1106 ASKS-CL55 渡邊  一毅 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』クラリネット五重奏 CL５ ¥2,500 ¥3,000
1107 ASKS-CL56 渡邊  一毅 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,000
1108 ASKS-CL57 渡邊  一毅 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』クラリネット四重奏 CL４ ¥3,000 ¥3,500
1109 ASKS-CL58 渡邊  一毅 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』クラリネット五重奏 CL５ ¥3,250 ¥3,750
1110 ASKS-CL59 渡邊  一毅 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,000
1111 ASKS-CL60 渡邊  一毅 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』クラリネット四重奏 CL４ ¥3,300 ¥3,800
1112 ASKS-CL61 渡邊  一毅 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』クラリネット五重奏 CL５ ¥3,500 ¥4,000
1113 ASKS-CL62 渡邊  一毅 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,800 ¥4,300
1114 ASKS-CL63 久保　太郎 「峠の我が家」クラリネット四重奏 CL４ ¥3,000 ¥3,500
1115 ASKS-CL64 渡邊　一毅 『Crazy Noisy Bizarre Town～ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』第１クールOp. クラリネット八重奏 CL８ ¥3,100 ¥3,600
1116 ASKS-CL65 渡邊　一毅 『Great Days～ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』 第３クールOp. クラリネット八重奏 CL８ ¥2,600 ¥3,100
1117 ASKS-CL66 山口  景子 情熱大陸 CL２ ¥1,600 ¥2,200
1118 ASKS-CL67 渡邊　一毅 『一度だけの恋なら～マクロスデルタオープニングテーマ』 クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,000
1119 ASKS-CL68 渡邊　一毅 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』クラリネット四重奏 CL４ ¥3,300 ¥3,800
1120 ASKS-CL69 渡邊　一毅 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,800 ¥4,300
1121 ASKS-CL70 渡邊　一毅 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』クラリネット四重奏譜 CL４ ¥2,800 ¥3,300
1122 ASKS-CL71 渡邊　一毅 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』クラリネット八重奏譜 CL８ ¥3,000 ¥3,700

【クラリネットアンサンブル】
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1123 ASKS-CL74 渡邊  一毅 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,000
1124 ASKS-CL75 金山　徹 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』クラリネット五重奏譜 CL５ ¥2,500 ¥3,200
1125 ASKS-CL76 渡邊　一毅 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』クラリネット四重奏 CL４ ¥3,300 ¥3,800
1126 ASKS-CL77 渡邊　一毅 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,800 ¥4,300
1127 ASKS-CL78 渡邊　一毅 『イマココ』TVアニメ「月がきれい」オープニングテーマ クラリネット七重奏 CL７ ¥2,500 ¥3,000
1128 ASKS-CL79 渡邊　一毅 『月がきれい 』TVアニメ「月がきれい」エンディングテーマ クラリネット五重奏 CL５ ¥2,500 ¥3,000
1129 ASKS-CL80 渡邊　一毅 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』クラリネット四重奏 CL４ ¥3,800 ¥4,300
1130 ASKS-CL81 渡邊  一毅 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』クラリネット四重奏 CL４ ¥3,000 ¥3,500
1131 ASKS-CL82 渡邊  一毅 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,000
1132 ASKS-CL83 塩野　一毅 「影絵」クラリネット五重奏 CL５ ¥3,000 ¥3,800
1133 ASKS-CL84 小栗　克裕 「ラ・ヴァルス（La Valse）」クラリネット八重奏 CL８ ¥4,500 ¥6,000
1134 ASKS-CL86 渡邊  一毅 『春の猟犬』クラリネット五重奏 CL５ ¥3,700 ¥5,000
1135 ASKS-CL87 山田　良平 『アルヴァマー序曲』クラリネットオーケストラ CL１２ ¥3,500 ¥5,400
1136 ASKS-CL88 渡邊　一毅 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』クラリネット四重奏 CL４ ¥3,800 ¥4,300
1137 ASKS-CL89 渡邊　一毅 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,000
1138 ASKS-CL90 渡邊　一毅 BOHEMIAN RHAPSODY（QUEEN） CL５ ¥2,800 ¥4,240
1139 ASKS-CL91 高橋　宏樹 太陽のうた CL４＋Dr ¥3,200 ¥4,540
1140 ASKS-CL92 高橋　宏樹 大地のうた CL４＋Dr ¥3,200 ¥4,540
1141 ASKS-CL93 渡邊　一毅 『Fighting Gold～ジョジョの奇妙な冒険第5部〜黄金の風〜』 Op. クラリネット四重奏 CL４ ¥2,000 ¥2,500
1142 ASKS-CL94 渡邊　一毅 『Fighting Gold～ジョジョの奇妙な冒険第5部〜黄金の風〜』 Op. クラリネット八重奏 CL８ ¥2,600 ¥3,200
1143 ASKS-CL95 渡邊　一毅 『裏切り者のレクイエム ～ジョジョの奇妙な冒険第5部〜黄金の風〜』の第2弾Op.クラリネット八重奏 CL８ ¥2,600 ¥3,300
1144 ASKS-CL96 渡邊　一毅 You were there 〜あなたがいるから〜クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,100
1145 ASKS-CL97 渡邊　一毅 You were there 〜あなたがいるから〜クラリネット五重奏 CL５ ¥2,500 ¥3,100
1146 ASKS-CL98 渡邊　一毅 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,200
1147 ASKS-CL99 渡邊　一毅 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,300
1148 ASKS-CL100 山本　雅一 「くるみ割り人形の思い出」クラリネット六重奏 CL６ ¥2,800 ¥4,000
1149 ASKS-CL101 山本　雅一 「Quartet Sonatine」Bbクラリネット四重奏 BbCL４ ¥3,300 ¥4,500
1150 ASKS-CL102 山本　雅一 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
1151 ASKS-CL103 山本　雅一 「パプリカ／米津玄師 」　クラリネット四重奏譜 CL４ ¥2,500 ¥3,100
1152 ASKS-CL104 山本　雅一 「この道／山田耕筰 」　クラリネット四重奏譜 CL４ ¥2,300 ¥3,000
1153 ASKS-CL105 渡邊　一毅 『「鬼滅の刃」オープニングテーマ『紅蓮華』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,400
1154 ASKS-CL106 米山　邦宏 交響曲第五番 ハ短調 op.67「運命」 CL６ ¥12,000 ¥15,000
1155 ASKS-CL107 米山　邦宏 交響曲第五番 ハ短調 op.67「運命」第一楽章 CL６ ¥3,500 ¥4,600
1156 ASKS-CL108 米山　邦宏 交響曲第五番 ハ短調 op.67「運命」第二楽章 CL６ ¥4,500 ¥5,400
1157 ASKS-CL109 米山　邦宏 交響曲第五番 ハ短調 op.67「運命」第三楽章 CL６ ¥3,000 ¥4,000
1158 ASKS-CL110 米山　邦宏 交響曲第五番 ハ短調 op.67「運命」第四楽章 CL６ ¥4,500 ¥6,000
1159 ASKS-CL111 山本　雅一 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,000 ¥2,700
1160 ASKS-CL112 米山　邦宏 『ラブユー東京／黒沢明とロス・プリモス』クラリネット六重奏 CL６ ¥2,600 ¥3,300
1161 ASKS-CL113 渡邊　一毅 「鬼滅の刃」エンディングテーマ『from the edge』クラリネット八重奏 CL８ ¥2,600 ¥3,300
1162 ASKS-CL114 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,200
1163 ASKS-CL115 米山　邦宏 『舟唄／八代亜紀』クラリネット三重奏 CL３ ¥1,800 ¥2,400
1164 ASKS-CL116 米山　邦宏 『サンドペーパーバレエ／アンダーソン』クラリネット三重奏 CL３ ¥1,800 ¥2,500
1165 ASKS-CL117 渡邊　一毅 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,300
1166 ASKS-CL118 渡邊　一毅 『エル・カミーノ・レアル』クラリネット五重奏 CL５ ¥3,000 ¥4,570
1167 ASKS-CL119 渡邊　一毅 「鬼滅の刃」劇中歌『竈門炭治郎のうた』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,500
1168 ASKS-CL120 渡邊　一毅 『何度でも／Dreams Come True』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,200
1169 ASKS-CL121 渡邊　一毅 『香水／瑛人』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,200
1170 ASKS-CL122 渡邊　一毅 『夜に駆ける／YOASOBI』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,700
1171 ASKS-CL123 山本　雅一 『ジュ・トゥ・ヴ』クラリネット四重奏 CL４ ¥3,000 ¥4,000
1172 ASKS-CL124 渡邊　一毅 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,400
1173 ASKS-CL125 渡邊　一毅 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』クラリネット五重奏 CL５ ¥3,000 ¥3,800
1174 ASKS-CL126 柴田　誠太郎 『影は僕のともだち～２本のクラリネットのための～』 CL２ ¥2,000 ¥2,900
1175 ASKS-CL127 清水　大輔 E.I.T～For Octet Clarinet Ensemble CL８ ¥3,000 ¥3,900
1176 ASKS-CL128 渡邊　一毅 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』クラリネット五重奏 CL５ ¥2,500 ¥3,200
1177 ASKS-CL129 渡邊　一毅 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,400
1178 ASKS-CL130 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』クラリネット五重奏 CL５ ¥2,500 ¥3,200
1179 ASKS-CL131 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,300
1180 ASKS-CL132 渡邊　一毅 『神のまにまに』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,500
1181 ASKS-CL133 渡邊　一毅 『タングアンゴ』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,400
1182 ASKS-CL135 渡邊　一毅 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,500
1183 ASKS-CL137 渡邊　一毅 『「呪術廻戦」主題歌『廻廻奇譚』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,400
1184 ASKS-CL138 渡邊　一毅 『「王様ランキング」主題歌『BOY／King Gnu』』クラリネット五重奏 CL５ ¥3,500 ¥4,300
1185 ASKS-CL139 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,300
1186 ASKS-CL140 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』クラリネット五重奏 CL５ ¥2,500 ¥3,200
1187 ASKS-CL141 渡邊　一毅 『アルヴァマー序曲』クラリネット五重奏譜 CL５ ¥3,700 ¥4,800
1188 ASKS-CL142 小助川　謙二 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』クラリネット五重奏 CL５ ¥2,500 ¥3,300
1189 ASKS-CL143 小助川　謙二 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,400
1190 ASKS-CL144 三界　秀実 『Duo Capriccioso for 2Clarinets(2004〜rev.2022)』 CL２ ¥3,000 ¥4,100
1191 ASKS-CL145 小助川　謙二 『「マ・メール・ロワ」より第5曲「妖精の園」』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,200
1192 ASKS-CL146 米山　邦宏 『Wellerman』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,000 ¥2,600
1193 ASKS-CL147 米山　邦宏 『Drunken Sailor』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,000 ¥2,700
1194 ASKS-CL148 小助川　謙二 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,500 ¥3,200
1195 ASKS-CL149 小助川　謙二 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,200
1196 ASKS-CL150 渡邊　一毅 『「SPYxFAMILY」第2期のオープニング『Souvenir』』クラリネット五重奏 CL５ ¥2,500 ¥3,100
1197 ASKS-CL151 渡邊　一毅 『「SPYxFAMILY」第2期のエンディング『色彩』』クラリネット五重奏 CL５ ¥2,500 ¥3,100
1198 ASKS-CL152 米山　邦宏 『Drowsy Maggie』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,000 ¥2,700
1199 ASKS-CL153 米山　邦宏 『Irish Party in Third Class』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,000 ¥2,700
1200 ASKS-CL154 山岸　和正 『「目覚め」ネスカフェ・ゴールドブレンドのテーマ』クラリネット四重奏 CL４ ¥2,000 ¥2,600
1201 ASKS-CL155 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』クラリネット五重奏 CL５ ¥3,250 ¥4,050
1202 ASKS-CL156 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,300
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1203 ASKS-CL157 小助川　謙二 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』クラリネット五重奏 CL５ ¥2,500 ¥3,300
1204 ASKS-CL158 小助川　謙二 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』クラリネット八重奏 CL８ ¥3,500 ¥4,300
1205 ASKS-CL159 米山　邦宏 『秋桜／山口百恵』フルート三重奏 CL４ ¥2,500

1206 ASKS-MT01 渡邊　一毅 アルメニアンダンスパートI　木炭シリーズ(バスクラリネット五重奏) Bs.CL５ ¥3,700 ¥5,470
1207 ASKS-MT02 渡邊　一毅 ブラックホークが舞うところ Bs.CL５ ¥3,200 ¥4,590
1208 ASKS-MT03 渡邊　一毅 交響詩『フィンランディア』 Bs.CL５ ¥3,700 ¥5,200
1209 ASKS-MT04 渡邊　一毅 ゴリウォーグのケークウォーク Bs.CL５ ¥2,600 ¥3,980
1210 ASKS-MT05 渡邊　一毅 魔訶不思議アドベンチャー！（アニメ『ドラゴンボール』の主題歌） Bs.CL５ ¥2,100 ¥3,410
1211 ASKS-MT06 渡邊　一毅 ブルー・タンゴ（L.アンダーソン） Bs.CL５ ¥2,600 ¥4,100
1212 ASKS-MT07 渡邊　一毅 忘れられた夢（L.アンダーソン） Bs.CL５ ¥2,100 ¥3,480
1213 ASKS-MT08 渡邊　一毅 アダージョ（バーバー） Bs.CL５ ¥3,400 ¥4,710
1214 ASKS-MT09 渡邊　一毅 死の舞踏 Danse Macabre（サン＝サーンス） Bs.CL５ ¥3,500 ¥5,160
1215 ASKS-MT10 渡邊　一毅 I was born to love you（QUEEN） Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,880
1216 ASKS-MT11 渡邊　一毅 BOHEMIAN RHAPSODY（QUEEN） Bs.CL５ ¥2,800 ¥4,240
1217 ASKS-MT12 渡邊　一毅 One Note Samba（SAMBA DE UMA NOTA SÓ） Bs.CL５ ¥2,000 ¥3,350
1218 ASKS-MT13 渡邊　一毅  「アナと雪の女王」テーマ曲『Let It Go』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥3,000 ¥4,350
1219 ASKS-MT14 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』バスクラリネット五重奏　原調版 Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,830
1220 ASKS-MT15 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』バスクラリネット五重奏　移調版 Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,830
1221 ASKS-MT16 金山　徹 サム・スカンク・ファンク Bs.CL５ ¥3,000 ¥4,410
1222 ASKS-MT17 渡邊　一毅 『エル・カミーノ・レアル』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥3,000 ¥4,570
1223 ASKS-MT18 渡邊　一毅 『レヴィラード』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,870
1224 ASKS-MT19 渡邊　一毅 『トレイン・トレイン』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,940
1225 ASKS-MT20 池田　めぐみ 『トランペット吹きの休日』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥2,100 ¥3,540
1226 ASKS-MT21 渡邊  一毅 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,100
1227 ASKS-MT23 渡邊  一毅 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥3,500 ¥4,000
1228 ASKS-MT24 古川　邦彦 オペラ「カヴァレリアルスティカーナ」より『間奏曲』 Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,000
1229 ASKS-MT25 古川　邦彦 『あの夏へ』千と千尋の神隠しより Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,000
1230 ASKS-MT26 古川　邦彦 『キャラバンの到着』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,200
1231 ASKS-MT29 加藤　和宏 亡き王女のためのパヴァーヌ／ラヴェル Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,200
1232 ASKS-MT30 加藤　和宏 時の踊り／ポンキエッリ Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,800
1233 ASKS-MT33 古川　邦彦 雨だれ「Raindrop」～Prelude Op.28-15／ショパン Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,200
1234 ASKS-MT34 加藤　和宏 天空への挑戦～TO CHALLENGE THE SKY AND HEAVENS ABOVE Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,500
1235 ASKS-MT35 加藤　和宏 Fly me to the moon Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,100
1236 ASKS-MT36 古川　邦彦 『3匹の猫／クリス・ヘイゼル』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥4,000 ¥4,900
1237 ASKS-MT37 渡邊  一毅 『春の猟犬』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥3,700 ¥4,700
1238 ASKS-MT39 古川　邦彦 『アシタカセッ記』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,100
1239 ASKS-MT40 渡邊  一毅 『吹奏楽のための５つの交響的描写曲「オセロ」より」 Bs.CL５ ¥4,000 ¥4,800
1240 ASKS-MT41 渡邊  一毅 カーロ・ミオ・ベン／ジョルダーニ Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,000
1241 ASKS-MT42 渡邊  一毅 ルスランとリュドミラ序曲 / グリンカ Bs.CL５ ¥3,500 ¥4,600
1242 ASKS-MT43 渡邊  一毅 LOVEマシーン／モーニング娘。 Bs.CL５ ¥2,800 ¥3,600
1243 ASKS-MT44 加藤　和宏 『ジュ・トゥ・ヴ』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,500
1244 ASKS-MT45 加藤　和宏 愛燦燦／美空ひばり Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,200
1245 ASKS-MT46 加藤　和宏 天城越え／石川さゆり Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,100
1246 ASKS-MT47 加藤　和宏 「トゥーランドットより誰も寝てはならぬ」バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥2,000 ¥2,500
1247 ASKS-MT48 古川　邦彦 『ベートーベン／ソナタ第８番《悲愴》第２楽章』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥2,500 ¥3,300
1248 ASKS-MT49 渡邊　一毅 『アルヴァマー序曲』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥3,700 ¥4,800
1249 ASKS-MT50 渡邊　一毅 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』バスクラリネット五重奏 Bs.CL５ ¥3,250 ¥3,950

1250 ASKS-SX01 高橋　宏樹 To”B”Continued SAX４ ¥3,200 ¥4,530
1251 ASKS-SX16 津崎　知之 キャラバンの到着 SAX４ ¥2,600 ¥4,030
1252 ASKS-SX17 金山　徹 『NHK連続テレビ小説「あまちゃん」のテーマ』サキソフォン四重奏S・A・T・B SAX４ ¥1,900 ¥3,200
1253 ASKS-SX19 福田  洋介 Night Passenger SAX４ ¥3,200 ¥4,610
1254 ASKS-SX20 久保　太郎 ラ・クカラーチャ(La Cucaracha)サキソフォン四重奏A・A・T・B SAX４ ¥2,100 ¥3,740
1255 ASKS-SX21 金山　徹 NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」オープニングテーマ『雨のち晴レルヤ』サキソフォン四重奏S・A・T・B SAX４ ¥2,500 ¥3,870
1256 ASKS-SX29 津崎　知之 秋　桜 SAX４ ¥2,400 ¥3,720
1257 ASKS-SX31 吉松　隆 アトムハーツクラブカルテット　サクソフォン四重奏版op.70c SAX４ ¥9,350 ¥11,050
1258 ASKS-SX32 下田　和輝 Across the City～アクロス・ザ・シティ～ SAX４ ¥2,600 ¥4,140
1259 ASKS-SX33 山口  景子  「アナと雪の女王」テーマ曲『Let It Go』サキソフォン四重奏 SAX４ ¥3,000 ¥4,350
1260 ASKS-SX35 下田　和輝 ゲラゲラポーのうた～アニメ妖怪ウォッチオープニングテーマ～ SAX４ ¥2,000 ¥3,460
1261 ASKS-SX39 侘美　秀俊 サウンドオブミュージックより「私のお気に入り」サキソフォン四重奏 SAX４ － ¥3,500
1262 ASKS-SX43 金城　菜美子 TVアニメ「おそ松さん」OP『はなまるぴっぴはよいこだけ』サキソフォン六重奏 SAX６ ¥2,500 ¥3,000
1263 ASKS-SX44 山口  景子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』サキソフォン四重版S・A・T・B SAX４ ¥2,500 ¥3,000
1264 ASKS-SX45 金城　菜美子 「ファインディング・ドリー」エンドソング『Unforgettable』サキソフォン四重版S・A・T・B SAX４ ¥2,500 ¥3,000
1265 ASKS-SX46 津崎　知之 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』サキソフォン四重版S・A・T・B SAX4 ¥2,500 ¥3,000
1266 ASKS-SX47 津崎　知之 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』サキソフォン四重奏S・A・T・B SAX4 ¥2,000 ¥2,500
1267 ASKS-SX48 津崎　知之 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』サキソフォン四重版S・A・T・B原調版 SAX4 ¥2,500 ¥3,000
1268 ASKS-SX49 津崎　知之 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』サキソフォン四重版S・A・T・B移調版 SAX4 ¥2,500 ¥3,000
1269 ASKS-SX50 津崎　知之 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』サキソフォン四重版 SAX4 ¥2,500 ¥3,000
1270 ASKS-SX51 津崎　知之 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』サキソフォン四重奏S・A・T・B SAX4 ¥2,000 ¥2,500
1271 ASKS-SX52 高橋　宏樹 『アルメニアンダンスパートI』サキソフォン八重奏 SAX８ ¥7,400 ¥8,900
1272 ASKS-SX53 塩野　一毅 「波」バリトンサクソフォーン四重奏 B.SAX４ ¥2,000 ¥2,800
1273 ASKS-SX54 山口  景子 「プラチナ」サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,500 ¥3,000
1274 ASKS-SX55 山口  景子 「やさしさに包まれたなら」サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,500 ¥3,000
1275 ASKS-SX56 山口  景子 「風になる」サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,500 ¥3,000
1276 ASKS-SX57 津崎　知之 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』サキソフォン四重版 SAX４ ¥2,500 ¥3,000
1277 ASKS-SX58 津崎　知之 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』サキソフォン四重版 SAX４ ¥2,500 ¥3,000
1278 ASKS-SX59 高橋　宏樹 To“B”Continued... for Saxophone Band SAX８ ¥5,500 ¥6,500
1279 ASKS-SX60 津崎　知之 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』サキソフォン四重版 SAX４ ¥2,500 ¥3,200

【木炭シリーズ】（バスクラリネットアンサンブル　五重奏）

【サキソフォンアンサンブル】
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1280 ASKS-SX61 山本　雅一 「Quartet Sonatine」サクソフォーン四重奏A・A・T・B SAX４ ¥3,300 ¥4,500
1281 ASKS-SX62 山本　雅一 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』サクソフォーン四重版 SAX４ ¥2,500 ¥3,300
1282 ASKS-SX63 山本　雅一 「パプリカ／米津玄師 」サクソフォーン四重奏譜 SAX４ ¥2,500 ¥3,100
1283 ASKS-SX64 津崎　知之 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』サクソフォーン四重奏S・A・T・B SAX４ ¥2,000 ¥2,700
1284 ASKS-SX65 川田　佳誠 「After 'a rain'」サクソフォーン三重奏 SAX３ ¥2,500 ¥3,400
1285 ASKS-SX66 山本　雅一 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』サクソフォーン四重版 SAX４ ¥2,500 ¥3,300
1286 ASKS-SX67 山本　雅一 『何度でも／Dreams Come True』サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,500 ¥3,200
1287 ASKS-SX68 みなみじゅん 「となりのトトロ」Sound Tracks １ 『さんぽ』　サクソフォーン五重奏 SAX５ ¥1,800 ¥2,500
1288 ASKS-SX69 みなみじゅん 「となりのトトロ」Sound Tracks ２ 『五月の村』　サクソフォーン五重奏 SAX５ ¥1,800 ¥2,500
1289 ASKS-SX70 みなみじゅん 「となりのトトロ」Sound Tracks ３ 『メイとすすわたり～夕暮れの風～こわくない～おかあさん』　サクソフォーン五重奏 SAX５ ¥2,200 ¥3,000
1290 ASKS-SX71 みなみじゅん 「となりのトトロ」Sound Tracks ４ 『小さなオバケ』　サクソフォーン五重奏 SAX５ ¥2,000 ¥2,800
1291 ASKS-SX72 みなみじゅん 「となりのトトロ」Sound Tracks ５ 『塚森の大樹～まいご』　サクソフォーン五重奏 SAX５ ¥2,500 ¥3,300
1292 ASKS-SX73 みなみじゅん 「となりのトトロ」Sound Tracks ６ 『風のとおり道～月夜の飛行』　サクソフォーン五重奏 SAX５ ¥2,000 ¥2,800
1293 ASKS-SX74 みなみじゅん 「となりのトトロ」Sound Tracks ７ 『メイがいない～ねこバス』　サクソフォーン五重奏 SAX５ ¥2,600 ¥3,400
1294 ASKS-SX75 みなみじゅん 「となりのトトロ」Sound Tracks ８ 『よかったね～となりのトトロ』　サクソフォーン五重奏 SAX５ ¥2,200 ¥3,000
1295 ASKS-SX76 山本　雅一 『ジュ・トゥ・ヴ』サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥3,000 ¥4,000
1296 ASKS-SX77 みなみじゅん 『虫歯のこどもの誕生日』みんなのうたシリーズ　サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥1,500 ¥2,200
1297 ASKS-SX78 みなみじゅん 『ドラキュラのうた』みんなのうたシリーズ　サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥1,500 ¥2,200
1298 ASKS-SX79 津崎　知之 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』サクソフォーン四重奏 原調版 SAX４ ¥2,500 ¥3,200
1299 ASKS-SX80 津崎　知之 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』サクソフォーン四重奏 移調版 SAX４ ¥2,500 ¥3,200
1300 ASKS-SX81 みなみじゅん 『赤鬼と青鬼のタンゴ』みんなのうたシリーズ　サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥1,500 ¥2,200
1301 ASKS-SX82 みなみじゅん 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』サキソフォン四重版 SAX４ ¥2,500 ¥3,200
1302 ASKS-SX83 みなみじゅん 『サラマンドラ』みんなのうたシリーズ サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥1,500 ¥2,100
1303 ASKS-SX84 みなみじゅん 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,100 ¥2,700
1304 ASKS-SX85 みなみじゅん 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,500 ¥3,200
1305 ASKS-SX86 みなみじゅん 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,100 ¥2,800
1306 ASKS-SX87 津崎　知之 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,500 ¥3,200
1307 ASKS-SX88 小助川　謙二 『「マ・メール・ロワ」より第4曲　美女と野獣の対話』サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,500 ¥3,300
1308 ASKS-SX89 三界　秀実 『Duo Capriccioso for 2Alto Saxophones』 SAX２ ¥3,000 ¥4,100
1309 ASKS-SX90 小助川　謙二 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』サキソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,500 ¥3,200
1310 ASKS-SX91 山岸　和正 『「目覚め」ネスカフェ・ゴールドブレンドのテーマ』サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,000 ¥2,600
1311 ASKS-SX92 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』サクソフォーン四重奏 SAX４ ¥2,500 ¥3,200
1312 ASKS-SX93 津崎　知之 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』サキソフォン四重奏S・A・T・B SAX４ ¥2,500

1313 ASKS-SP01 福田  洋介 「GENJI」　Sherpas Library シリーズ SAX９ ¥5,000 ¥5,500
1314 ASKS-SP02 高橋　賢 「絵日記」　Sherpas Library シリーズ SAX４ ¥3,500 ¥4,000
1315 ASKS-SP03 福田  洋介 「トッカータとフーガ」　Sherpas Library シリーズ SAX９ ¥7,000 ¥7,500
1316 ASKS-SP04 福田  洋介 「月の光」　Sherpas Library シリーズ SAX９ ¥5,000 ¥5,500
1317 ASKS-SP05 福田  洋介 「月光（鬼束ちひろ）」　Sherpas Library シリーズ SAX９ ¥5,000 ¥5,500
1318 ASKS-SP06 高橋　賢 「ひこうき雲（荒井由実）」　Sherpas Library シリーズ SAX９＋Dr. ¥4,000 ¥4,500
1319 ASKS-SP07 高橋　賢 「家族になろうよ（福山雅治）」　Sherpas Library シリーズ SAX９＋Dr. ¥5,000 ¥5,500
1320 ASKS-SP08 高橋　賢 「道標（福山雅治）」　Sherpas Library シリーズ SAX９＋Pf ¥5,000 ¥5,500
1321 ASKS-SP09 福田  洋介 「シルエットロマンス」　Sherpas Library シリーズ SAX９＋Pf ¥5,000 ¥5,500
1322 ASKS-SP10 福田  洋介 「リベルタンゴ」　Sherpas Library シリーズ SAX８＋カホン ¥5,000 ¥5,500
1323 ASKS-SP11 高橋　賢 「フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン」　Sherpas Library シリーズ SAX３ ¥2,500 ¥3,000
1324 ASKS-SP12 高橋　賢 「チュニジアの夜」　Sherpas Library シリーズ SAX６ ¥4,000 ¥4,500
1325 ASKS-SP13 中村　匡児 「オー　ソレ　ミオ」　Sherpas Library シリーズ SAX６ ¥2,500 ¥3,000
1326 ASKS-SP14 中村　匡児 「帰れソレントへ」　Sherpas Library シリーズ SAX６ ¥3,500 ¥4,000
1327 ASKS-SP15 中村　匡児 「しあわせのランプ」　Sherpas Library シリーズ SAX５ ¥3,500 ¥4,000
1328 ASKS-SP16 高橋　賢 「逢いたくていま（MISIA）」　Sherpas Library シリーズ SAX９＋Dr. ¥4,000 ¥4,500

1329 ASKS-RC01 みなみじゅん 『瑠璃色の地球』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,500 ¥2,100
1330 ASKS-RC02 みなみじゅん 『テルーの唄／ゲド戦記』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,300 ¥1,900
1331 ASKS-RC03 みなみじゅん 『ピッコロの女たち／紅の豚』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,100 ¥1,700
1332 ASKS-RC04 みなみじゅん 『アシタカセッ記／もののけ姫』リコーダー四重奏 A/A/T/B ¥1,500 ¥2,100
1333 ASKS-RC05 みなみじゅん 『天空の城ラピュタ／天空の城ラピュタ』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,400 ¥2,000
1334 ASKS-RC06 みなみじゅん 『鳥の人／風の谷のナウシカ』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,500 ¥2,200
1335 ASKS-RC07 みなみじゅん 『晴れた日に・・・／魔女の宅急便』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,300 ¥1,900
1336 ASKS-RC08 みなみじゅん 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,700 ¥2,400
1337 ASKS-RC09 高橋　宏樹 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,500 ¥2,100
1338 ASKS-RC10 高橋　宏樹 「鬼滅の刃」オープニングテーマ『紅蓮華』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,500 ¥2,200
1339 ASKS-RC11 高橋　宏樹 「鬼滅の刃」劇中歌『竈門炭治郎のうた』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,500 ¥2,100
1340 ASKS-RC12 みなみじゅん 『Summer Road／菊次郎の夏』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,500 ¥2,100
1341 ASKS-RC13 みなみじゅん 『サラマンドラ』みんなのうたシリーズリコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,500 ¥2,100
1342 ASKS-RC14 みなみじゅん 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,800 ¥2,400
1343 ASKS-RC15 みなみじゅん 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥2,000 ¥2,700
1344 ASKS-RC16 みなみじゅん 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』リコーダー四重奏 S/A/T/B ¥1,800 ¥2,500

1345 ASKS-BE03 侘美　秀俊 ステキな日曜日～Gyu Gyu グッデイ!～（金管五重奏） 金管５ ¥3,200 ¥4,610
1346 ASKS-BE05 福田  洋介 キャンディボックス・ラグ 金管５ ¥2,400 ¥3,840
1347 ASKS-BE14 金山　徹 『NHK連続テレビ小説「あまちゃん」のテーマ』金管五重奏 金管５ ¥1,900 ¥3,210
1348 ASKS-BE15 福田  洋介 「森の騎士」 金管4重奏(Tp,Hr,Tb,Eu) 金管４ ¥3,200 ¥4,550
1349 ASKS-BE19 金山　徹 NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」オープニングテーマ『雨のち晴レルヤ』金管五重奏 金管５ ¥3,200 ¥4,580
1350 ASKS-BE20 長野　雄行 NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」オープニングテーマ『雨のち晴レルヤ』金管八重奏 金管８ ¥4,200 ¥5,680
1351 ASKS-BE23 加藤　新平 Take On Me（A～ha）原調版 金管５ ¥3,200 ¥4,680
1352 ASKS-BE24 加藤　新平 Take On Me（A～ha）変イ長調版 金管５ ¥3,200 ¥4,680
1353 ASKS-BE40 山岸　和正 White Christmas 金管５＋Vocal ¥2,600 ¥3,930
1354 ASKS-BE41 山岸　和正 Silent Night Holy Night（きよしこの夜） 金管５ ¥2,100 ¥3,390
1355 ASKS-BE42 長野　雄行 『NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」テーマ曲』金管五重奏 金管５ ¥2,600 ¥3,990

【Sherpas Library シリーズ】（ラージサキソフォンアンサンブル）

【金管アンサンブル】

【リコーダーアンサンブル】
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1356 ASKS-BE43 長野　雄行 『NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」テーマ曲』金管八重奏 金管８ ¥2,900 ¥4,380
1357 ASKS-BE46 山岸　和正 無言歌よりOp.62-4 「朝の歌」  メンデルスゾーン 金管５ ¥2,100 ¥3,390
1358 ASKS-BE47 山岸　和正 無言歌よりOp.62-6 「春の歌」   メンデルスゾーン 金管５ ¥2,100 ¥3,410
1359 ASKS-BE48 山岸　和正 無言歌よりOp.67-2 「失われた幻影」   メンデルスゾーン 金管５ ¥2,100 ¥3,430
1360 ASKS-BE49 山岸　和正 無言歌よりOp.67-5 「羊飼いの訴え」   メンデルスゾーン 金管５ ¥2,100 ¥3,380
1361 ASKS-BE50 山岸　和正 無言歌よりOp.85-5 「帰郷」   メンデルスゾーン 金管５ ¥2,100 ¥3,390
1362 ASKS-BE51 山岸　和正 無言歌よりOp.102-2「追想」   メンデルスゾーン 金管５ ¥2,100 ¥3,380
1363 ASKS-BE52 山岸　和正 無言歌よりOp.102-6「信仰」   メンデルスゾーン 金管５ ¥2,100 ¥3,380
1364 ASKS-BE58 長野　雄行 『NHK連続テレビ小説「花子とアン」オープニングテーマ『にじいろ』』金管五重奏 金管５ ¥3,300 ¥4,730
1365 ASKS-BE59 長野　雄行 『NHK連続テレビ小説「花子とアン」オープニングテーマ『にじいろ』』金管八重奏 金管８ ¥3,800 ¥5,290
1366 ASKS-BE64 加藤　新平 名もなき勇者たち 金管５ ¥2,900 ¥4,460
1367 ASKS-BE65 山口  景子 ルージュの伝言　金管五重奏 金管５ ¥2,600 ¥3,950
1368 ASKS-BE66 高橋　宏樹 音楽紀行　ITALIAN MEDLEY ～フニクリ・フニクラ・アイーダ凱旋行進曲・誰も寝てはならぬ・帰れソレントへ～金管五重奏金管５ ¥2,600 ¥4,040
1369 ASKS-BE69 長野　雄行 『NHK連続テレビ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』』金管五重奏　 金管５ ¥3,100 ¥4,490
1370 ASKS-BE70 長野　雄行 『NHK連続テレビ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』』金管八重奏　 金管８ ¥3,400 ¥4,890
1371 ASKS-BE71 金山　徹 Misty 金管５ ¥2,500 ¥3,810
1372 ASKS-BE72 長野　雄行 ジブリ映画「紅の豚」より ”真紅の翼”　 金管５ ¥1,900 ¥3,210
1373 ASKS-BE73 山口  景子 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』金管五重奏 金管５ ¥2,500 ¥3,870
1374 ASKS-BE74 山口  景子 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』金管八重奏 金管８ ¥2,800 ¥4,190
1375 ASKS-BE75 山口  景子 宝島（Tp, Tb, Pf） 金管２＋Pf ¥2,500 ¥3,830
1376 ASKS-BE76 今村　愛紀 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』金管五重奏 金管５ ¥2,500 ¥3,000
1377 ASKS-BE77 山口  景子 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』金管八重奏 金管８ ¥2,800 ¥3,300
1378 ASKS-BE78 藤田　英大 「LAPUTA -Castle in the Sky-　天空の城ラピュタより」金管五重奏 金管５ ¥2,000 ¥2,600
1379 ASKS-BE79 山田　大 Pegasus Overture for brass dectet 金管１０ ¥3,000 ¥3,600
1380 ASKS-BE80 金城　菜美子 TVアニメ「おそ松さん」OP『はなまるぴっぴはよいこだけ』金管五重奏 金管５ ¥2,000 ¥2,500
1381 ASKS-BE81 長野　雄行 Go straight Trb2, Tuba1 ¥2,200 ¥2,700
1382 ASKS-BE82 長野　雄行 Setting Sun, Rising Moon Tb2, BsTb1, Tu1 ¥3,500 ¥4,500
1383 ASKS-BE83 金城　菜美子 TVアニメ「おそ松さん」OP『はなまるぴっぴはよいこだけ』金管六重奏 金管６ ¥2,500 ¥3,000
1384 ASKS-BE84 村上　雄亮 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』金管五重奏 金管５ ¥2,500 ¥3,000
1385 ASKS-BE85 山田　大 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,500
1386 ASKS-BE86 久保　太郎 「闘牛士／カルメン 第一組曲より」金管六重奏 金管６ ¥4,500 ¥5,000
1387 ASKS-BE87 久保　太郎 「アラゴネーズ／カルメン 第一組曲より」金管六重奏 金管６ ¥2,800 ¥3,300
1388 ASKS-BE88 松岡　浩介 「ラジオ体操第一」金管五重奏 金管５ ¥2,000 ¥2,500
1389 ASKS-BE89 松岡　浩介 「ラジオ体操の歌」金管五重奏 金管５ ¥2,000 ¥2,500
1390 ASKS-BE90 岩田　恵子 「星条旗よ永遠なれ」金管十二重奏 金管１２ ¥2,500 ¥3,500
1391 ASKS-BE101 長野　雄行 Spielzeug　〜金管五重奏のための 金管５ ¥2,500 ¥3,700
1392 ASKS-BE102 今村　愛紀 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,500
1393 ASKS-BE103 岩田　恵子 蛍の光 with Swing　～Auld Lang Syne with Swing～ 金管５ ¥2,000 ¥2,600
1394 ASKS-BE104 金城　菜美子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』金管五重奏 原調版 金管５ ¥2,500 ¥3,000
1395 ASKS-BE105 金城　菜美子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』金管五重奏 移調版 金管５ ¥2,500 ¥3,000
1396 ASKS-BE106 岩田　恵子 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』金管五重奏譜 金管５ ¥2,500 ¥3,200
1397 ASKS-BE107 松岡　浩介 「ようこそジャパリパークへ」金管五重奏 金管５ ¥2,000 ¥2,800
1398 ASKS-BE108 金城　菜美子 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,500
1399 ASKS-BE109 松井　大夢 「桜の季節に」金管二重奏譜 Tp,Tb ¥1,000 ¥1,500
1400 ASKS-BE110 松井　大夢 「Straight」金管二重奏譜 Tp,Tb ¥1,500 ¥2,000
1401 ASKS-BE111 松井　大夢 「Dance with T-T」金管二重奏譜 Tp,Tb ¥1,500 ¥2,000
1402 ASKS-BE112 長野　雄行  「煌光探検」金管五重奏のための 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1403 ASKS-BE113 長野　雄行 金管五重奏のための民謡「うちなーのてぃだ」 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1404 ASKS-BE114 侘美　秀俊  「King-Go Suite（Eu-Tubar Suite）」 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1405 ASKS-BE115 山岸　和正 メンデルスゾーン「無言歌セレクション」 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1406 ASKS-BE116 山岸　和正 金管五重奏のための「リコルダンツァ」 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1407 ASKS-BE117 福田  洋介 Journey Fantasica 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1408 ASKS-BE118 今村　愛紀 金管五重奏曲 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1409 ASKS-BE119 山口  景子 夢　空 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1410 ASKS-BE120 大森  愛弓 神器の記憶 〜草薙の剣〜 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1411 ASKS-BE121 川田　佳誠 Toy! Toy! Toy! Toy Country Parade 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1412 ASKS-BE122 高橋　宏樹 「Golden Pumpkins（ゴールデンパンプキンズ）」 金管５＋Dr. ¥3,000 ¥3,500
1413 ASKS-BE123 長野　雄行 歌劇「はかなき人生」La Vida Breveよりスペインの踊り第一番　金管五重奏譜 金管５ ¥1,800 ¥2,300
1414 ASKS-BE124 岩田　恵子 「明日があるさ」金管五重奏譜 金管５ ¥2,000 ¥2,600
1415 ASKS-BE125 津崎　知之 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』金管五重奏 金管５ ¥2,500 ¥3,000
1416 ASKS-BE133 小篠　和弥 『オーメンズ オブ ラブ』金管五重奏 金管５ ¥2,500 ¥3,300
1417 ASKS-BE134 岩田　恵子 『ドラマ「BG～身辺警護人～」メインテーマ』金管五重奏 金管５ ¥2,000 ¥2,500
1418 ASKS-BE137 岩田　恵子 『ドラえもん』～「ドラえもんのび太の宝島」主題歌　金管五重奏 金管５ ¥2,000 ¥2,500
1419 ASKS-BE138 長野　雄行 「となりのトトロセレクション（さんぽ・猫バス・となりのトトロ）」金管六重奏 金管６ ¥2,400 ¥2,900
1420 ASKS-BE139 Ken Takemori 「ルパン三世のテーマ」ユーフォニアムソロ、トランペット×２、ユーフォニアム×3 金管６ ¥1,800 ¥2,300
1421 ASKS-BE140 Ken Takemori 「宇宙戦艦ヤマト」Hr2,Trb2,Euph,Tuba,Timpani 金管６ ¥2,000 ¥2,700
1422 ASKS-BE142 岩田　恵子 バレエ組曲「くるみ割り人形」作品71a　全曲版　金管11重奏＋打楽器 金管１１＋打 ¥15,000 ¥19,300
1423 ASKS-BE143 岩田　恵子 バレエ組曲「くるみ割り人形」より　第1曲 「小序曲」(Ouverture miniature)金管９重奏＋打楽器 金管９＋打 ¥2,000 ¥2,800
1424 ASKS-BE144 岩田　恵子 バレエ組曲「くるみ割り人形」より　第2曲 「行進曲」 (Marche)金管11重奏＋打楽器 金管１１＋打 ¥2,000 ¥2,900
1425 ASKS-BE145 岩田　恵子 バレエ組曲「くるみ割り人形」より　第3曲 「金平糖の精の踊り」 (Danse de la Fee Dragee)金管11重奏＋打楽器 金管１１＋打 ¥2,000 ¥2,600
1426 ASKS-BE146 岩田　恵子 バレエ組曲「くるみ割り人形」より　第4曲 「ロシアの踊り」（トレパック） (Danse russe (Trepak))金管11重奏＋打楽器 金管１１＋打 ¥2,000 ¥2,800
1427 ASKS-BE147 岩田　恵子 バレエ組曲「くるみ割り人形」より　第5曲 「アラビアの踊り」 (Danse arabe)金管11重奏＋打楽器 金管１１＋打 ¥2,000 ¥2,700
1428 ASKS-BE148 岩田　恵子 バレエ組曲「くるみ割り人形」より　第6曲 「中国の踊り」  (Danse chinoise)金管11重奏＋打楽器 金管１１＋打 ¥2,000 ¥2,600
1429 ASKS-BE149 岩田　恵子 バレエ組曲「くるみ割り人形」より　第7曲 「葦笛の踊り」  (Danse des mirlitons) 金管１１＋打 ¥2,000 ¥2,700
1430 ASKS-BE150 岩田　恵子 バレエ組曲「くるみ割り人形」より　第8曲 「花のワルツ」 (Valse des fleurs) 金管１１＋打 ¥3,000 ¥4,800
1431 ASKS-BE151 岩田　恵子 『OCHA-La-KA』金管六重奏 金管６ ¥2,500 ¥3,300
1432 ASKS-BE152 岩田　恵子 『祈り−Pray−』金管11重奏＋打楽器 金管１１＋打 ¥3,000 ¥3,600
1433 ASKS-BE153 岩田　恵子 『古都探訪〜金管八重奏のための〜』金管八重奏 金管８ ¥2,800 ¥3,500
1434 ASKS-BE154 山岸　和正 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』金管五重奏 金五 ¥3,000 ¥3,500
1435 ASKS-BE155 山岸　和正 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』金管五重奏 金五 ¥3,000 ¥3,600
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1436 ASKS-BE156 岩田　恵子 『祈り−Pray−』金管五重奏 金管５ ¥2,800 ¥3,300
1437 ASKS-BE157 川田　佳誠 『AM2:30のシンデレラ』金管八重奏 金管８ ¥2,500 ¥3,000
1438 ASKS-BE158 山岸　和正 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』金管五重奏 金五 ¥3,000 ¥3,700
1439 ASKS-BE159 岩田　恵子 組曲「惑星」より　火星 金管１１＋打 ¥5,000 ¥7,200
1440 ASKS-BE160 岩田　恵子 組曲「惑星」より　金星 金管１１＋打 ¥5,000 ¥6,300
1441 ASKS-BE161 岩田　恵子 組曲「惑星」より　天王星 金管１１＋打 ¥5,000 ¥6,800
1442 ASKS-BE162 岩田　恵子 組曲「惑星」より　木星 金管１１＋打 ¥5,000 ¥7,500
1443 ASKS-BE163 岩田　恵子 星に願いを When you upon A Ster -From Other Planets- 金管１１＋打 ¥3,800 ¥4,700
1444 ASKS-BE164 岩田　恵子 「うさぎ狩り」金管八重奏 金管８ ¥3,500 ¥4,500
1445 ASKS-BE165 岩田　恵子 「紡ぎ歌」金管四重奏 金管４ ¥2,500 ¥3,200
1446 ASKS-BE166 山本　雅一 「くるみ割り人形の思い出」金管五重奏 金管５ ¥2,800 ¥4,000
1447 ASKS-BE167 高橋　宏樹 「八珍」テーマ 金管８ ¥4,000 ¥4,500
1448 ASKS-BE168 岩田　恵子 「パプリカ／米津玄師 」金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,700
1449 ASKS-BE169 山岸　和正 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1450 ASKS-BE170 一瀬　恒星 「One day」金管五重奏 金管５ ¥4,000 ¥5,300
1451 ASKS-BE171 山本　雅一 「この道」金管五重奏 金管５ ¥2,300 ¥3,000
1452 ASKS-BE172 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』金管五重奏 金管５ ¥2,500 ¥3,300
1453 ASKS-BE175 山岸　和正 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1454 ASKS-BE176 米山　邦宏 『剣士の入場-Entry of The Gladiators』金管五重奏 金管５ ¥2,500 ¥3,200
1455 ASKS-BE177 一瀬　恒星 『夜に駆ける／YOASOBI』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥4,000
1456 ASKS-BE178 山岸　和正 『何度でも／Dreams Come True』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1457 ASKS-BE179 一瀬　恒星 『ハルジオン／YOASOBI』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,900
1458 ASKS-BE180 米山　邦宏 『黒馬の騎兵隊 THE BLACK HORSE TROOP』金管五重奏 金管５ ¥2,500 ¥3,300
1459 ASKS-BE181 みなみじゅん 「愛の挨拶」金管二重奏 Tp,Hrn ¥1,200 ¥1,800
1460 ASKS-BE182 金城　菜美子 『世界にひとつだけの花』金管六重奏 金管６ ¥3,000 ¥3,800
1461 ASKS-BE183 山本　雅一 『ジュ・トゥ・ヴ』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥4,000
1462 ASKS-BE184 みなみじゅん 『虫歯のこどもの誕生日』みんなのうたシリーズ金管五重奏 金管５ ¥1,500 ¥2,300
1463 ASKS-BE185 松岡　浩介 『弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽（第4楽章）』金管八重奏 金管８ ¥4,500 ¥6,000
1464 ASKS-BE186 みなみじゅん 『ドラキュラのうた』みんなのうたシリーズ金管五重奏 金管５ ¥1,500 ¥2,300
1465 ASKS-BE187 村田　厚生 『「三文オペラ」組曲』金管五重奏 金管５ ¥3,300 ¥5,200
1466 ASKS-BE188 山岸　和正 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』金管五重奏 原調版 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1467 ASKS-BE189 山岸　和正 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』金管五重奏 移調版 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1468 ASKS-BE190 みなみじゅん 『赤鬼と青鬼のタンゴ』みんなのうたシリーズ　金管五重奏 金管５ ¥1,500 ¥2,300
1469 ASKS-BE191 一瀬　恒星 『クリスマス・メドレー』諸人こぞりて～ジングルベル～ディンドン空高く～きよしこの夜～ 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1470 ASKS-BE192 山岸　和正 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1471 ASKS-BE193 川端　結 『I Got Rhythm』金管五重奏 金管５ ¥2,000 ¥2,700
1472 ASKS-BE194 川端　結 『Someone to watch over me』金管五重奏 金管５ ¥2,200 ¥2,800
1473 ASKS-BE195 みなみじゅん 『サラマンドラ』みんなのうたシリーズ 金管五重奏 金管５ ¥1,500 ¥2,200
1474 ASKS-BE196 山岸　和正 行進曲「軍艦」(March "Man-of-War")金管五重奏 金管５ ¥2,000 ¥2,700
1475 ASKS-BE197 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』金管五重奏 金管５ ¥2,500 ¥3,100
1476 ASKS-BE198 長野　雄行 『アルメニアンダンス・パートI』金管六重奏 金管６ ¥5,000 ¥6,300
1477 ASKS-BE199 高橋　宏樹 『オーディナリー・マーチ』2010年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 金管11重奏 金管１１＋Pf ¥4,800 ¥6,100
1478 ASKS-BE200 山岸　和正 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』金管五重奏原調版 金管５ ¥3,000 ¥3,900
1479 ASKS-BE201 山岸　和正 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』金管五重奏移調版 金管５ ¥3,000 ¥3,900
1480 ASKS-BE202 高橋　宏樹 『Gratulatory Overture』金管１２重奏 金管１２ ¥8,000 ¥9,500
1481 ASKS-BE203 小助川　謙二 『主よ、人の望みの喜びよ』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,700
1482 ASKS-BE204 山岸　和正 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1483 ASKS-BE205 一瀬　恒星 『組曲「惑星」より火星』金管10重奏 金管１０ ¥5,000 ¥6,400
1484 ASKS-BE206 一瀬　恒星 『組曲「惑星」より木星』金管10重奏 金管１０ ¥5,000 ¥6,700
1485 ASKS-BE207 一瀬　恒星 『エルザの大聖堂への行列』金管10重奏 金管１０ ¥4,500 ¥5,300
1486 ASKS-BE208 西村　翼 『白日／King Gnu』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1487 ASKS-BE209 下里 博之 金管五重奏のための「天翔るファンファーレ」 金管５ ¥2,000 ¥2,600
1488 ASKS-BE210 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』金管五重奏 金管５ ¥2,500 ¥3,300
1489 ASKS-BE211 山岸　和正 『山賊の歌／ダーク・ダックス』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,700
1490 ASKS-BE212 山岸　和正 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1491 ASKS-BE213 山岸　和正 『エスパーニャカーニ』金管五重奏 金管５ ¥2,000 ¥2,800
1492 ASKS-BE214 小栗　克裕 『「子供の情景」より「トロイメライ」』金管四重奏 金管４ ¥1,200 ¥1,800
1493 ASKS-BE215 山岸　和正 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1494 ASKS-BE216 小栗　克裕 『別れの曲』金管五重奏 金管５ ¥1,700
1495 ASKS-BE217 山岸　和正 『「目覚め」ネスカフェ・ゴールドブレンドのテーマ』金管五重奏 金管５ ¥2,500 ¥3,200
1496 ASKS-BE218 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1497 ASKS-BE219 山岸　和正 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』金管五重奏 金管５ ¥3,000

1498 ASKS-BO01 久保　太郎 Circus Maximus（キルクス・マクシムス） 金管8重奏 ¥6,300 ¥7,820
1499 ASKS-BO02 田中　優幸 トッカータとフーガニ短調（J.S.Bach） 金管8重奏 ¥4,200 ¥5,630
1500 ASKS-BO03 田中　優幸 リュートのための古風な舞曲とアリア 第３組曲より1楽章・4楽章（O.レスピーギ） 金管8重奏 ¥4,200 ¥5,630
1501 ASKS-BO05 轟木　敬 吹奏楽のための第一組曲より「シャコンヌ」 金管8重奏 ¥4,200 ¥5,670
1502 ASKS-BO07 久保　太郎 サラマンダー　(Salamander) 金管8重奏 ¥7,000 ¥8,500

1503 ASKS-BQ01 深澤　仁 『アルヴァマー序曲』金管五重奏 金管５ ¥4,500 ¥5,600
1504 ASKS-BQ02 深澤　仁 『カンタベリーコラール』金管五重奏 金管５ ¥4,500 ¥5,200
1505 ASKS-BQ03 上野　大介 『夜に駆ける／YOASOBI』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1506 ASKS-BQ04 上野　大介 『旅立ちの日に』金管五重奏 金管５ ¥3,000 ¥3,800
1507 ASKS-BQ05 深澤　仁 『エル・カミーノ・レアル』金管五重奏 金管５ ¥4,500 ¥5,900

1508 ASKS-BF01 小島　光博 アルメニアンダンス　パートＩ 金管５ ¥4,200 ¥6,010
1509 ASKS-BF02 小島　光博 ルパン三世のテーマ 金管５ ¥2,100 ¥3,450
1510 ASKS-BF03 小島　光博 魔笛序曲 金管５ ¥2,100 ¥3,600
1511 ASKS-BF04 小島　光博 キャラバンの到着 金管５ ¥2,600 ¥4,050

【Banquet Brassシリーズ】（金管五重奏）

【BRASS FORMシリーズ】（金管五重奏）

【ASKS Brass Octetシリーズ】（アンサンブルコンテスト用金管八重奏）
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1512 ASKS-BF05 小島　光博 情熱大陸 金管５ ¥2,100 ¥3,540

1513 ASKS-TP01 ミサ・ミード アヴェ・マリア（G.カッチーニ） TP２＋Pf ¥1,600 ¥2,810
1514 ASKS-TP02 ミサ・ミード ペダルピアノの為の練習曲 Op.56　第1番・第2番（R.シューマン） TP２＋Pf ¥1,600 ¥2,980
1515 ASKS-TP03 ミサ・ミード 6つの二重唱曲 Op.63（F.メンデルスゾーン） TP２＋Pf ¥3,700 ¥5,270
1516 ASKS-TP04 岩田　恵子 「川の流れのように」トランペット五重奏譜 ピアノ伴奏 TP５＋Pf ¥2,500 ¥3,000
1517 ASKS-TP05 長野　雄行 『三つの協奏的歌曲～5つのフリューゲルホルンの為の』 フリューゲルホルン五重奏

フリューゲル
ホルン５ ¥2,500 ¥3,300

1518 ASKS-TP06 今村　耀 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』トランペット二重奏譜 TP２ ¥1,500 ¥2,000
1519 ASKS-TP07 今村　耀 アニメ「響け♪ユーフォニアム２」エンディングテーマ『ヴィヴァーチェ！』トランペット二重奏譜 TP２ ¥1,000 ¥1,500
1520 ASKS-TP08 山田  大 アヴェ・マリア ～トランペット3 重奏のための～ トランペット三重奏譜 ピアノ伴奏 TP３＋Pf ¥1,500 ¥2,000
1521 ASKS-TP09 山田  大 エレンの歌 第3 番（アヴェ・マリア） ～トランペット3 重奏のための～　トランペット三重奏譜 ピアノ伴奏 TP３＋Pf ¥2,000 ¥2,500
1522 ASKS-TP10 岩田　恵子 『TANABATA FANTASY』トランペット四重奏&ピアノ伴奏 TP４＋Pf ¥2,500 ¥3,100
1523 ASKS-TP11 大森　愛弓 『花 火』 ８つのトランペットのための TP８ ¥2,000 ¥3,100
1524 ASKS-TP12 岩田　恵子 「新時代のためのファンファーレ」トランペット4重奏 TP４ ¥2,000 ¥2,600
1525 ASKS-TP15 大森　愛弓 幻想曲《甑岩》〜トランペット・ピアノ・パーカッションのための〜 TP,Pf,Per ¥3,000 ¥4,300

【ホルンアンサンブル】

1526 ASKS-HR03 久保　太郎 「かたつむり」ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,100 ¥3,450
1527 ASKS-HR21 加藤　新平 草原のマルコ『母をたずねて三千里』より　ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,100 ¥3,380
1528 ASKS-HR22 加藤　新平 ロックリバーへ『あらいぐまラスカル』より　ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,100 ¥3,380
1529 ASKS-HR23 加藤　新平 まっててごらん：『アルプスの少女ハイジ』より　ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,100 ¥3,370
1530 ASKS-HR24 加藤　新平 おしえて：『アルプスの少女ハイジ』より　ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,100 ¥3,370
1531 ASKS-HR25 加藤　新平 きこえるかしら『赤毛のアン』より　ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,100 ¥3,380
1532 ASKS-HR27 久保　太郎 アルプス一万尺　ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,200 ¥3,540
1533 ASKS-HR28 久保　太郎 峠の我が家　ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,810

1534 ASKS-HR31 松岡　浩介
魔女の宅急便メドレー　ホルン三重奏
◆海の見える街◆大忙しのキキ◆オソノさんのたのみ事…◆プロペラ自転車◆デッキブラシでランデブー

Hrn３
（Tp, Hrn, Euph） ¥3,000 ¥4,000

1535 ASKS-HR32 松岡　浩介
天空の城ラピュタメドレー　ホルン三重奏
◆スラッグ渓谷の朝◆ロボット兵（復活～救出）◆天空の城ラピュタ◆愉快なケンカ（～追跡）

Hrn３
（Tp, Hrn, Euph） ¥3,000 ¥4,000

1536 ASKS-HR33 松岡　浩介
ハウルの動く城メドレー　ホルン三重奏
◆人生のメリーゴーランド◆大掃除◆城への帰還◆世界の約束

Hrn３
（Tp, Hrn, Euph） ¥3,000 ¥4,000

1537 ASKS-HR34 松岡　浩介
千と千尋の神隠しメドレー　ホルン三重奏
◆あの夏へ◆神さま達◆ボイラー虫◆竜の少年◆夜来る◆ふたたび

Hrn３
（Tp, Hrn, Euph） ¥3,000 ¥4,000

1538 ASKS-HR36 松岡　浩介
紅の豚メドレー　ホルン三重奏
◆・時代の風 ◆MAMMAIUTO◆荒野の一目惚れ◆失われた魂-LOST SPIRIT-◆Porco e Bella－Ending－

Hrn３
（Tp, Hrn, Euph） ¥3,000 ¥4,000

1539 ASKS-HR38 庄司  燦 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,100
1540 ASKS-HR39 山口  景子 『津軽海峡・冬景色』ホルン四重奏 Hrn４ ¥1,800 ¥2,300
1541 ASKS-HR41 小林　健太郎 エル・カミーノ・レアル　ホルン五重奏 Hrn５ ¥4,000 ¥5,000
1542 ASKS-HR42 塩野　一毅 『情熱大陸』ホルン三重奏 Hrn３ ¥3,000 ¥3,700
1543 ASKS-HR43 小林　健太郎 アルメニアンダンスパートI　ホルン十重奏 Hrn１０ ¥8,000 ¥9,900
1544 ASKS-HR46 小林　健太郎 ホルン八重奏曲第3番「星取る街へ」 Hrn８ ¥7,000 ¥9,400
1545 ASKS-HR47 小林　健太郎 「吹奏楽のための第一組曲」ホルン五重奏 Hrn５ ¥5,000 ¥6,600
1546 ASKS-HR48 成島　百華 『秋桜／山口百恵』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,200
1547 ASKS-HR49 小林 健太郎 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ホルン五重奏 Hrn５ ¥3,000 ¥3,700
1548 ASKS-HR50 成島　百華 『若者のすべて／フジファブリック』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,400
1549 ASKS-HR51 成島　百華 『浪漫飛行／米米ＣＬＵＢ』（原調版）ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,400
1550 ASKS-HR52 成島　百華 『浪漫飛行／米米ＣＬＵＢ』（移調版）ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,400
1551 ASKS-HR53 成島　百華 『白い恋人たち／桑田佳祐』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500 ¥3,200
1552 ASKS-HR54 小林 健太郎 『ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」4楽章』　ホルン十二重奏 Hrn１２ ¥6,500 ¥8,700
1553 ASKS-HR55 小林 健太郎 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500
1554 ASKS-HR56 成島　百華 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』ホルン四重奏 Hrn４ ¥2,500

【トロンボーンアンサンブル】

1555 ASKS-TB01 TAKA アシタカせっ記～もののけ姫 （トロンボーン四重奏） TB４ ¥3,000 ¥3,800
1556 ASKS-TB04 長野　雄行 Low Tone Suite / ロートーン・スイート BSTb４ ¥2,100 ¥3,530
1557 ASKS-TB05 長野　雄行 Duo for TenorTrb. & BassTrb. TB＋BｓTB ¥1,900 ¥3,260
1558 ASKS-TB06 長野　雄行 "Triobone" for Trombone Trio TB２＋BｓTB ¥1,700 ¥3,060
1559 ASKS-TB07 長野　雄行 NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」オープニングテーマ『雨のち晴レルヤ』トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,910
1560 ASKS-TB08 長野　雄行 『NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」テーマ曲』トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,100 ¥3,460
1561 ASKS-TB09 長野　雄行 『NHK連続テレビ小説「花子とアン」オープニングテーマ『にじいろ』』トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,600 ¥3,980
1562 ASKS-TB10 長野　雄行 『NHK連続テレビ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』』トロンボーン四重奏譜　原調版 TB４ ¥2,500 ¥3,890
1563 ASKS-TB11 長野　雄行 『NHK連続テレビ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』』トロンボーン四重奏譜　移調版 TB４ ¥2,500 ¥3,890
1564 ASKS-TB12 ミサ・ミード パパゲーノとパパゲーナの二重唱（W.A.モーツァルト） TB２＋Pf ¥1,600 ¥2,900
1565 ASKS-TB13 ミサ・ミード 亜麻色の髪の乙女 TB２＋Pf ¥1,600 ¥2,790
1566 ASKS-TB14 ミサ・ミード アヴェ・マリア（G.カッチーニ） TB２＋Pf ¥1,600 ¥2,810
1567 ASKS-TB15 ミサ・ミード ペダルピアノの為の練習曲 Op.56　第1番・第2番（R.シューマン） TB２＋Pf ¥1,600 ¥2,980
1568 ASKS-TB16 ミサ・ミード 6つの二重唱曲 Op.63（F.メンデルスゾーン） TB２＋Pf ¥3,700 ¥5,270
1569 ASKS-TB17 長野　雄行 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』トロンボーン四重奏譜　原調版 TB４ ¥2,000 ¥3,380
1570 ASKS-TB18 長野　雄行 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』トロンボーン四重奏譜　移調版 TB４ ¥2,000 ¥3,380
1571 ASKS-TB19 長野　雄行 SEIKOカラーズ（赤いスイートピー・ピンクのモーツァルト・白いパラソル・青いサンゴ礁） TB４ ¥3,000 ¥3,900
1572 ASKS-TB20 庄司　燦 TVアニメ「進撃の巨人」OP『紅蓮の弓矢』 トロンボーン四重奏譜(Tb×2,BsTb×2) TB４ ¥2,500 ¥3,500
1573 ASKS-TB21 長野　雄行 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,000 ¥2,500
1574 ASKS-TB22 金城　菜美子 TVアニメ「おそ松さん」OP『はなまるぴっぴはよいこだけ』トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,000 ¥2,500
1575 ASKS-TB23 長野　雄行 「南に煌めく星達よ」サザンオールスターズメドレー　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥4,000 ¥5,900
1576 ASKS-TB24 長野　雄行 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』トロンボーン四重奏譜　原調版 TB４ ¥2,500 ¥3,000
1577 ASKS-TB25 長野　雄行 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』トロンボーン四重奏譜　移調版 TB４ ¥2,500 ¥3,000
1578 ASKS-TB26 久保　太郎 「峠の我が家」トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥3,000 ¥3,500
1579 ASKS-TB27 長野　雄行 アジサイ列車に乗って TB５ ¥2,500 ¥3,200
1580 ASKS-TB28 村田　厚生 「花は咲く」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1581 ASKS-TB29 村田　厚生 「春一番」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1582 ASKS-TB30 村田　厚生 「年下の男の子」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1583 ASKS-TB31 村田　厚生 「暑中お見舞い申し上げます」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1584 ASKS-TB32 村田　厚生 「大きな古時計」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,000 ¥2,700

【トランペットアンサンブル】
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1585 ASKS-TB33 長野　雄行 The Moment "4.26"mini piece for Trombone Trio TB３ ¥2,000 ¥2,500
1586 ASKS-TB34 長野　雄行 Dreamy Time mini piece for Trombone Trio TB３ ¥2,500 ¥3,000
1587 ASKS-TB35 村田　厚生 「真夏の夜の夢」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1588 ASKS-TB36 村田　厚生 「ルージュの伝言」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1589 ASKS-TB37 村田　厚生 「やさしさに包まれたなら」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1590 ASKS-TB38 村田　厚生 「涙そうそう」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1591 ASKS-TB39 村田　厚生 「きよしのズンドコ節」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1592 ASKS-TB40 今村　耀 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』トロンボーン二重奏譜 TB２ ¥1,500 ¥2,000
1593 ASKS-TB41 今村　耀 アニメ「響け♪ユーフォニアム２」エンディングテーマ『ヴィヴァーチェ！』トロンボーン二重奏譜 TB２ ¥1,000 ¥1,500
1594 ASKS-TB42 長野　雄行 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』トロンボーン四重奏譜　原調版 TB４ ¥2,500 ¥3,000
1595 ASKS-TB43 長野　雄行 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』トロンボーン四重奏譜　移調版 TB４ ¥2,500 ¥3,000
1596 ASKS-TB44 長野　雄行 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,000
1597 ASKS-TB45 村田　厚生 「さくら（森山直太朗）」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1598 ASKS-TB46 村田　厚生 「手紙～拝啓　十五の君に～(アンジェラ・アキ)」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1599 ASKS-TB47 村田　厚生 「BELIEVE（杉本竜一）」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1600 ASKS-TB48 村田　厚生 「中国の不思議な役人よりアレグロ（バルトーク）」　トロンボーン八重奏譜 TB８ ¥3,000 ¥4,800
1601 ASKS-TB49 村田　厚生 「弦楽４重奏曲第6番よりブルレッタ（バルトーク）」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥3,000 ¥4,000
1602 ASKS-TB50 長野　雄行 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,500
1603 ASKS-TB51 村田　厚生 「北酒場」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1604 ASKS-TB52 村田　厚生 「津軽海峡・冬景色」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1605 ASKS-TB53 村田　厚生 「凾館の女」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1606 ASKS-TB54 村田　厚生 「勇気１００％」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1607 ASKS-TB56 村田　厚生 「海の見える街」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1608 ASKS-TB58 長野　雄行 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,000
1609 ASKS-TB59 松井　大夢 Shift the Note TB４ ¥1,500 ¥2,000
1610 ASKS-TB60 長野　雄行 「立ち上る霧、わずかな風」～Rising Fog, Slight Wind～トロンボーン・チューバ四重奏 BsTB,TB２,Tu ¥3,000 ¥3,500
1611 ASKS-TB61 長野　雄行 トロンボーン四重奏曲第１番 TB４ ¥3,000 ¥3,500
1612 ASKS-TB62 村田　厚生 「赤いスイートピー」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1613 ASKS-TB63 村田　厚生 「夏の扉」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1614 ASKS-TB64 村田　厚生 「千の風になって」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1615 ASKS-TB65 長野　雄行 となりのトトロ セレクション～トロンボーン８重奏 TB８ ¥3,000 ¥4,600
1616 ASKS-TB66 長野　雄行 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,000
1617 ASKS-TB67 長野　雄行 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,500
1618 ASKS-TB68 村田　厚生 「ルーマニア民俗舞曲」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥3,000 ¥4,000
1619 ASKS-TB69 村田　厚生 「まほうのとびら」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1620 ASKS-TB70 塩野　一毅 「Happy Birthday to you」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥1,000 ¥1,600
1621 ASKS-TB71 村田　厚生 「ふたつのブルガリア民謡」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥3,000 ¥3,700
1622 ASKS-TB72 村田　厚生 「世界に一つだけの花」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1623 ASKS-TB73 村田　厚生 「LOVE LOVE LOVE」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1624 ASKS-TB74 村田　厚生 「キセキ／GReeeeN」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1625 ASKS-TB75 村田　厚生 「鳥の歌／クレマン・ジャヌカン」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥3,000 ¥4,000
1626 ASKS-TB76 村田　厚生 「Diamonds／プリンセスプリンセス」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1627 ASKS-TB77 山口  景子 「聖者の行進」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,000
1628 ASKS-TB78 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダム主題歌「砂の十字架」トロンボーン四重奏譜 原調版 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1629 ASKS-TB79 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダム主題歌「砂の十字架」トロンボーン四重奏譜 移調版 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1630 ASKS-TB80 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダムII「哀・戦士」主題歌「哀・戦士」トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1631 ASKS-TB81 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダムIII「めぐりあい宇宙」主題歌「めぐりあい」トロンボーン四重奏譜 原調版 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1632 ASKS-TB82 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダムIII「めぐりあい宇宙」主題歌「めぐりあい」トロンボーン四重奏譜 移調版 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1633 ASKS-TB83 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダム主題歌3部作セットトロンボーン四重奏譜 TB４ ¥6,500 ¥8,700
1634 ASKS-TB84 山岸　和正 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1635 ASKS-TB85 山岸　和正 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,000
1636 ASKS-TB86 村田　厚生 「少年時代／井上陽水」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1637 ASKS-TB87 村田　厚生 「すてきなホリデイ／竹内まりあ」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1638 ASKS-TB88 村田　厚生 「いとしのマドンナ」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1639 ASKS-TB89 村田　厚生 「ジュ・トゥ・ヴ」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1640 ASKS-TB90 村田　厚生 「ロザムンデの間奏曲」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1641 ASKS-TB91 長野　雄行 天空の城ラピュタ セレクション～トロンボーン８重奏 TB８ ¥3,000 ¥4,700
1642 ASKS-TB92 村田　厚生 セルミジ　３つのシャンソン TB４ ¥2,500 ¥3,300
1643 ASKS-TB93 村田　厚生 ハーリ・ヤーノシュ組曲 TB４ ¥3,500 ¥4,600
1644 ASKS-TB94 村田　厚生 「渡良瀬橋／森高千里」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1645 ASKS-TB95 村田　厚生 「365日の紙飛行機／AKB48 」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1646 ASKS-TB96 村田　厚生 「パプリカ／米津玄師 」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1647 ASKS-TB97 長野　雄行 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1648 ASKS-TB98 村田　厚生 ガロ～トリオ・ソナタ TB３ ¥2,500 ¥3,800
1649 ASKS-TB99 岩田　恵子 『祈り-Pray-』トロンボーン4重奏 TB４ ¥2,800 ¥3,400
1650 ASKS-TB100 村田　厚生 「OLA!! 」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1651 ASKS-TB101 村田　厚生 「ムーンライト伝説」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1652 ASKS-TB102 山岸　和正 「カリキュラマシーンのテーマ」トロンボーン五重奏 TB５ ¥1,500 ¥2,100
1653 ASKS-TB103 山岸　和正 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1654 ASKS-TB104 村田　厚生 「ロマンスの神様」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1655 ASKS-TB105 村田　厚生 「BOHEMIAN RHAPSODY（QUEEN）」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,800 ¥3,700
1656 ASKS-TB106 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,700
1657 ASKS-TB107 村田　厚生 「KILLER QUEEN（QUEEN）」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1658 ASKS-TB108 村田　厚生 「中央フリーウェイ／荒井由実」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1659 ASKS-TB109 村田　厚生 「情熱大陸／葉加瀬太郎」　トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1660 ASKS-TB110 村田　厚生 「魔笛」１６ デュエット TB２ ¥2,500 ¥3,300
1661 ASKS-TB111 村田　厚生 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1662 ASKS-TB112 村田　厚生 『ロメオとジュリエット組曲』トロンボーン四重奏 TB４ ¥3,500 ¥4,800
1663 ASKS-TB113 dRoiD 『アルヴァマー序曲』トロンボーン四重奏 TB４ ¥4,000 ¥5,100
1664 ASKS-TB114 村田　厚生 『「こどもの情景」より』トロンボーン四重奏 TB４ ¥3,300 ¥4,400



新サイトはこちらをクリック⇒　https://asks.shop/

商品コード 作曲（編曲）者 作品名 編成 PDF価格 製本版価格

1665 ASKS-TB115 村田　厚生 『何度でも／Dreams Come True』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1666 ASKS-TB116 dRoiD 『ピースサイン／米津玄師』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1667 ASKS-TB117 dRoiD 『千と千尋の神隠しより「あの夏へ」』　トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1668 ASKS-TB118 村田　厚生 『エジプト行進曲』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1669 ASKS-TB119 dRoiD 『「鬼滅の刃」オープニングテーマ『紅蓮華』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,400
1670 ASKS-TB120 みなみじゅん 「パッヘルベルのカノン」トロンボーン１２重奏 TB１２ ¥4,000 ¥5,200
1671 ASKS-TB121 みなみじゅん 「Agnus Dei (レクイエムより)／フォーレ」トロンボーン１２重奏 TB１２ ¥4,000 ¥5,200
1672 ASKS-TB122 みなみじゅん 「パヴァーヌ／フォーレ」トロンボーン１２重奏 TB１２ ¥4,000 ¥5,400
1673 ASKS-TB123 小倉　史生 『Cat Suite』Mr. Jums・Black Sam・Borage・KRAKEN　トロンボーン八重奏 TB８ ¥6,000 ¥7,900
1674 ASKS-TB124 小倉　史生 「ペリのファンファーレ」トロンボーン八重奏 TB８ ¥2,000 ¥2,900
1675 ASKS-TB125 村田　厚生 『め組のひと／ラッツ＆スター 』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1676 ASKS-TB126 村田　厚生 『メリー・ウィドウ組曲』トロンボーン四重奏 TB４ ¥3,300 ¥4,600
1677 ASKS-TB127 村田　厚生 『「三文オペラ」組曲』トロンボーン四重奏 TB４ ¥3,500 ¥5,100
1678 ASKS-TB128 村田　厚生 『「三つのオレンジへの恋」より行進曲』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,700
1679 ASKS-TB129 dRoiD 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1680 ASKS-TB130 小倉　史生 「星条旗よ永遠なれ」トロンボーン十重奏 TB１０ ¥3,500 ¥4,600
1681 ASKS-TB131 村田　厚生 『喜歌劇「こうもり」メドレー』トロンボーン四重奏 TB４ ¥3,000 ¥4,100
1682 ASKS-TB132 dRoiD 『TAKARAJIMAー宝島ー』トロンボーン四重奏 TB４ ¥3,000 ¥3,900
1683 ASKS-TB133 小倉　史生 「ラデツキー行進曲」トロンボーン八重奏 TB８ ¥3,000 ¥3,900
1684 ASKS-TB134 村田　厚生 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1685 ASKS-TB135 dRoiD 『たなばたーThe Seventh Night of Julyー』トロンボーン四重奏 TB４ ¥4,000 ¥5,500
1686 ASKS-TB136 dRoiD 『「鬼滅の刃」劇中曲『竈門炭治郎のうた』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1687 ASKS-TB137 dRoiD 『YELL／いきものがかり』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1688 ASKS-TB138 村田　厚生 『英雄ファンタジー（交響曲第３番より）』トロンボーン四重奏 TB４ ¥3,000 ¥3,800
1689 ASKS-TB139 加藤　真弘 『ウイスキーが、お好きでしょ』トロンボーン五重奏 TB５ ¥3,000 ¥3,800
1690 ASKS-TB140 加藤　真弘 『ウイスキーが、お好きでしょ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1691 ASKS-TB141 小倉　史生 「吹奏楽のための第一組曲」トロンボーン十重奏 TB１０ ¥6,000 ¥7,900
1692 ASKS-TB142 加藤　真弘 『冬の蝉／さだまさし』トロンボーン五重奏 TB５ ¥3,000 ¥3,800
1693 ASKS-TB143 dRoiD 『花は咲く』トロンボーン五重奏 TB５ ¥3,000 ¥3,800
1694 ASKS-TB144 小倉　史生 組曲「惑星」より「木星」 トロンボーン十重奏 TB１０ ¥5,000 ¥6,600
1695 ASKS-TB145 村田　厚生 『UFO／ピンクレディ 』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1696 ASKS-TB146 村田　厚生 『なごり雪／イルカ 』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1697 ASKS-TB147 村田　厚生 『ハナミズキ／一青窈 』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1698 ASKS-TB148 村田　厚生 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,700
1699 ASKS-TB149 TAKA 『見上げてごらん夜の星を』トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥3,000 ¥3,800
1700 ASKS-TB150 村田　厚生 『歌劇「ローエングリン」より婚礼の合唱』トロンボーン四重奏譜 TB４ ¥2,000 ¥2,700
1701 ASKS-TB151 dRoiD 『Sketches』トロンボーン三重奏 TB３ ¥5,000 ¥5,900
1702 ASKS-TB152 村田　厚生 『TOKIO／沢田研二 』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1703 ASKS-TB153 村田　厚生 『SWEET MEMORIES／松田聖子 』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1704 ASKS-TB154 村田　厚生 『瑠璃色の地球／松田聖子 』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1705 ASKS-TB155 dRoiD 『イエスタデイ／Official髭男dism』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,400
1706 ASKS-TB156 村田　厚生 『ファーナビー曲集（全9曲）』トロンボーン三重奏譜 TB３ ¥3,000 ¥4,300
1707 ASKS-TB157 小倉　史生 『交響詩「フィンランディア」 』トロンボーン八重奏譜 TB８ ¥4,000 ¥5,200
1708 ASKS-TB158 村田　厚生 『「コッペリア」より - カデンツァ、ワルツとマズルカ』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1709 ASKS-TB159 村田　厚生 『アンダンテ・カンタービレ／チャイコフスキー』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,800 ¥3,700
1710 ASKS-TB160 村田　厚生 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1711 ASKS-TB161 村田　厚生 『キューティハニー』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1712 ASKS-TB162 dRoiD 『Ringtone for Trombone Quartet』トロンボーン四重奏 TB４ ¥3,000 ¥3,800
1713 ASKS-TB163 dRoiD 『旅立ちの日に』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1714 ASKS-TB164 村田　厚生 『軍隊行進曲／シューベルト』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1715 ASKS-TB165 dRoiD 『ふるさと／嵐』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1716 ASKS-TB166 山岸　和正 『ロックリバーへ／あらいぐまラスカル』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,100
1717 ASKS-TB167 村田　厚生 『カイザー・ワルツ／ヨハン・シュトラウス２世』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1718 ASKS-TB168 小倉　史生 『「軽騎兵」序曲 』トロンボーン八重奏 TB８ ¥3,500 ¥4,900
1719 ASKS-TB169 dRoiD 『初恋／村下孝蔵』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1720 ASKS-TB170 村田　厚生 『スラブ舞曲 作品72の2』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1721 ASKS-TB171 dRoiD 『ルビーの指環／寺尾聰』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1722 ASKS-TB172 dRoiD 『空から降ってきた少女／天空の城ラピュタ』トロンボーン三重奏 TB３ ¥2,000 ¥2,600
1723 ASKS-TB173 成島　百華 『希望の轍／サザンオールスターズ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,400
1724 ASKS-TB174 小助川　謙二 『夜空ノムコウ／SMAP』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1725 ASKS-TB175 小助川　謙二 『クリスマス・イブ／山下達郎』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1726 ASKS-TB176 山岸　和正 『I GOT RHYTHM』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,700
1727 ASKS-TB177 山岸　和正 『Strike Up the Band』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,700
1728 ASKS-TB178 小助川　謙二 『「メサイア」よりハレルヤ／ヘンデル』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1729 ASKS-TB179 山岸　和正 『Someone to Watch Over Me』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,600
1730 ASKS-TB180 村田　厚生 『たいようのサンバ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1731 ASKS-TB181 dRoiD 『エヴァンゲリオンＢＧＭ～Thanatos』トロンボーン三重奏 TB３ ¥2,000 ¥2,600
1732 ASKS-TB182 小助川　謙二 『ゲレンデがとけるほど恋したい／広瀬香美』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1733 ASKS-TB183 dRoiD 『紫電一閃 for Trombone Quartet』トロンボーン四重奏 TB４ ¥4,000 ¥4,800
1734 ASKS-TB184 dRoiD 『主よ、人の望みの喜びよ』トロンボーン三重奏 TB３ ¥2,000 ¥2,700
1735 ASKS-TB185 dRoiD 『また逢う日まで／尾崎紀世彦』トロンボーン三重奏 TB３ ¥2,000 ¥2,600
1736 ASKS-TB186 dRoiD 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1737 ASKS-TB187 TAKA 『TAKARAJIMAー宝島ー』トロンボーン六重奏 TB６ ¥4,000 ¥5,200
1738 ASKS-TB188 村田　厚生 『エスパーニャ・カーニ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,700
1739 ASKS-TB189 村田　厚生 『「シンフォニエッタ」よりファンファーレ』トロンボーン13重奏 TB13+打楽器 ¥3,000 ¥4,200
1740 ASKS-TB190 村田　厚生 『ヘビーローテーション／AKB48』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1741 ASKS-TB191 dRoiD 『エル・カミーノ・レアル』トロンボーン四重奏 TB４ ¥4,500 ¥5,700
1742 ASKS-TB192 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,700
1743 ASKS-TB193 長野  雄行 ハウルの動く城 セレクション～トロンボーン８重奏 TB８ ¥3,000 ¥4,700
1744 ASKS-TB194 村田　厚生 『歌劇「フィガロの結婚」より「恋とはどんなものかしら」』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,700
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1745 ASKS-TB195 村田　厚生 『行進曲「ベルリンの風」』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,700
1746 ASKS-TB196 TAKA 『SMILE ～晴れ渡る空のように～／桑田佳祐』 TB６ ¥4,000 ¥4,900
1747 ASKS-TB197 村田　厚生 『銀河鉄道９９９／ゴダイゴ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1748 ASKS-TB198 西村　翼 『さそり座の女／美川憲一』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1749 ASKS-TB199 山岸　和正 『山賊の歌／ダーク・ダックス』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1750 ASKS-TB200 山岸　和正 『双頭の鷲の旗の下に』トロンボーン四重奏 TB４ ¥1,800 ¥2,400
1751 ASKS-TB201 山岸　和正 『トロンボーン四重奏による三つのモテット／ブルックナー』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,400
1752 ASKS-TB202 dRoiD 『オラトリオ『天地創造』より「大いなる偉業が成し遂げられた」』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,200 ¥2,900
1753 ASKS-TB203 山岸　和正 『ローリングサンダー』トロンボーン四重奏 TB４ ¥1,800 ¥2,500
1754 ASKS-TB204 成島　百華 『秋桜／山口百恵』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1755 ASKS-TB205 村田　厚生 『ジェルヴェーズ舞曲集』トロンボーン三重奏 TB３ ¥2,500 ¥3,200
1756 ASKS-TB206 村田　厚生 『夢芝居／梅沢富美男』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1757 ASKS-TB207 山岸　和正 『埴生の宿』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,600
1758 ASKS-TB208 dRoiD 『G線上のアリア』トロンボーン三重奏 TB３ ¥1,800 ¥2,400
1759 ASKS-TB209 山岸　和正 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1760 ASKS-TB210 村田　厚生 『かもめが翔んだ日／渡辺真知子』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1761 ASKS-TB211 成島　百華 『若者のすべて／フジファブリック』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,400
1762 ASKS-TB212 山岸　和正 『旧友／タイケ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥1,800 ¥2,600
1763 ASKS-TB213 村田　厚生 『トリオ・ソナタ／ルイエ』トロンボーン三重奏 TB３ ¥2,500 ¥3,400
1764 ASKS-TB214 山岸　和正 『ボギー大佐』トロンボーン四重奏 TB４ ¥1,800 ¥2,500
1765 ASKS-TB215 村田　厚生 『夏祭り／ジッタリン・ジン』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1766 ASKS-TB216 dRoiD 『海を越える握手』トロンボーン三重奏 TB３ ¥1,800 ¥2,500
1767 ASKS-TB217 村田　厚生 『みずいろの雨／八神純子』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1768 ASKS-TB218 村田　厚生 『ひょっこりひょうたん島』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1769 ASKS-TB219 dRoiD 『ルパン三世のテーマ’78』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,800 ¥3,600
1770 ASKS-TB220 dRoiD 『君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1771 ASKS-TB221 小助川　謙二 『名探偵コナン メイン・テーマ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1772 ASKS-TB222 山岸　和正 『ありがとう／いきものがかり』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1773 ASKS-TB223 小助川　謙二 「坂の上の雲」主題歌『Stand Alone／久石譲』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1774 ASKS-TB224 山岸　和正 『私を泣かせてください』歌劇「リナルド」より』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,600
1775 ASKS-TB225 dRoiD 『君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,300
1776 ASKS-TB226 TAKA 『トランペット吹きの休日』トロンボーン八重奏 TB８ ¥4,200 ¥5,700
1777 ASKS-TB227 TAKA 『トランペット吹きの休日　スウィングヴァージョン』トロンボーン八重奏 TB８ ¥4,200 ¥5,700
1778 ASKS-TB228 成島　百華 『浪漫飛行／米米ＣＬＵＢ』（原調版）トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,400
1779 ASKS-TB229 成島　百華 『浪漫飛行／米米ＣＬＵＢ』（移調版）トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,400
1780 ASKS-TB230 村田　厚生 『あの日にかえりたい／荒井由実』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1781 ASKS-TB231 米山　邦宏 『Wellerman』トロンボーン三重奏 TB３ ¥1,800 ¥2,400
1782 ASKS-TB232 米山　邦宏 『Drunken Sailor』トロンボーン三重奏 TB３ ¥1,800 ¥2,500
1783 ASKS-TB233 dRoiD 『ラムのラブソング／うる星やつら』トロンボーン三重奏 TB３ ¥2,000 ¥2,700
1784 ASKS-TB234 山岸　和正 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1785 ASKS-TB235 成島　百華 『白い恋人達／桑田佳祐』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1786 ASKS-TB236 dRoiD 『白い恋人達／桑田佳祐』トロンボーン四重奏／dRoiD編曲 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1787 ASKS-TB237 TAKA 『祝福／YOASOBI』トロンボーン六重奏 TB６ ¥4,000 ¥5,000
1788 ASKS-TB238 山岸　和正 『「目覚め」ネスカフェ・ゴールドブレンドのテーマ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,600
1789 ASKS-TB239 村田　厚生 『時をかける少女』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1790 ASKS-TB240 村田　厚生 『トロンボンチーノ「５つのフロットラ」』トロンボーン三重奏 TB３ ¥2,500 ¥3,300
1791 ASKS-TB241 村田　厚生 『ドビュッシー「小組曲」より メヌエットとバレエ』トロンボーン四重奏 TB４ ¥3,000 ¥4,000
1792 ASKS-TB242 山岸　和正 『クシコス・ポスト』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,600
1793 ASKS-TB243 dRoiD 『24のヴォカリーズよりNo.3』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,600
1794 ASKS-TB244 村田　厚生 『セーラー服と機関銃』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1795 ASKS-TB245 村田　厚生 『舟唄／八代亜紀』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1796 ASKS-TB246 山岸　和正 『「TAKUMI／匠」大改造！！劇的ビフォーアフター挿入曲』トロンボーン四重奏 原調版 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1797 ASKS-TB247 山岸　和正 『「TAKUMI／匠」大改造！！劇的ビフォーアフター挿入曲』トロンボーン四重奏 移調版 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1798 ASKS-TB248 dRoiD 『いのちの歌／竹内まりや』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,000 ¥2,600
1799 ASKS-TB249 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500 ¥3,200
1800 ASKS-TB250 木戸　美都子 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』トロンボーン四重奏 TB４ ¥2,500

1801 ASKS-OT01 長野　雄行 Meltin' Blue 〜青と碧の交わる島　大トロシリーズ TB11+打楽器 ¥4,800 ¥6,300
1802 ASKS-OT02 長野　雄行 Meltin' Blue２ 〜青と碧の交わる島　大トロシリーズ TB13+打楽器 ¥5,800 ¥7,700
1803 ASKS-OT03 長野　雄行 Meltin' Blue３ 〜青と碧の交わる島　大トロシリーズ TB14+打楽器 ¥5,800 ¥7,600
1804 ASKS-OT04 長野　雄行 Fusionize!!　大トロシリーズ TB11+打楽器 ¥4,800 ¥6,100
1805 ASKS-OT05 長野　雄行 Over the Clouds (Fusionize2)　大トロシリーズ TB12+Drm ¥4,800 ¥7,100
1806 ASKS-OT06 長野　雄行 祈りのうた　大トロシリーズ TB12+打楽器 ¥4,800 ¥5,800
1807 ASKS-OT07 長野　雄行 The Light Sliders　大トロシリーズ 未定 未定
1808 ASKS-OT08 長野　雄行 Fanfare Green & Blue　大トロシリーズ TB9+打楽器 ¥1,200 ¥1,900
1809 ASKS-OT09 長野　雄行 Prelude for the NEXT　大トロシリーズ 未定 未定
1810 ASKS-OT10 長野　雄行 Rainbow Island　大トロシリーズ 未定 未定
1811 ASKS-OT11 長野　雄行 一体何本のトロンボーン？　大トロシリーズ 未定 未定
1812 ASKS-OT12 長野　雄行 悠久の刻（とき）　大トロシリーズ 未定 未定

1813 ASKS-SR01 轟木　敬 歌劇「タンホイザー」序曲 TB４ ¥1,700 ¥2,990
1814 ASKS-SR02 轟木　敬 歌劇「ムラダ」より「貴族たちの行進」 TB４ ¥2,100 ¥3,470
1815 ASKS-SR03 轟木　敬 ラッパとおじさん TB４ ¥2,300 ¥3,660
1816 ASKS-SR04 轟木　敬 居酒屋 TB４ ¥2,300 ¥3,590
1817 ASKS-SR05 轟木　敬 残酷な天使のテーゼ TB４ ¥1,500 ¥2,800
1818 ASKS-SR06 轟木　敬 天城越え 移調版 TB４ ¥2,300 ¥3,640
1819 ASKS-SR07 轟木　敬 『PIE JESU(ピエ・イエズ)　～　「レクイエム」より』 TB４ ¥1,700 ¥3,010
1820 ASKS-SR08 土倉　夏織 飲めや友よ！ TB４ ¥1,600 ¥2,960
1821 ASKS-SR09 轟木　敬 越冬つばめ TB４ ¥2,300 ¥3,630

【大トロ シリーズ】（ラージトロンボーンアンサンブル）

【SLIDE ROARシリーズ】（トロンボーンアンサンブル）
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1822 ASKS-SR10 轟木　敬 津軽海峡・冬景色 TB４ ¥2,300 ¥3,600
1823 ASKS-SR11 轟木　敬 また君に恋してる TB４ ¥2,300 ¥3,610
1824 ASKS-SR12 轟木　敬 ラッパとおじさん（トロンボーン６重奏） TB６ ¥3,200 ¥4,660
1825 ASKS-SR13 轟木　敬 バック・トゥ・ザ・フューチャー　メインテーマ TB４ ¥2,900 ¥4,280
1826 ASKS-SR14 轟木　敬 「テ・デウム」より“プレリュード” TB５ ¥2,200 ¥3,510
1827 ASKS-SR15 轟木　敬 星条旗よ永遠なれ TB４ ¥2,800 ¥4,200
1828 ASKS-SR16 轟木　敬 天城越え原調版 TB４ ¥2,300 ¥3,640

1829 ASKS-ET01 高橋　宏樹 カヴァレリア・ルスティカーナより間奏曲 ET８ ¥2,600 ¥3,950
1830 ASKS-ET02 高橋　宏樹 亜麻色の髪の乙女(La Fille Aux Cheveux De Lin) ET４ ¥1,600 ¥2,870
1831 ASKS-ET06 侘美　秀俊 『どこまでも行こう』 ET４ ¥2,600 ¥4,110
1832 ASKS-ET16 侘美　秀俊 ユーフォニアムとチューバ五重奏のための組曲 マティーニ・サード・アベニュー ET５ ¥2,400 ¥4,020
1833 ASKS-ET17 侘美　秀俊 組曲「マロニエの並木道」 ET５ ¥2,400 ¥3,930
1834 ASKS-ET23 侘美　秀俊 ３本のユーフォニアムのためのトライマラン Euph３ ¥2,700 ¥4,150
1835 ASKS-ET24 高橋　宏樹 ルスランとリュドミラ序曲 ET10＋打 ¥6,300 ¥8,250
1836 ASKS-ET25 高橋　宏樹 吹奏楽のための第一組曲 ET９＋打 ¥8,400 ¥10,560
1837 ASKS-ET45 侘美　秀俊 『Bit Byte Circuit』　for co-bass Octet Euph８ ¥4,700 ¥6,800
1838 ASKS-ET48 高橋　宏樹 Two Songs ET５ ¥3,200 ¥4,620
1839 ASKS-ET50 高橋　宏樹 明日があるさ ET３ ¥1,800 ¥3,090
1840 ASKS-ET51 高橋　宏樹 上を向いて歩こう ET３ ¥1,800 ¥3,090
1841 ASKS-ET52 高橋　宏樹 見上げてごらん夜の星を ET３ ¥1,800 ¥3,060
1842 ASKS-ET53 高橋　宏樹 坂本九三部作　ユーフォニアム・テューバ三重奏 ET３ ¥4,200 ¥5,620
1843 ASKS-ET56 ミサ・ミード 呼吸 Euph２＋Pf ¥2,100 ¥3,290
1844 ASKS-ET57 ミサ・ミード ＵＦＯ Euph２＋Pf ¥1,800 ¥3,100
1845 ASKS-ET58 ミサ・ミード パパゲーノとパパゲーナの二重唱（W.A.モーツァルト） Euph２＋Pf ¥1,600 ¥2,900
1846 ASKS-ET59 ミサ・ミード 亜麻色の髪の乙女 Euph２＋Pf ¥1,600 ¥2,790
1847 ASKS-ET60 ミサ・ミード アヴェ・マリア（G.カッチーニ） Euph２＋Pf ¥1,600 ¥2,810
1848 ASKS-ET61 ミサ・ミード ペダルピアノの為の練習曲 Op.56　第1番・第2番（R.シューマン） Euph２＋Pf ¥1,600 ¥2,980
1849 ASKS-ET62 ミサ・ミード 6つの二重唱曲 Op.63（F.メンデルスゾーン） Euph２＋Pf ¥3,700 ¥5,270
1850 ASKS-ET63 高橋　宏樹 組曲『惑星』より　木星（Bari.4　Euph.4　Tuba.4　Perc.4）（G.ホルスト） ET１２＋Per ¥6,500 ¥7,940
1851 ASKS-ET66 侘美　秀俊 『NHK連続テレビ小説「あまちゃん」のテーマ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,900 ¥3,080
1852 ASKS-ET81 長野　雄行 "Quartet" for 4 Euphoniums Euph４ ¥2,100 ¥3,430
1853 ASKS-ET82 長野　雄行 Slow Walkin' ET４＋カホン ¥2,100 ¥3,490
1854 ASKS-ET84 侘美　秀俊 NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」オープニングテーマ『雨のち晴レルヤ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,850
1855 ASKS-ET87 山口  景子 『NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」テーマ曲』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,100 ¥3,550
1856 ASKS-ET88 山口  景子 夢空〜練習室から見た空〜（東京音大委嘱作品、ユーフォ5重奏） Euph５ ¥3,200 ¥4,540
1857 ASKS-ET92 山口  景子 BLOCK M CONCERT MARCH FOR BAND　～ For Euphonium-Tuba Quartet ～ ET４ ¥2,300 ¥3,680
1858 ASKS-ET93 山口  景子 情熱大陸 ET２ ¥1,600 ¥2,880
1859 ASKS-ET94 山口  景子 Tico Tico ET２ ¥1,600 ¥2,900
1860 ASKS-ET95 山口  景子 ぼよよん行進曲 ET２ ¥1,600 ¥2,850
1861 ASKS-ET96 渡部　謙一 フランス組曲第六番より「クーラント」 Duo Basso Diversity on BACH ET２ ¥1,600 ¥2,910
1862 ASKS-ET97 渡部　謙一 フランス組曲第六番より「ポロネーズ」 Duo Basso Diversity on BACH ET２ ¥1,600 ¥2,880
1863 ASKS-ET98 渡部　謙一 フランス組曲第六番より「ブーレ」 Duo Basso Diversity on BACH ET２ ¥1,600 ¥2,930
1864 ASKS-ET99 渡部　謙一 ヴァイオリンパルティータ第三番よりガヴォット Duo Basso Diversity on BACH ET２ ¥2,100 ¥3,550
1865 ASKS-ET100 山口  景子 アメリカンパトロール ET２ ¥1,600 ¥2,890
1866 ASKS-ET101 山口  景子 『NHK連続テレビ小説「花子とアン」オープニングテーマ『にじいろ』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,840
1867 ASKS-ET102 新井　秀昇 交響的スケルツォ「魔法使いの弟子」 ET８＋Per ¥5,900 ¥8,460
1868 ASKS-ET103 新井　秀昇 アルヴァマー序曲 Euph８＋Per ¥4,900 ¥6,920
1869 ASKS-ET104 山口  景子 Sing ! Sing ! Sing ! （ユーフォニアム・テューバ デュオ） ET２ ¥1,600 ¥2,100
1870 ASKS-ET105 山口  景子  「アナと雪の女王」テーマ曲『Let It Go』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥4,350
1871 ASKS-ET106 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～楽しい磯野家～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1872 ASKS-ET107 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～磯野家の団欒2～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1873 ASKS-ET108 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～サブタイトル1～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1874 ASKS-ET109 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～サブタイトル2～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1875 ASKS-ET110 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～サブタイトル3～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1876 ASKS-ET111 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～サブタイトル4～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1877 ASKS-ET112 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～サブタイトル5～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1878 ASKS-ET113 侘美　秀俊 『サザエさんＢＧＭ～エンディング1～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1879 ASKS-ET114 侘美　秀俊 『サザエさんＢＧＭ～エンディング2～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1880 ASKS-ET115 侘美　秀俊 『サザエさんＢＧＭ～エンディング3～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1881 ASKS-ET116 侘美　秀俊 『サザエさんＢＧＭ～エンディング4～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1882 ASKS-ET117 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～サザエのテーマ3～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1883 ASKS-ET118 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～カツオのテーマ1～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1884 ASKS-ET119 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～カツオのテーマ2～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1885 ASKS-ET120 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～カツオのテーマ3～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1886 ASKS-ET121 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～タラのテーマ1～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1887 ASKS-ET122 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～タラのテーマ2～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1888 ASKS-ET123 山口  景子 『サザエさんＢＧＭ～タラのテーマ3～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1889 ASKS-ET124 侘美　秀俊 『サザエさんＢＧＭ～波平のテーマ1～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -
1890 ASKS-ET125 侘美　秀俊 『サザエさんＢＧＭ～波平のテーマ2～』ユーフォニアム・テューバ　デュオ ET２ ¥700 -

1891 ASKS-ET126
侘美　秀俊
山口　景子

『サザエさんＢＧM』ユーフォニアム・テューバ　デュオ　５曲セット１
●楽しい磯野家●磯野家の団欒2●サザエのテーマ3●波平のテーマ1●波平のテーマ2

ET２ ¥2,500 ¥3,760

1892 ASKS-ET127 山口  景子
『サザエさんＢＧM』ユーフォニアム・テューバ　デュオ　５曲セット２
●サブタイトル1●サブタイトル2●サブタイトル3●サブタイトル4●サブタイトル5

ET２ ¥2,500 ¥3,760

1893 ASKS-ET128
侘美　秀俊
山口　景子

『サザエさんＢＧM』ユーフォニアム・テューバ　デュオ　５曲セット３
●エンディング1●エンディング2●カツオのテーマ1●カツオのテーマ2●カツオのテーマ3

ET２ ¥2,500 ¥3,760

1894 ASKS-ET129
侘美　秀俊
山口　景子

『サザエさんＢＧM』ユーフォニアム・テューバ　デュオ　５曲セット４
●エンディング3●エンディング4●タラのテーマ1●タラのテーマ2●タラのテーマ3

ET２ ¥2,500 ¥3,760

1895 ASKS-ET130
侘美　秀俊
山口　景子

『サザエさんＢＧM』ユーフォニアム・テューバ　デュオ　２０曲フルセット ET２ ¥5,000 ¥6,630

1896 ASKS-ET131 新井　秀昇 オー・ソレ・ミオ ET２ ¥600 ¥1,340
1897 ASKS-ET132 新井　秀昇 It's only paper moon ET２ ¥1,200 ¥2,500

【ユーフォニアム・テューバアンサンブル】
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1898 ASKS-ET133 山口  景子 『NHK連続テレビ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,880
1899 ASKS-ET134 侘美　秀俊 『森のくまさん』によるパラフレーズ ET４ ¥2,500 ¥3,870
1900 ASKS-ET135 山口  景子 『NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥3,350
1901 ASKS-ET136 庄司　燦 『小フーガト短調』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,850
1902 ASKS-ET137 庄司　燦 『プレリュードとフーガハ長調 BWV533』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,850
1903 ASKS-ET138 庄司　燦 『プレリュードとフーガト長調 BWV557』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,850
1904 ASKS-ET139 庄司　燦 『プレリュードとフーガト短調 BWV558』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,850
1905 ASKS-ET140 福田  洋介 『BIWA - The blue lake　水蒼き琵琶』 ET６ ¥3,700 ¥5,180
1906 ASKS-ET141 庄司　燦 『NHK連続テレビ小説「まれ」オープニングテーマ『希空～まれぞら～』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥3,310
1907 ASKS-ET142 庄司　燦 アニメ「響け♪ユーフォニアム」オープニングテーマ『Dream Solister』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,700
1908 ASKS-ET143 松岡　浩介 アニメ「響け♪ユーフォニアム」オープニングテーマ『Dream Solister』ユーフォニアム・テューバ三重奏 ET３ ¥1,300 ¥1,800
1909 ASKS-ET144 鈴木　達也 「ベルガマスク組曲」より「プレリュード」　ドビュッシー　ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,870
1910 ASKS-ET145 松岡　浩介 『愛を見つけた場所』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,910
1911 ASKS-ET147 山口  景子 『宝島』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,100 ¥3,470
1912 ASKS-ET148 庄司　燦 TVアニメ「進撃の巨人」OP『紅蓮の弓矢』 ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,200
1913 ASKS-ET150 山口  景子 『ウインターワンダーランド』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,000
1914 ASKS-ET151 庄司  燦 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,600
1915 ASKS-ET152 山田　大 四季のうたメドレー ～ユーフォニアム・チューバ5重奏のための～ ET５ ¥3,600 ¥4,700
1916 ASKS-ET153 津崎　知之 『キャラバンの到着』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,600 ¥4,330
1917 ASKS-ET154 山口  景子 『あなたにサラダ』Dreams Come True ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,500
1918 ASKS-ET155 庄司  燦 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 移調・難易度低Ver. ET４ ¥2,000 ¥2,500
1919 ASKS-ET156 金城　菜美子 TVアニメ「おそ松さん」OP『はなまるぴっぴはよいこだけ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,600
1920 ASKS-ET157 長野　雄行 SEIKO TRICOLORE （赤いスイートピー・白いパラソル・青いサンゴ礁） ET４ ¥3,000 ¥3,800
1921 ASKS-ET158 庄司  燦 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 原調･難易度高Ver. ET４ ¥2,000 ¥2,500
1922 ASKS-ET159 庄司  燦 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』ユーフォニアム・テューバ六重奏 ET６ ¥2,500 ¥3,200
1923 ASKS-ET160 村上　雄亮 『戦いの組曲』より「ベルガマスクのカンツォーン」（シャイト） ET４ ¥1,500 ¥2,200
1924 ASKS-ET161 庄司  燦 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,100
1925 ASKS-ET162 庄司  燦 「アーロと少年」エンドソング『BEST FRIEND/Kiroro』ET四重奏譜 ET４ ¥2,000 ¥2,600
1926 ASKS-ET163 今村　耀 『DREAM SOLISTER』ユーフォニアム二重奏譜 Euph２ ¥1,000 ¥1,500
1927 ASKS-ET164 今村　耀 『トゥッティ!』ユーフォニアム二重奏譜 Euph２ ¥1,000 ¥1,500
1928 ASKS-ET165 今村　耀 『Starting the project』ユーフォニアム二重奏譜 Euph２ ¥1,000 ¥1,500
1929 ASKS-ET166 村上　雄亮 『ラデツキー行進曲』 ET４ ¥1,500 ¥2,000
1930 ASKS-ET167 庄司  燦 映画「ファインディング・ドリー」日本版エンドソング『アンフォゲッタブル』ET四重奏譜 ET４ ¥2,000 ¥2,500
1931 ASKS-ET167_2 庄司  燦 『アンフォゲッタブル(ナット・キング・コール)』ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 ET４ ¥2,000 ¥2,500
1932 ASKS-ET168 山口  景子 『Vacation』ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 ET４ ¥2,000 ¥2,700
1933 ASKS-ET169 山口  景子 『ラグタイムダンス』テューバ三重奏譜 Tuba３ ¥1,400 ¥2,000
1934 ASKS-ET170 山口  景子 『エトピリカ』ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 ET４ ¥1,600 ¥2,200

1935 ASKS-ET171 長野　雄行 「となりのトトロセレクション（さんぽ・猫バス・となりのトトロ）」ユーフォニアム・テューバデュオ譜 ET２ ¥2,000 ¥2,500

1936 ASKS-ET172 長野　雄行 「トルコ行進曲」ユーフォニアム・テューバデュオ譜 ET２ ¥1,000 ¥1,500
1937 ASKS-ET174 今村　耀 アニメ「響け♪ユーフォニアム２」オープニングテーマ『サウンドスケープ』ユーフォニアム二重奏譜 Euph２ ¥1,000 ¥1,500
1938 ASKS-ET175 山口  景子 アニメ「響け♪ユーフォニアム２」OPテーマ『サウンドスケープ』ユーフォニアム・テューバ四重奏譜（原調版 Gb-dur） ET４ ¥2,000 ¥2,500
1939 ASKS-ET176 山口  景子 アニメ「響け♪ユーフォニアム２」OPテーマ『サウンドスケープ』ユーフォニアム・テューバ四重奏譜（移調版 Ab-dur） ET４ ¥2,000 ¥2,500
1940 ASKS-ET177 山岸　和正 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 ET４ ¥2,500 ¥3,000
1941 ASKS-ET178 吉野　直子 『テイク・ファイブ』ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 ET４ ¥2,500 ¥3,100
1942 ASKS-ET179 吉野　直子 『ルパン三世のテーマ』ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 ET４ ¥2,500 ¥3,100
1943 ASKS-ET180 山口  景子 『津軽海峡・冬景色』ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 ET４ ¥1,800 ¥2,600
1944 ASKS-ET181 森　堅史 『ビタースウィート・サンバ』ユーフォニアム・テューバ六重奏譜 ET６ ¥1,900 ¥2,400
1945 ASKS-ET182 森　堅史 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 ET４ ¥2,600 ¥3,200
1946 ASKS-ET183 今村　耀 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』ユーフォニアム二重奏譜 Euph２ ¥1,500 ¥2,000
1947 ASKS-ET184 今村　耀 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』テューバ二重奏譜 Tuba２ ¥1,500 ¥2,000
1948 ASKS-ET185 今村　耀 アニメ「響け♪ユーフォニアム２」エンディングテーマ『ヴィヴァーチェ！』ユーフォニアム二重奏譜 Euph２ ¥1,000 ¥1,500
1949 ASKS-ET186 今村　耀 アニメ「響け♪ユーフォニアム２」エンディングテーマ『ヴィヴァーチェ！』テューバ二重奏譜 Tuba２ ¥1,000 ¥1,500
1950 ASKS-ET187 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,500
1951 ASKS-ET188 平原　伸也 椿姫よりプレリュード ET４ ¥1,500 ¥2,000
1952 ASKS-ET190 平原　伸也 歌劇「魔笛」序曲／モーツァルト ET４ ¥1,500 ¥2,000
1953 ASKS-ET191 TAKA アシタカせっ記～もののけ姫 （ユーフォニアム・テューバ四重奏） ET４ ¥3,000 ¥3,800
1954 ASKS-ET192 高橋　宏樹 「風神と雷神」 ET５ ¥4,000 ¥4,800
1955 ASKS-ET193 侘美　秀俊 「Eu-Tubar Suite」 ET５ ¥4,000 ¥4,800
1956 ASKS-ET194 山口  景子 『TBSドラマ「カルテット」EDテーマ「おとなの掟」』ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 ET４ ¥2,500 ¥3,000
1957 ASKS-ET195 本橋　隼人 歌劇「ウィリアム・テル」序曲よりスイス軍の行進 -William Tell Overture- Tuba５ ¥1,900 ¥2,400
1958 ASKS-ET196 西村  いづみ ユーフォニアム3重奏のための3声のインベンション（シンフォニア） 第1番　ハ長調　BWV787 Euph３ ¥1,000 ¥1,500
1959 ASKS-ET197 山岸　和正 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,000
1960 ASKS-ET198 山口  景子 『モーツァルト・セレクション』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
1961 ASKS-ET201 山岸　和正 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,000
1962 ASKS-ET202 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,500
1963 ASKS-ET203 今村　耀 『キャラバンの到着』ユーフォニアム三重奏譜 Euph３ ¥1,500 ¥2,000
1964 ASKS-ET204 今村　耀 『きよしこの夜』ユーフォニアム三重奏譜 Euph３ ¥1,200 ¥1,700
1965 ASKS-ET205 今村　耀 『海を越える握手』ユーフォニアム三重奏譜 Euph３ ¥1,500 ¥2,000
1966 ASKS-ET206 Ken Takemori 『いのちの名前』ユーフォニアム・テューバ五重奏 ET５ ¥1,500 ¥2,000
1967 ASKS-ET207 松岡　浩介 4本の低音金管楽器のための『６つのノヴェレット』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥3,900
1968 ASKS-ET209 Ken Takemori 『Rain』映画「メアリと魔女の花」の主題歌　ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,800 ¥2,400
1969 ASKS-ET210 Ken Takemori 『TSUNAMI／サザンオールスターズ』ユーフォニアム・テューバ五重奏 ET５ ¥2,000 ¥2,700
1970 ASKS-ET212 Ken Takemori 『となりのトトロ』ユーフォニアム・テューバ五重奏 ET５ ¥2,000 ¥2,500
1971 ASKS-ET213 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダム主題歌「砂の十字架」ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 原調版 ET４ ¥2,500 ¥3,000
1972 ASKS-ET214 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダム主題歌「砂の十字架」ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 移調版 ET４ ¥2,500 ¥3,000
1973 ASKS-ET215 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダムII「哀・戦士」主題歌「哀・戦士」ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 ET４ ¥2,500 ¥3,000
1974 ASKS-ET216 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダムIII「めぐりあい宇宙」主題歌「めぐりあい」ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 原調版 ET４ ¥2,500 ¥3,000
1975 ASKS-ET217 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダムIII「めぐりあい宇宙」主題歌「めぐりあい」ユーフォニアム・テューバ四重奏譜 移調版 ET４ ¥2,500 ¥3,000
1976 ASKS-ET218 長野　雄行 劇場版 機動戦士ガンダム主題歌3部作セットユーフォニアム・テューバ四重奏譜 ET４ ¥6,500 ¥8,200
1977 ASKS-ET219 山口  景子 『プリンセス メドレー』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,000



新サイトはこちらをクリック⇒　https://asks.shop/

商品コード 作曲（編曲）者 作品名 編成 PDF価格 製本版価格

1978 ASKS-ET220 山口  景子 『パイナップル・ラグ』ユーフォニアム三重奏 Euph３ ¥1,800 ¥2,300
1979 ASKS-ET221 山岸　和正 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,000
1980 ASKS-ET222 山岸　和正 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,000
1981 ASKS-ET223 Ken Takemori 『Cat ｌife』ユーフォニアム・テューバデュオ ET２ ¥1,000 ¥1,500
1982 ASKS-ET224 Ken Takemori 『Cat ｌife』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,500
1983 ASKS-ET225 Ken Takemori 『クリスマス・イヴ／山下達郎』ユーフォニアム・テューバ五重奏 ET５ ¥2,000 ¥2,800
1984 ASKS-ET226 今村　耀 『宝島』ユーフォニアム三重奏譜 Euph３ ¥1,500 ¥2,000
1985 ASKS-ET227 一瀬　恒星 『Root and Branch』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥3,700
1986 ASKS-ET228 一瀬　恒星 『Nobody knows the future』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,800 ¥2,300
1987 ASKS-ET229 一瀬　恒星 『PSR～Dialogue～（ピーエスアール～ダイアログ～）』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,500
1988 ASKS-ET230 一瀬　恒星 『ロンドンデリーの歌』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,600
1989 ASKS-ET231 一瀬　恒星 『朧月夜』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,000
1990 ASKS-ET232 高橋　宏樹 「He's a Tuba-man!」Sax.(A&T)/Tuba/Pf./Perc.四重奏 Mix４ ¥3,800 ¥4,500
1991 ASKS-ET233 Ken Takemori 『たしかなこと／小田和正』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,100
1992 ASKS-ET234 山岸　和正 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200
1993 ASKS-ET235 村田　厚生 「パプリカ／米津玄師 」　ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200
1994 ASKS-ET236 村上　雄亮 「小さな黒人The Little Nigar／ドビュッシー」ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,200 ¥1,800
1995 ASKS-ET237 一瀬　恒星 「The Observatory」ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥4,000 ¥5,400
1996 ASKS-ET238 山岸　和正 「カリキュラマシーンのテーマ」ユーフォニアム・テューバ五重奏 ET５ ¥1,500 ¥2,100
1997 ASKS-ET239 山岸　和正 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200
1998 ASKS-ET240 福田　昌範 『ユーフォニアム・テューバアンサンブルの為のパルティータ』ユーフォニアム・テューバ八重奏 ET８ ¥4,700 ¥6,200
1999 ASKS-ET242 福田　昌範 『ユーフォニアム・テューバアンサンブルの為のパルティータ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,200 ¥4,200
2000 ASKS-ET243 一瀬　恒星 『「鬼滅の刃」オープニングテーマ『紅蓮華』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200
2001 ASKS-ET244 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,700
2002 ASKS-ET245 一瀬　恒星 『くるみ割り人形より「小序曲」』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,700
2003 ASKS-ET246 Ken Takemori 『ルージュの伝言』ユーフォニアム・テューバ五重奏＋ドラム ET５＋Dr. ¥2,000 ¥2,600
2004 ASKS-ET247 一瀬　恒星 ルーマニア民族舞曲 (Romanian Folk Dances)ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥4,000
2005 ASKS-ET248 髙島　章悟 『「アルルの⼥」第２組曲より 間奏曲』ユーフォニアム・テューバ九重奏 ET９＋打 ¥3,300 ¥4,200
2006 ASKS-ET249 髙島　章悟 『「アルルの⼥」第２組曲より ファランドール』ユーフォニアム・テューバ十重奏 ET１０＋打 ¥3,300 ¥6,000
2007 ASKS-ET250 髙島　章悟 『天なる神には-IT CAME UPON THE MIDNIGHT CLEAR』ユーフォニアム・テューバ五重奏 ET５+打 ¥2,000 ¥2,900
2008 ASKS-ET251 髙島　章悟 『フィガロの結婚-Le Nozze di Figaro Overture』ユーフォニアム・テューバ五重奏 ET５+打 ¥3,000 ¥4,400
2009 ASKS-ET252 髙島　章悟 『アヴェ・ヴェルム・コルプス-Ave Verum Corpus』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４+Ch ¥1,800 ¥2,500
2010 ASKS-ET253 山岸　和正 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200
2011 ASKS-ET254 山岸　和正 『何度でも／Dreams Come True』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200
2012 ASKS-ET255 一瀬　恒星 『夜に駆ける／YOASOBI』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,400
2013 ASKS-ET256 一瀬　恒星 『ハルジオン／YOASOBI』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200
2014 ASKS-ET257 みなみじゅん 『虫歯のこどもの誕生日』みんなのうたシリーズ　ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,200
2015 ASKS-ET258 松岡　浩介 『月光ソナタ 第三楽章』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥4,300
2016 ASKS-ET259 みなみじゅん 『ドラキュラのうた』みんなのうたシリーズ　ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,100
2017 ASKS-ET260 Ken Takemori 『HOT LIMIT／T.M.Revolution』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,200
2018 ASKS-ET261 Ken Takemori 『HOT LIMIT／T.M.Revolution』ユーフォニアム・テューバ五重奏 ET５ ¥2,000 ¥2,800
2019 ASKS-ET262 Ken Takemori 『TSUNAMI／サザンオールスターズ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,100
2020 ASKS-ET263 山岸　和正 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』ユーフォニアム・テューバ四重奏原調版 ET４ ¥2,500 ¥3,200
2021 ASKS-ET264 山岸　和正 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』ユーフォニアム・テューバ四重奏移調版 ET４ ¥2,500 ¥3,200
2022 ASKS-ET265 みなみじゅん 『赤鬼と青鬼のタンゴ』みんなのうたシリーズ　ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,200
2023 ASKS-ET266 松岡　浩介 『月の光／ドビュッシー』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥3,800
2024 ASKS-ET267 松岡　浩介 『革命エチュード／ショパン』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥4,000
2025 ASKS-ET268 松岡　浩介 『愛の夢 第三番／リスト』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥4,000
2026 ASKS-ET269 髙島　章悟 『ラデツキー行進曲』ユーフォニアム・テューバ六重奏 ET６＋打 ¥3,200 ¥4,100
2027 ASKS-ET270 山岸　和正 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
2028 ASKS-ET271 片岡　寛晶 Exoticism～ユーフォニアム・チューバ・アンサンブルのために ET４ ¥2,400 ¥3,820
2029 ASKS-ET272 白岩　優拓 「The Maid of Orleans (Jehanne Darc)」 ET４ ¥2,400 ¥3,770
2030 ASKS-ET273 松岡　浩介 『メイプルリーフ・ラグ／ジョプリン』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥3,800
2031 ASKS-ET274 松岡　浩介 『ノクターン『3つの夜想曲』作品9-2／ショパン』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥3,900
2032 ASKS-ET275 松岡　浩介 『ワルツ第7番／ショパン』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥3,900
2033 ASKS-ET276 松岡　浩介 『英雄ポロネーズ／ショパン』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥3,900
2034 ASKS-ET277 松岡　浩介 『ピアノソナタ第8番『悲愴』 第2楽章／ベートーヴェン』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥3,900
2035 ASKS-ET278 松岡　浩介 『花の歌／ランゲ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥3,900
2036 ASKS-ET279 松岡　浩介 『『四季』より「6月：舟歌」／チャイコフスキー』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥3,000 ¥3,800
2037 ASKS-ET280 加藤　真弘 『ウイスキーが、お好きでしょ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200
2038 ASKS-ET281 みなみじゅん 『サラマンドラ』みんなのうたシリーズ ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,500 ¥2,100
2039 ASKS-ET282 山岸　和正 行進曲「軍艦」(March "Man-of-War")ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,800 ¥2,500
2040 ASKS-ET283 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,600
2041 ASKS-ET284 高橋　宏樹 『ジャングリラのテーマ(Theme of Jangri-La)』ユーフォニアム・テューバ五重奏 ET５ ¥2,500 ¥3,300
2042 ASKS-ET285 山岸　和正 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,300
2043 ASKS-ET286 Ken Takemori 『風になる』ユーフォニアム・テューバ五重奏 ET５＋Dr. ¥2,500 ¥3,400
2044 ASKS-ET287 山岸　和正 『ロックリバーへ／あらいぐまラスカル』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,100
2045 ASKS-ET288 山岸　和正 『I GOT RHYTHM』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,700
2046 ASKS-ET289 山岸　和正 『Strike Up the Band』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,700
2047 ASKS-ET290 山岸　和正 『Someone to Watch Over Me』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,600
2048 ASKS-ET291 Ken Takemori 「TAKARAJIMA　宝島」ユーフォニアム・テューバ五重奏 ET５＋Dr. ¥2,500 ¥3,400
2049 ASKS-ET292 山岸　和正 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200
2050 ASKS-ET293 山岸　和正 『ユーフォニアムとテューバのための四重奏曲』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥4,500 ¥5,700
2051 ASKS-ET294 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,700
2052 ASKS-ET295 山岸　和正 『山賊の歌／ダーク・ダックス』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,700
2053 ASKS-ET296 山岸　和正 『双頭の鷲の旗の下に』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,800 ¥2,400
2054 ASKS-ET297 山岸　和正 『トロンボーン四重奏による三つのモテット／ブルックナー』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,400
2055 ASKS-ET298 山岸　和正 『ローリングサンダー』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,800 ¥2,500
2056 ASKS-ET299 山岸　和正 『埴生の宿』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,600
2057 ASKS-ET300 山岸　和正 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200



新サイトはこちらをクリック⇒　https://asks.shop/

商品コード 作曲（編曲）者 作品名 編成 PDF価格 製本版価格

2058 ASKS-ET301 山岸　和正 『エスパーニャカーニ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,800 ¥2,500
2059 ASKS-ET302 山岸　和正 『旧友／タイケ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,800 ¥2,600
2060 ASKS-ET303 山岸　和正 『ボギー大佐』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥1,800 ¥2,500
2061 ASKS-ET304 山岸　和正 『歌劇「タンホイザー」序曲』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥6,000 ¥7,300
2062 ASKS-ET305 Ken Takemori 『アルヴァマー序曲』ユーフォニアム四重奏 EU４ ¥4,000 ¥5,000
2063 ASKS-ET306 山岸　和正 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200
2064 ASKS-ET307 山岸　和正 『「目覚め」ネスカフェ・ゴールドブレンドのテーマ』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,000 ¥2,600
2065 ASKS-ET308 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500 ¥3,200
2066 ASKS-ET309 山岸　和正 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』ユーフォニアム・テューバ四重奏 ET４ ¥2,500

2067 ASKS-YE01 山岸　和正 無伴奏テューバのためのヴァリエーションエチュード(Variation Etude for Unaccompanied Tuba) Solo Tuba \1,700 ¥2,960
2068 ASKS-YE02 山岸　和正 無言歌集Vol.1(Lieder ohne Worte/Songs without Words Vol.1) Tuba＆Pf \3,200 ¥4,700
2069 ASKS-YE03 山岸　和正 テューバのためのバッハスタイルデュオ(Bach Style Duo Pieces for Tuba) Tuba２ \2,600 ¥3,970
2070 ASKS-YE04 山岸　和正 テューバデュオによる現代的ファンファーレ(Fanfare for Contemporary Tuba Duo) Tuba２ \1,100 ¥2,350
2071 ASKS-YE05 山岸　和正 テューバトリオ(Tuba Trio) Tuba３ \2,600 ¥4,030
2072 ASKS-YE06 山岸　和正 鳩は悩み、泣き、溜息をつく(Langue geme sospira HWV188) Tuba３ \2,200 ¥3,600
2073 ASKS-YE07 山岸　和正 まことの恋のつながりは(Sono liete fortunate HWV194) Tuba３ \2,200 ¥3,590
2074 ASKS-YE08 山岸　和正 「ヴィオラ・ダ・ガンバソナタ」より第一楽章「Vivace」(Vivace from Sonata g-minor BWV1029) Tuba３ \2,200 ¥3,580

2075 ASKS-YE09 山岸　和正
テューバトリオのための「ゴールドベルク変奏曲」
（J.S.バッハの主題によるテューバのための新しい変奏曲）(Goldberg Variations for Tuba Trio)

Tuba３ \2,500 ¥3,910

2076 ASKS-YE10 山岸　和正 プレリュードとフゲッタ(Prelude&Fughetta) ET４ \2,100 ¥3,450
2077 ASKS-YE11 山岸　和正 メアリー女王のための葬送音楽(Music for the Funeral of Queen Mary) Tuba４～ \3,700 ¥5,240
2078 ASKS-YE12 山岸　和正 コンチェルトグロッソ(Concerto grosso) SoloTu &ET4 \2,600 ¥4,000
2079 ASKS-YE13 山岸　和正 シンフォニック・シンドローム(Symphonic Syndrome) ET４＋ET４ \3,300 ¥4,740
2080 ASKS-YE14 山岸　和正 風変わりなラヴィーヌ将軍(General Lavine -eccentric-) SoloTu & Pf \1,600 ¥2,900
2081 ASKS-YE15 山岸　和正 コンチェルトグロッソ（ピアノ伴奏版）(Concerto grosso (for Solo Tuba & Piano)) SoloTu & Pf \1,900 ¥3,200
2082 ASKS-YE16 山岸　和正 オリエンタルモーション(Oriental motion) SoloTu & Per. \1,900 ¥3,180
2083 ASKS-YE17 山岸　和正 Tuba Tribute Tuba４＋Per,Pf \3,500 ¥5,040
2084 ASKS-YE18 山岸　和正 管弦楽組曲第３番より「序曲」BWV1068 "Ouverture" from Orchestral Suite No.3 BWV1068

ET４＋ET４,
Timp, Pf \4,500 ¥6,190

2085 ASKS-YE19 山岸　和正 「御子がわれらに生まれたもう」作品315”Ons is gheboren een kindekijn” SwWV315 ET３ \1,800 ¥2,300
2086 ASKS-YE20 山岸　和正 「エオリア旋法によるエコー・ファンタジア」作品275”Echo Fantasia in Aeolian mode" SwWV275

Tuba & 
Keyboard \1,500 ¥2,000

2087 ASKS-YE21 山岸　和正 「喜び栄えよ、すべての人よ」作品182"Gaudete omnes et laetamini" SwWV182 Tuba５ \2,000 ¥2,600
2088 ASKS-YE22 山岸　和正 「ドリア旋法によるエコー・ファンタジア」作品261"Echo Fantasia in Drian mode" SwWV261 EU２　TU３ \2,200 ¥2,900
2089 ASKS-YE23 山岸　和正 「この日キリストは生まれたまえり」作品163"Hodie Christus natus est" SwWV163 Tuba５ \2,000 ¥2,700
2090 ASKS-YE24 山岸　和正 「愚かなサイモン」作品323"Malle Sijmen" SwWV323

Tuba & 
Keyboard \1,200 ¥1,700

2091 ASKS-YE25 山岸　和正 「わが青春の日は既に過ぎ去り」作品324"Mein junges Leben hat ein End" SwWV324 ET4 \2,800 ¥3,500
2092 ASKS-YE26 山岸　和正 「叙情的即興曲」Lyrical Impromptu SoloTu & Pf \2,500 ¥3,200
2093 ASKS-YE27 山岸　和正 トロンボーンのためのバッハスタイルデュオ（Bach Style Duo Pieces for Trombone） TB２ \3,000 ¥4,000
2094 ASKS-YE28 山岸　和正 トランペットとトロンボーンのためのバッハスタイルデュオ(Bach Style Duo Pieces for Trumpet & Trombone) TP&TB \3,000 ¥4,000
2095 ASKS-YE29 山岸　和正 バスーンのためのバッハスタイルデュオ(Bach Style Duo Pieces for Bassoon) FG２ \3,000 ¥4,000
2096 ASKS-YE30 山岸　和正 ユーフォニアムとテューバのためのバッハスタイルデュオ（Bach Style Duo Pieces for Euphonium & Tuba) ET２ \3,000 ¥4,000
2097 ASKS-YE31 山岸　和正 オーボエとバスーンのためのバッハスタイルデュオ（Bach Style Duo Pieces for Oboe & Bassoon） OB&FG \3,000 ¥4,000
2098 ASKS-YE32 山岸　和正 フルートトリオ(Flute Trio) FL３ \2,600 ¥3,500
2099 ASKS-YE33 山岸　和正 クラリネットトリオ(Clarinet Trio) CL３ \2,600 ¥3,500
2100 ASKS-YE34 山岸　和正 オーボエとイングリッシュホルンとバスーンのための「トリオ」(Double Reed Trio) Ob,Eh,Bsn \2,600 ¥3,500
2101 ASKS-YE35 山岸　和正 ホルントリオ(Horn Trio) Hrn３ \2,600 ¥3,500
2102 ASKS-YE36 山岸　和正 ホルンとトロンボーンとテューバのための「トリオ」(Brass Trio) 金管３ \2,600 ¥3,500
2103 ASKS-YE37 山岸　和正 サクソルン四重奏のための「プレリュードとフゲッタ」 金管４ \2,100 ¥2,900
2104 ASKS-YE38 山岸　和正 クラリネット四重奏のための「プレリュードとフゲッタ」 CL４ \2,100 ¥2,900
2105 ASKS-YE39 山岸　和正 木管四重奏のための「プレリュードとフゲッタ」 木管４ \2,100 ¥2,800
2106 ASKS-YE40 山岸　和正 弦楽四重奏のための「プレリュードとフゲッタ」 弦楽四重奏 \2,100 ¥2,800
2107 ASKS-YE41 山岸　和正 「間奏曲」作品118 第２番 SoloTu & Pf \2,500 ¥3,100

2108 ASKS-WT01 withT 情熱大陸 EuphSolo＋Pf ¥3,000 ¥4,390
2109 ASKS-WT02 withT 彼方の光 EuphSolo＋Pf ¥1,000 ¥2,290
2110 ASKS-WT03 withT オーメンズオブラブ EuphSolo＋Pf ¥1,000 ¥2,390
2111 ASKS-WT04 withT アニメ「響け♪ユーフォニアム」オープニングテーマ『Dream Solister』

EuSolo＋
EuChorus＋Pf ¥2,000 ¥3,370

2112 ASKS-WT05 withT ひまわりの約束　ユーフォニアムソロピアノ伴奏 EuphSolo＋Pf ¥1,000 ¥2,320
2113 ASKS-WT06 withT 紅蓮の弓矢　ユーフォニアムソロピアノ伴奏 EuphSolo＋Pf ¥1,000 ¥2,300
2114 ASKS-WT07 withT Troubling Traveler　ユーフォニアムソロピアノ伴奏 EuphSolo＋Pf ¥1,500 ¥2,000
2115 ASKS-WT08 withT Rising　ユーフォニアムソロピアノ伴奏 EuphSolo＋Pf ¥1,000 ¥1,500
2116 ASKS-WT09 withT SUNDAY BOSSA　ユーフォニアムソロピアノ伴奏 EuphSolo＋Pf ¥1,000 ¥1,500
2117 ASKS-WT10 withT 希望の羽　ユーフォニアムソロピアノ伴奏 EuphSolo＋Pf ¥1,000 ¥1,500
2118 ASKS-WT11 withT さくら　ユーフォニアムソロピアノ伴奏 EuphSolo＋Pf ¥1,000 ¥1,500
2119 ASKS-WT12 withT METRO　ユーフォニアムソロピアノ伴奏 EuphSolo＋Pf ¥1,000 ¥1,500
2120 ASKS-WT13 withT 月の夜、海は輝き　ユーフォニアムソロピアノ伴奏 EuphSolo＋Pf ¥1,500 ¥2,000
2121 ASKS-WT14 withT しあわせの虹　ユーフォニアムソロピアノ伴奏 EuphSolo＋Pf ¥1,000 ¥1,500
2122 ASKS-WT15 withT Time Flies　ユーフォニアムソロピアノ伴奏 EuphSolo＋Pf ¥1,500 ¥2,000

2123 ASKS-TI01 高橋　宏樹 いつか王子様が　Some Day My Prince Will Come　TITANSシリーズ TUBA２＋バンド ¥3,000 ¥3,500
2124 ASKS-TI02 山口  景子 情熱大陸　TITANSシリーズ TUBA２＋バンド ¥3,000 ¥4,200
2125 ASKS-TI03 山口  景子 ガブリエリのオーボエ　TITANSシリーズ TUBA２＋バンド ¥2,500 ¥3,200
2126 ASKS-TI04 山口  景子 ハンガリー舞曲第５番　TITANSシリーズ TUBA２＋Piano ¥2,500 ¥3,000
2127 ASKS-TI05 山口  景子 Sing !Sing !Sing !　TITANSシリーズ TUBA２ ¥1,600 ¥2,100

2128 ASKS-TR01 F.メンデルスゾーン 歌の翼に EUPH ¥800 ¥1,300
2129 ASKS-TR02 W.A.モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」より　「恋とはどんなものかしら」 EUPH ¥800 ¥1,300
2130 ASKS-TR03 J.S.バッハ-C.グノー アヴェ・マリア EUPH ¥800 ¥1,300
2131 ASKS-TR04 P.マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より　間奏曲 EUPH ¥800 ¥1,300

【YAMAGISHI EDITIONSシリーズ】（ユーフォニアム・テューバ）

【with Tシリーズ】（ユーフォニアムピアノデュオ）

【TUBA DUO TITANS シリーズ】（テューバデュオ）

【そのまま吹けるシリーズ】
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2132 ASKS-TR05 米山　邦宏 モテット「踊れ、喜べ、汝幸なる魂よ」より”アレルヤ”　フルートソロ FL ¥1,800 ¥2,400
2133 ASKS-TR06 米山　邦宏 モテット「踊れ、喜べ、汝幸なる魂よ」より”アレルヤ”　ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,800 ¥2,400
2134 ASKS-TR07 米山　邦宏 モテット「踊れ、喜べ、汝幸なる魂よ」より”アレルヤ”　テューバソロ TUBA ¥1,800 ¥2,400
2135 ASKS-TR08 米山　邦宏 モテット「踊れ、喜べ、汝幸なる魂よ」より”アレルヤ”　クラリネットソロ CL ¥1,800 ¥2,400
2136 ASKS-TR09 米山　邦宏 モテット「踊れ、喜べ、汝幸なる魂よ」より”アレルヤ”　トランペットソロ TP ¥1,800 ¥2,400
2137 ASKS-TR10 米山　邦宏 モテット「踊れ、喜べ、汝幸なる魂よ」より”アレルヤ”　ホルンソロ Hrn ¥1,800 ¥2,400

2138 ASKS-CB01 塩野　一毅 「波」コントラバス四重奏 CB４ ¥2,500 ¥3,200

2139 ASKS-MX01 侘美　秀俊 ボレロ（BOLERO）　Fl.1(A.Fl. Picc), Fl.2(B.Fl. Picc. SlideWhistle), Tp., Cb., Perc.1(Marimba), Perc.2(S.D.) ６パート ¥2,600 ¥4,030
2140 ASKS-MX02 侘美　秀俊 ベートーヴェンメドレー　Fl.1(A.Fl. Picc), Fl.2(B.Fl. Picc. SlideWhistle), Tp., Cb., Perc.1(Marimba), Perc.2(S.D.) ６パート ¥2,600 ¥4,080
2141 ASKS-MX05 吉松　隆 ミミックバードコミック　op.63（スコア２冊） ２パート ¥2,400 ¥3,890
2142 ASKS-MX06 吉松　隆 サジタリウス牧歌 op.42 ８パート ¥2,500 ¥3,600
2143 ASKS-MX07 吉松　隆 サイバーバード協奏曲　op.59 トリオリダクション版（パート譜付） A.SAX,Pf,Per ¥11,300 ¥13,240
2144 ASKS-MX08 塩野　一毅 恋する言葉は夜空に上がる ８パート ¥2,500 ¥3,600
2145 ASKS-MX09 米山　邦宏 TENDERLY～RICA'S THEME ７パート ¥2,500 ¥3,400
2146 ASKS-MX10 大森　愛弓 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』 ６パート ¥3,000 ¥4,000
2147 ASKS-MX11 八谷　誠人 『融点』テューバと2台ピアノのための　混合三重奏譜 ３パート ¥4,000 ¥5,000
2148 ASKS-MX12 八谷　誠人 『融点』　テューバと2台ピアノ、打楽器のための　混合四重奏譜 ４パート ¥5,000 ¥6,000
2149 ASKS-MX13 高橋　宏樹 『アトラクション・ラグ』混合三重奏譜 ３パート ¥3,500 ¥4,400
2150 ASKS-MX14 高橋　宏樹 『Instant Musical（インスタントミュージカル）』混合三重奏譜 ３パート ¥4,500 ¥5,300

2151 ASKS-PE01 福田  洋介 Frosty steps 打楽器６ ¥2,800 ¥4,220
2152 ASKS-PE02 吉松　隆 鳥リズム　op.46（スコア3冊） 打楽器７以上 ¥3,700 ¥6,020
2153 ASKS-PE03 吉松　隆 チェシャねこ風パルティータ　op.94 ピアノ、Ｐｅｒ ¥4,400 ¥5,950
2154 ASKS-PE04 吉松　隆 『マリンバ協奏曲〈バードリズミクス〉ピアノリダクション版（perc付き）』 Mar.,Pf,Per ¥10,680 ¥12,920
2155 ASKS-PE04_01 吉松　隆 『マリンバ協奏曲〈バードリズミクス〉ピアノリダクション版（perc付き）』マリンバパート譜のみ マリンバ ¥3,050 ¥4,470
2156 ASKS-PE05 侘美　秀俊 『Hotnep（ホッネ ）』 打楽器５ ¥3,000 ¥3,800
2157 ASKS-PE06 侘美　秀俊 『Hotnep（ホッネ ）II』 打楽器５ ¥3,000 ¥3,900
2158 ASKS-PE07 侘美　秀俊 『Hotnep（ホッネ ）III』 打楽器５ ¥3,000 ¥3,900

2159 ASKS-OR01 侘美　秀俊 NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ　オーケストラ譜 オーケストラ（２管編成 ¥4,900 ¥5,900
2160 ASKS-OR02 藤代　敏裕 『栄光の架橋／ゆず』 オーケストラ（２管編成 ¥5,000 ¥6,400
2161 ASKS-OR03 長野　雄行 「逃げるは恥だが役に立つ」エンディングテーマ『恋』オーケストラ譜 オーケストラ（２管編成 ¥5,500 ¥6,500
2162 ASKS-OR04 藤代　敏裕 バレエ音楽「焼鳥の湖」より オーケストラ（２管編成 ¥3,000 ¥4,300
2163 ASKS-OR05 藤代　敏裕 『少年時代／井上陽水』 オーケストラ（２管編成 ¥5,000 ¥6,100
2164 ASKS-OR06 藤代　敏裕 『少年時代／井上陽水』合唱付き オーケストラ（２管編成 ¥5,000 ¥6,100
2165 ASKS-OR07 長野　雄行 ～初見で出来る・でもシンフォニック～ハッピーバースデイオケ版のサプライズ用 オーケストラ（２管編成 未定 未定
2166 ASKS-OR08 長野　雄行 「きっと また 会える」 オーケストラ（２管編成 未定 未定
2167 ASKS-OR09 長野　雄行 第九のためのファンファーレ オーケストラ（２管編成 未定 未定
2168 ASKS-OR10 藤代　敏裕 『Believe』 オーケストラ（２管編成 未定 未定
2169 ASKS-OR11 藤代　敏裕 『少年時代／井上陽水』古典管弦楽編成　(2管編成、Trb,Tub無し) オーケストラ（２管編成 ¥5,000 ¥6,100

2170 ASKS-SE02 吉松　隆 アトムハーツクラブカルテット　弦楽四重奏版op.70（パート譜付） 弦楽四重奏 ¥8,950 ¥10,630
2171 ASKS-SE03 山口  景子 Let It Go（弦楽四重奏版） 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥4,350
2172 ASKS-SE05 山口  景子 『NHK連続テレビ小説「花子とアン」オープニングテーマ「にじいろ」』（弦楽四重奏版） 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥4,340
2173 ASKS-SE08 山口  景子 ルージュの伝言 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,830
2174 ASKS-SE09 山口  景子 心を込めて花束を 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,830
2175 ASKS-SE10 山口  景子 スターラブレイション 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,860
2176 ASKS-SE11 山口  景子 うれしい！たのしい！大好き！ 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,850
2177 ASKS-SE12 山口  景子 風になる 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,840
2178 ASKS-SE13 山口  景子 やさしさに包まれたなら 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,790
2179 ASKS-SE19 久保　太郎 家族になろうよ 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,870
2180 ASKS-SE20 山口  景子 NHK朝の連続ドラマ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,880
2181 ASKS-SE28 山口  景子 ディズニー映画「ベイマックス」エンドソング『Story』 弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,860
2182 ASKS-SE30 山口  景子 映画アニー主題歌『Tomorrow』 弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,800
2183 ASKS-SE33 山口  景子 NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ　弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,000 ¥3,350
2184 ASKS-SE51 山口  景子 『NHK連続テレビ小説「まれ」オープニングテーマ『希空～まれぞら～』』　弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,000 ¥3,310
2185 ASKS-SE54 山口  景子 『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』主題歌「パーフェクト・デイ ～特別な1日～」 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥4,290
2186 ASKS-SE55 山口  景子 The ROSE 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,810
2187 ASKS-SE60 山口  景子 Winter Wonder Land 弦楽四重奏 ¥2,000 ¥2,500
2188 ASKS-SE61 山口  景子 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,100
2189 ASKS-SE64 山口  景子 ルパン三世のテーマ弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,000
2190 ASKS-SE65 山口  景子 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,000
2191 ASKS-SE68 津崎　知之 『キャラバンの到着』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,600 ¥3,100
2192 ASKS-SE69 山口  景子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,500
2193 ASKS-SE73 山口  景子 「アーロと少年」エンドソング『BEST FRIEND/Kiroro』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,500
2194 ASKS-SE75 山口  景子

『うれしい！たのしい！ワンダーランド～for String Quartet』ドリカムメドレーサンキュ～何度でも～LOVE LOVE LOVE～
うれしい!たのしい!だいすき!

弦楽四重奏 ¥3,500 ¥4,500
2195 ASKS-SE76 侘美　秀俊 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,500
2196 ASKS-SE77 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,000
2197 ASKS-SE78 山口  景子 『津軽海峡・冬景色』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,200 ¥2,700
2198 ASKS-SE79 山口  景子 『天城越え』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,200 ¥2,700
2199 ASKS-SE80 山口  景子 『おとなの掟』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,000
2200 ASKS-SE81 山口  景子 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,500
2201 ASKS-SE82 山口  景子 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,500
2202 ASKS-SE83 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,200 ¥2,700
2203 ASKS-SE87 山口  景子 『プラチナ』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,000
2204 ASKS-SE88 山口  景子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,500

【混合アンサンブル】

【打楽器アンサンブル】

【演奏用オーケストラ譜】

【弦楽四重奏】

【コントラバスアンサンブル】
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2205 ASKS-SE93 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,500
2206 ASKS-SE94 鈴木　章斗 『ドラえもん』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,800
2207 ASKS-SE95 松岡　浩介 NHK 平昌オリンピック テーマ曲『サザンカ』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,500
2208 ASKS-SE96 侘美　秀俊 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,700
2209 ASKS-SE97 侘美　秀俊 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,700
2210 ASKS-SE98 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,200
2211 ASKS-SE99 侘美　秀俊 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,700
2212 ASKS-SE100 侘美　秀俊 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,700
2213 ASKS-SE102 侘美　秀俊 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,700
2214 ASKS-SE103 侘美　秀俊 『「鬼滅の刃」オープニングテーマ『紅蓮華』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,800
2215 ASKS-SE104 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,200
2216 ASKS-SE105 侘美　秀俊 『夕陽の沈む丘』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥4,000 ¥4,700
2217 ASKS-SE106 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,200
2218 ASKS-SE107 吉松　隆 『夢色モビール』　弦楽四重奏版 Solo+弦楽四重奏 ¥7,050 ¥8,560
2219 ASKS-SE108 藤代　敏裕 『夕暮れの音楽 弦楽四重奏に寄せて』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,500
2220 ASKS-SE109 侘美　秀俊 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,800
2221 ASKS-SE110 侘美　秀俊 『「鬼滅の刃～無限列車編」オープニングテーマ『明け星』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,800
2222 ASKS-SE112 下里　博之 『アリエッタ／グリーグ』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,000 ¥2,600
2223 ASKS-SE113 侘美　秀俊 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,700
2224 ASKS-SE114 侘美　秀俊 『「鬼滅の刃～無限列車編」エンディングテーマ『白銀』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,800
2225 ASKS-SE116 侘美　秀俊 『「鬼滅の刃～遊廓編」オープニングテーマ『残響散歌』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,800
2226 ASKS-SE117 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,200
2227 ASKS-SE118 侘美　秀俊 『「劇場版 呪術廻戦 0」エンディングテーマ『逆夢』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,800
2228 ASKS-SE119 侘美　秀俊 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,700
2229 ASKS-SE120 小栗　克裕 『「子供の情景」より「トロイメライ」』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥1,500 ¥2,100
2230 ASKS-SE121 小助川　謙二 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,700
2231 ASKS-SE122 小栗　克裕 『別れの曲』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥1,500
2232 ASKS-SE123 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥2,500 ¥3,200
2233 ASKS-SE124 小助川　謙二 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』弦楽四重奏 弦楽四重奏 ¥3,000 ¥3,700

2234 ASKS-PT01 山口  景子 Let It Go（ピアノトリオ版） ピアノトリオ ¥3,000 ¥4,320
2235 ASKS-PT02 山口  景子 NHK朝の連続ドラマ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,840
2236 ASKS-PT03 山口  景子 NHK朝の連続ドラマ小説「マッサン」オープニングテーマ『麦の唄』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf） ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf ¥2,500 ¥3,840
2237 ASKS-PT04 山口  景子 ディズニー映画「ベイマックス」エンドソング『Story』 ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,820
2238 ASKS-PT05 山口  景子 映画アニー主題歌『Tomorrow』  ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,780
2239 ASKS-PT06 山口  景子 映画アニー主題歌『Tomorrow』  ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf） ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf ¥2,500 ¥3,780
2240 ASKS-PT07 山口  景子 NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ　ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,000 ¥3,310
2241 ASKS-PT08 山口  景子 NHK大河ドラマ「花燃ゆ」メインテーマ　ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf） ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf ¥2,000 ¥3,310
2242 ASKS-PT09 高橋　宏樹 「愛の夢リスト」 ピアノトリオ 未定 未定
2243 ASKS-PT10 高橋　宏樹 「動物の謝肉祭」 ピアノトリオ 未定 未定
2244 ASKS-PT11 山口  景子 『NHK連続テレビ小説「まれ」オープニングテーマ『希空～まれぞら～』』　ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,000 ¥3,290
2245 ASKS-PT12 山口  景子 『NHK連続テレビ小説「まれ」オープニングテーマ『希空～まれぞら～』』　ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf） ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf ¥2,000 ¥3,290
2246 ASKS-PT13 吉松　隆 卒塔婆小町の３つのワルツ op.115 クラリネット、チェロ、 ¥8,400 ¥10,020
2247 ASKS-PT14 山口  景子 ハンガリー舞曲第5番（ブラームス） ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf ¥2,500 ¥3,000
2248 ASKS-PT15 山口  景子 「アルルの女」第二組曲より、ファランドール（ビゼー）(Fl,Vn,Pf) ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf ¥2,500 ¥3,200
2249 ASKS-PT16 山口  景子 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,000 ¥2,500
2250 ASKS-PT17 山口  景子 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf） ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf ¥2,000 ¥2,500
2251 ASKS-PT18 山口  景子 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,000 ¥2,500
2252 ASKS-PT19 山口  景子 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf） ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf ¥2,000 ¥2,500
2253 ASKS-PT20 山口  景子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,000
2254 ASKS-PT21 山口  景子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf） ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf ¥2,500 ¥3,000
2255 ASKS-PT22 山口  景子 『残酷な天使のテーゼ』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,000
2256 ASKS-PT23 山口  景子 『残酷な天使のテーゼ』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf） ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf ¥2,500 ¥3,000
2257 ASKS-PT24 山口  景子 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,000
2258 ASKS-PT25 山口  景子 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf） ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf ¥2,500 ¥3,000
2259 ASKS-PT26 山口  景子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,000 ¥2,500
2260 ASKS-PT27 山口  景子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,000 ¥2,500

2261 ASKS-PT28 山口  景子 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,000
2262 ASKS-PT29 山口  景子 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,000

2263 ASKS-PT30 山口  景子 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,000
2264 ASKS-PT31 山口  景子 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,000

2265 ASKS-PT32 山口  景子 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,000 ¥2,500
2266 ASKS-PT33 山口  景子 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,000 ¥2,500

2267 ASKS-PT34 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」ピアノトリオFl+Cl+Pf
ピアノトリオ
（Fl,Cl,Pf) ¥3,400 ¥4,400

2268 ASKS-PT35 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」ピアノトリオFl+Fg+Pf
ピアノトリオ
（Fl,Fg,Pf) ¥3,400 ¥4,400

2269 ASKS-PT36 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」ピアノトリオOb+Cl+Pf
ピアノトリオ
（Ob,Cl,Pf) ¥3,400 ¥4,400

2270 ASKS-PT37 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」ピアノトリオOb+Fg+Pf
ピアノトリオ
（Ob,Fg,Pf) ¥3,400 ¥4,400

2271 ASKS-PT38 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」ピアノトリオCl+Fg+Pf
ピアノトリオ
（Cl,Fg,Pf) ¥3,400 ¥4,400

2272 ASKS-PT39 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」ピアノトリオCl+Vc+Pf
ピアノトリオ
（Cl,Vc,Pf) ¥3,400 ¥4,400

2273 ASKS-PT40 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」ピアノトリオFl+Vc+Pf
ピアノトリオ
（Fl,Vc,Pf) ¥3,400 ¥4,400

2274 ASKS-PT41 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」ピアノトリオOb+Vc+Pf
ピアノトリオ
（Ob,Vc,Pf) ¥3,400 ¥4,400

2275 ASKS-PT42 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」ピアノトリオVn+Va+Pf
ピアノトリオ
（Vn,Va,Pf) ¥3,400 ¥4,400

2276 ASKS-PT43 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」ピアノトリオVn+Vc+Pf
ピアノトリオ
（Vn,Vc,Pf) ¥3,400 ¥4,400

2277 ASKS-PT44 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」ピアノトリオVa+Vc+Pf 
ピアノトリオ
（Va,Vc,Pf) ¥3,400 ¥4,400

2278 ASKS-PT45 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,000
2279 ASKS-PT46 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,000

2280 ASKS-PT47 山口  景子 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,100
2281 ASKS-PT48 山口  景子 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』ピアノトリオ（FVP）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,100

2282 ASKS-PT49 侘美　秀俊 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,200
2283 ASKS-PT50 侘美　秀俊 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』ピアノトリオ（FVP）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,200

【ピアノトリオ】
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2284 ASKS-PT51 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,100
2285 ASKS-PT52 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,100

2286 ASKS-PT53 侘美　秀俊 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,100
2287 ASKS-PT54 侘美　秀俊 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』ピアノトリオ（FVP）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,100

2288 ASKS-PT55 侘美　秀俊 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,200
2289 ASKS-PT56 侘美　秀俊 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』ピアノトリオ（FVP）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,200

2290 ASKS-PT57 侘美　秀俊 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,200
2291 ASKS-PT58 侘美　秀俊 『「おちょやん」オープニングテーマ『泣き笑いのエピソード』』ピアノトリオ（FVP）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,200

2292 ASKS-PT59 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,100
2293 ASKS-PT60 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,100

2294 ASKS-PT61 高橋　宏樹 『カッチーニのアベマリア』ピアノトリオ（Fl.,Tuba,Pf.）
ピアノトリオ
（Fl,Tuba,Pf） ¥2,400 ¥3,000

2295 ASKS-PT62 高橋　宏樹 『カッチーニのアベマリア』ピアノトリオ（BsCl.,Tuba,Pf.）
ピアノトリオ
（BsCl,Tuba,Pf） ¥2,400 ¥3,000

2296 ASKS-PT63 藤代　敏裕 『にほんのうた　ふるさと〜赤とんぼ』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,200
2297 ASKS-PT64 藤代　敏裕 『情熱大陸』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,300
2298 ASKS-PT65 侘美　秀俊 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,200
2299 ASKS-PT66 侘美　秀俊 『「おかえりモネ」オープニングテーマ『なないろ』』弦楽四重奏ピアノトリオ（FVP）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,200

2300 ASKS-PT67 藤代　敏裕 『ALWAYS 三丁目の夕日 Opening Title』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,100
2301 ASKS-PT68 山岸　和正 『テルーの唄』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,200
2302 ASKS-PT69 山岸　和正 『テルーの唄』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,200

2303 ASKS-PT70 下里　博之 『アリエッタ／グリーグ』ピアノトリオ
ピアノトリオ
（Fl,Cl,Pf) ¥2,000 ¥2,600

2304 ASKS-PT71 侘美　秀俊 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,200
2305 ASKS-PT72 侘美　秀俊 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』弦楽四重奏ピアノトリオ（FVP）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,200

2306 ASKS-PT73 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,200
2307 ASKS-PT74 侘美　秀俊 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ピアノトリオ（Fl,Vn,Pf）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,200

2308 ASKS-PT75 侘美　秀俊 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,200
2309 ASKS-PT76 侘美　秀俊 『「ちむどんどん」オープニングテーマ『燦燦／三浦大知』』ピアノトリオ（FVP）

ピアノトリオ
（Fl,Vn,Pf） ¥2,500 ¥3,200

2310 ASKS-PT77 小助川　謙二 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,100
2311 ASKS-PT78 小助川　謙二 『「舞いあがれ！」オープニングテーマ『アイラブユー／back number』』ピアノトリオ（FVP）

ピアノトリオ
（Fl Vn Pf） ¥2,500 ¥3,100

2312 ASKS-PT79 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500 ¥3,200
2313 ASKS-PT80 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』ピアノトリオ（FVP）

ピアノトリオ
（Fl Vn Pf） ¥2,500 ¥3,200

2314 ASKS-PT81 小助川　謙二 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』ピアノトリオ ピアノトリオ ¥2,500
2315 ASKS-PT82 小助川　謙二 『「らんまん」オープニングテーマ『愛の花／あいみょん』』ピアノトリオ（FVP）

ピアノトリオ
（Fl Vn Pf） ¥2,500

2316 ASKS-SE07 侘美　秀俊 エンドテーマ～映画『眠り姫』オリジナルサウンドトラックより フルート、クラリネット ¥4,250 ¥6,030
2317 ASKS-SE14 吉松　隆 クラシック名曲メドレー（コンガラガリアン狂詩曲）室内楽版

フルート、ヴァイオリ
ン、チェロ、ピアノ ¥9,200 ¥10,890

2318 ASKS-SE15 山岸　和正 結婚行進曲 管楽器４本と弦楽５部 ¥3,700 ¥5,000
2319 ASKS-SE16 山岸　和正 アヴェマリア 管楽器４本と弦楽５部 ¥3,500 ¥4,500
2320 ASKS-SE17 山岸　和正 Butterfly 管楽器４本と弦楽５部 ¥3,500 ¥4,500
2321 ASKS-SE18 山岸　和正 ありがとう 管楽器４本と弦楽５部 ¥3,700 ¥5,000
2322 ASKS-SE21 吉松　隆 忘れっぽい天使Ⅰ op.6（スコア2冊）

クロマティック・ハー
モニカとピアノ(+吊り ¥2,100 ¥3,550

2323 ASKS-SE22 吉松　隆 忘れっぽい天使Ⅰa  op.6a（スコア2冊）
ヴァイオリンとピアノ
(+吊り鈴) ¥2,100 ¥3,550

2324 ASKS-SE23 吉松　隆 忘れっぽい天使Ⅱ op.8（スコア2冊）
クロマティック・ハー
モニカとギター(+吊 ¥2,300 ¥3,790

2325 ASKS-SE24 吉松　隆 忘れっぽい天使Ⅲ op.24（スコア2冊）
クロマティック・ハー
モニカとアコーデオ ¥2,400 ¥3,910

2326 ASKS-SE27 吉松　隆 鳥が月の光を夢見る時に… op.77
クラリネット、チェ
ロ、ハープ ¥6,700 ¥8,070

2327 ASKS-SE36A 侘美　秀俊 サウンドオブミュージックより「私のお気に入り」弦楽四重奏 Vn.1, Vn.2, Va, Vc － ¥3,500
2328 ASKS-SE36B 侘美　秀俊 サウンドオブミュージックより「私のお気に入り」弦楽四重奏 Vn.1, Vn.2, Vc.1, Vc2 － ¥3,500
2329 ASKS-SE48 高橋　宏樹 「愛の讃歌」 Fl.Cl.Sx.Vln.Cｂ.Pf. ¥2,000 ¥2,500
2330 ASKS-SE59 吉松　隆 優しき玩具たち op.108

左手ピアノ、トラン
ペット、クラリネット、 ¥16,000 ¥18,210

2331 ASKS-SE59_01 吉松　隆 優しき玩具たち op.108　ピアノ譜単体
左手ピアノ、トラン
ペット、クラリネット、 ¥5,100 ¥6,540

2332 ASKS-SE59_02 吉松　隆 優しき玩具たち op.108　クラリネット譜単体
左手ピアノ、トラン
ペット、クラリネット、 ¥2,300 ¥3,600

2333 ASKS-SE59_03 吉松　隆 優しき玩具たち op.108　トランペット譜単体
左手ピアノ、トラン
ペット、クラリネット、 ¥2,300 ¥3,600

2334 ASKS-SE59_04 吉松　隆 優しき玩具たち op.108　ヴァイオリン譜単体
左手ピアノ、トラン
ペット、クラリネット、 ¥2,300 ¥3,600

2335 ASKS-SE59_05 吉松　隆 優しき玩具たち op.108　チェロ譜単体
左手ピアノ、トラン
ペット、クラリネット、 ¥2,100 ¥3,390

2336 ASKS-SE72 山口  景子 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』ピアノ五重奏 弦楽四重奏＋ピアノ ¥3,000 ¥3,500
2337 ASKS-SE84 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」カルテット版Fl+Ob+Vc+Pf Fl+Ob+Vc+Pf ¥3,400 ¥4,400
2338 ASKS-SE85 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」カルテット版Fl+Cl+Vc+Pf Fl+Cl+Vc+Pf ¥3,400 ¥4,400
2339 ASKS-SE86 小栗　克裕 「唱歌でつづる日本の四季」カルテット版Vn+Va+Vc+Pf Vn+Va+Vc+Pf ¥3,400 ¥4,400
2340 ASKS-SE89 大森　愛弓 ブルグミュラー 25のやさしい練習曲より 子供たちのつどい ～ バラード ～ 令嬢の乗馬

Fl,Ob,Cl,Bsn,Hrn,Vn 
I,Vn II,Cello,ピアノ連 ¥4,200 ¥5,200

2341 ASKS-SE90 大森　愛弓 I GOT RHYTHM
Fl,Ob,Cl,Bsn,Hrn,Vn 
I,Vn II,Cello,ピアノ連 ¥4,200 ¥5,200

2342 ASKS-SE91 大森　愛弓 スタジオジブリセレクション Flute,Violin,Viola,Cell ¥4,200 ¥5,200
2343 ASKS-SE92 吉松　隆 新・動物の謝肉祭

フルート、ヴァイオリ
ン、チェロ、ピアノ ¥17,450 ¥20,060

2344 ASKS-SE101 杉山　隼一 Vocalise for Violin and Piano in D minor（手書き譜） ヴァイオリンとピアノ ¥1,500 ¥2,100
2345 ASKS-SE111 下里　博之 幕間のワルツ ～オーボエと弦楽四重奏のための～ 弦楽四重奏＋Ob ¥2,000 ¥2,800
2346 ASKS-SE115 下里 博之 『テネシーワルツ』ピアノ四重奏 ピアノ四重奏 ¥2,500

2347 ASKS-SG01 仮屋  賢一 ＴЯＩＯ！ 混合3重奏 ¥2,100 ¥3,480
2348 ASKS-SG03 増田　建太 笑へば花 混合3重奏 ¥2,100 ¥3,490
2349 ASKS-SG04 村上　雄亮 Resplendent Quetzal FL3重奏 ¥2,100 ¥3,470
2350 ASKS-SG05 大森　愛弓 釣狐（つりぎつね）Fox Trapping 　- 木管三重奏のための - 木管3重奏 ¥2,100 ¥3,420
2351 ASKS-SG06 大森　愛弓 緑と赤のロンド　Rondo of Red and Green　- 金管三重奏のための -　for Brass Trio 金管3重奏 ¥2,100 ¥3,420
2352 ASKS-SG07 竹藤  敏 夜風の街－3人のフルート奏者の為の FL3重奏 ¥2,100 ¥3,490
2353 ASKS-SG08 中川　峻彰 あおいうた　A Song of Youth 木管3重奏 ¥2,100 ¥3,460
2354 ASKS-SG09 中川　峻彰 ユージュアル・ユートピア - フルート三重奏のための FL3重奏 ¥2,100 ¥3,440
2355 ASKS-SG10 尾崎　一成 耳鳥斎 ～ある忘れられた戯画作家に～ SAX3重奏 ¥2,100 ¥3,470
2356 ASKS-SG11 葛西　竜之介 彩の変容 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,870
2357 ASKS-SG12 近藤　礼隆 東風吹かば 吹奏楽 ¥5,600 ¥7,640
2358 ASKS-SG13 澁谷　風司 夜間飛行 吹奏楽 ¥6,480 ¥8,280
2359 ASKS-SG14 中川　峻彰 ブルートパーズ 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,820
2360 ASKS-SG15 日景　貴文 白露の中の薄鷺ーラヴェルの主題による幻想 吹奏楽 ¥9,000 ¥11,030

【室内楽】

【作曲の会「Shining」シリーズ】（若手作曲家の会発表会楽曲）
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2361 ASKS-SG16 増田　建太 Universe II 吹奏楽 ¥9,000 ¥11,320
2362 ASKS-SG17 尾崎　一成 風の古道～ウィンドアンサンブルのための～ 吹奏楽 ¥5,400 ¥7,030
2363 ASKS-SG18 田中　麻佑 「かごめかごめ」による幻想曲 吹奏楽 ¥8,000 ¥9,580
2364 ASKS-SG19 三國  浩平 ホワイトボックス 吹奏楽 ¥10,000 ¥12,030
2365 ASKS-SG20 村上　雄亮 ハーシェルの星たち 吹奏楽 ¥6,500 ¥8,800
2366 ASKS-SG21 山本　慶太朗 吹奏楽のための序曲「ウィンド・ステップ」 吹奏楽 ¥5,000 ¥7,090
2367 ASKS-SG22 三國  浩平 Driving 吹奏楽 ¥5,000 ¥6,740
2368 ASKS-SG23 浦木　裕太 Fragranza di Primavera FL3重奏 ¥2,100 ¥3,500
2369 ASKS-SG24 大森  愛弓 サクソフォン三重奏曲「金の帯」 SAX3重奏 ¥2,100 ¥3,530
2370 ASKS-SG25 仮屋  賢一 十七烈士の墓　－金管５重奏のための－ 金管5重奏 ¥2,000 ¥3,400
2371 ASKS-SG26 近藤　礼隆 観世水 ET3重奏 ¥2,100 ¥3,500
2372 ASKS-SG27 竹藤  敏 逃げ水の遥かへ－木管５重奏の為の 木管5重奏 ¥2,500 ¥3,910
2373 ASKS-SG28 中川　峻彰 奈落の瑕（ならくのきず） 金管8重奏 ¥3,200 ¥4,890
2374 ASKS-SG29 日景　貴文 路地裏のたんぽぽ CL4重奏 ¥3,240 ¥4,610
2375 ASKS-SG30 山本　慶太朗 恠鳥の谺（ぬえのこだま） CL7重奏 ¥2,100 ¥3,730
2376 ASKS-SG31 葛西　竜之介 木管五重奏曲「信濃路」 木管5重奏 ¥3,240 ¥5,060
2377 ASKS-SG32 澁谷　風司 名による… 混成8重奏 ¥4,000 ¥6,480
2378 ASKS-SG33 増田　建太 Defense 木管3重奏 ¥4,000 ¥5,630
2379 ASKS-SG34 柳川　瑞季 Dessin #3 SAX5重奏 ¥2,100 ¥3,650

2380 ASKS-SL01 盛　謙司 リンゴ追分 for トロンボーンソロ＆ピアノ TB ¥1,100 ¥2,410
2381 ASKS-SL04 高橋　宏樹 「クリスマス・メドレー」ママがサンタにキスをした～クリスマスソング～サンタが街にやってくる A.SAX ¥2,600 ¥3,900
2382 ASKS-SL08 ミサ・ミード 小協奏曲 EUPH ¥2,500 ¥3,910
2383 ASKS-SL09 ミサ・ミード ユーフォニアムとCD伴奏の為の組曲「GAME」 EUPH ¥2,600 ¥4,520
2384 ASKS-SL10 ミサ・ミード おてもやん幻想曲 EUPH ¥2,100 ¥3,470
2385 ASKS-SL11 高橋　宏樹 ガーネット・ゼロ A.SAX ¥4,000 ¥5,180
2386 ASKS-SL12 高橋　宏樹 グリーティングソング A.SAX ¥1,600 ¥2,770
2387 ASKS-SL14 ミサ・ミード Journey EUPH ¥2,100 ¥3,500
2388 ASKS-SL24 高橋　宏樹 Dream Times EUPH ¥3,000 ¥4,500
2389 ASKS-SL25 吉松　隆 スパイラルバード組曲op.111（パート譜付） Hrn ¥8,850 ¥10,630
2390 ASKS-SL26 平林　亜美 星に願いを～「ピノキオ」より～ EUPH ¥1,500 ¥2,760
2391 ASKS-SL27 平林　亜美 名探偵コナンメインテーマ EUPH ¥1,500 ¥2,770
2392 ASKS-SL28 吉松　隆 メタルスネイル組曲（パート譜付） EUPH ¥7,750 ¥9,430
2393 ASKS-SL29 吉松　隆 ライラ小景（ハープ独奏） ハープ独奏 ¥2,050 ¥3,470
2394 ASKS-SL30 吉松　隆 オニオンバレエ組曲 op.104（アコーディオン独奏） アコーディオン独奏 ¥2,600 ¥4,180
2395 ASKS-SL31 吉松　隆 トロンボーン協奏曲「オリオンマシーン」ピアノリダクション版（SOLOパート譜付き） TB ¥7,650 ¥9,280
2396 ASKS-SL32 山口  景子 『NHK連続テレビ小説「まれ」オープニングテーマ『希空～まれぞら～』』フルートソロ FL ¥1,000 ¥2,270
2397 ASKS-SL33 松岡　浩介 『愛を見つけた場所』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,000 ¥2,360
2398 ASKS-SL34 吉松　隆 サイバーバード協奏曲　op.59 ピアノリダクション版（パート譜付） SAX in Eb ¥8,850 ¥10,630
2399 ASKS-SL35 山口  景子 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』フルートソロ FL ¥1,000 ¥1,500
2400 ASKS-SL36 山口  景子 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』ヴァイオリンソロ　ピアノ

ヴァイオリンソロ　ピ
アノ伴奏 ¥1,000 ¥1,500

2401 ASKS-SL37 吉松　隆 鳥ステップ　クラリネットソロのための クラリネットソロ ¥1,512 ¥2,160
2402 ASKS-SL38 古川　邦彦 動物の謝肉祭より「白鳥」バスクラリネットソロ Bs.Cl ¥700 ¥1,300
2403 ASKS-SL39 山口  景子 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』フルートソロ FL ¥1,000 ¥1,500
2404 ASKS-SL40 山口  景子 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』ヴァイオリンソロ　ピアノ

ヴァイオリンソロ　ピ
アノ伴奏 ¥1,000 ¥1,500

2405 ASKS-SL41 山口  景子 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』テューバソロ（ピアノ伴奏音源mp3付き） Tuba ¥1,000 ¥1,500
2406 ASKS-SL42 山口  景子 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』ユーフォニアムソロ（ピアノ伴奏音源mp3付き） Euph ¥1,000 ¥1,500
2407 ASKS-SL43 侘美　秀俊 『Departures (おくりびと)』ユーフォニアムソロ（ピアノ伴奏） Euph ¥2,000 ¥2,600
2408 ASKS-SL44 侘美　秀俊 『Departures (おくりびと)』ホルンソロ（ピアノ伴奏） Hrn ¥2,000 ¥2,600
2409 ASKS-SL45 侘美　秀俊 『Departures (おくりびと)』テューバソロ（ピアノ伴奏） TUBA ¥2,000 ¥2,600
2410 ASKS-SL46 侘美　秀俊 『Departures (おくりびと)』チェロソロ（ピアノ伴奏）

チェロソロ　ピアノ伴
奏 ¥2,000 ¥2,500

2411 ASKS-SL47 山口  景子 ディズニー映画「アーロと少年」日本版エンドソング『BEST FRIEND/Kiroro』フルートソロ（ピアノ伴奏付） FL ¥1,500 ¥2,000
2412 ASKS-SL48 山口  景子 ディズニー映画「アーロと少年」日本版エンドソング『BEST FRIEND/Kiroro』ユーフォニアムソロ（ピアノ伴奏） EUPH ¥1,500 ¥2,000
2413 ASKS-SL49 山口  景子 ディズニー映画「アーロと少年」日本版エンドソング『BEST FRIEND/Kiroro』ヴァイオリンソロ（ピアノ伴奏）

ヴァイオリンソロ　ピ
アノ伴奏 ¥1,000 ¥1,500

2414 ASKS-SL50 山口  景子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』ヴァイオリンソロ　ピアノ
ヴァイオリンソロ　ピ
アノ伴奏 ¥1,500 ¥2,000

2415 ASKS-SL51 山口  景子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,000
2416 ASKS-SL52 山口  景子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,000
2417 ASKS-SL53 山口  景子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』サキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,000
2418 ASKS-SL54 山口  景子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,000
2419 ASKS-SL55 山口  景子 『「とと姉ちゃん」オープニングテーマ『花束を君に』』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,000
2420 ASKS-SL56 岩田　恵子 テューバのためのソナタ「子供の幻想」　SONATA～Fantasy of Japanese Childhood～ TUBA ¥3,500 ¥4,300
2421 ASKS-SL57 山口  景子 『宝　島』フルートソロ FL ¥1,000 ¥1,600
2422 ASKS-SL58 山口  景子 『宝　島』クラリネットソロ CL ¥1,000 ¥1,600
2423 ASKS-SL59 山口  景子 『宝　島』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,000 ¥1,600
2424 ASKS-SL60 山口  景子 『宝　島』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,000 ¥1,600
2425 ASKS-SL61 山口  景子 『宝　島』テューバソロ TUBA ¥1,000 ¥1,600
2426 ASKS-SL62 山口  景子 アニメ「響け♪ユーフォニアム２」OPテーマ『サウンドスケープ』ユーフォニアムソロ譜 EUPH ¥1,500 ¥2,000
2427 ASKS-SL63 高橋　宏樹 Falco Pellegrino for Tuba&Piano（ファルコ・ペレグリーノ） TUBA ¥2,800 ¥3,300
2428 ASKS-SL65 今村　耀 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,000
2429 ASKS-SL66 今村　耀 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,000
2430 ASKS-SL67 今村　耀 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,000
2431 ASKS-SL68 今村　耀 「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌『恋』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,000
2432 ASKS-SL69 西村  いづみ 『NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ』フルートソロ ピアノ伴奏+パーカッション FL ＋ Per. ¥1,500 ¥2,000
2433 ASKS-SL70 高橋　宏樹 「アメージンググレース」 チェロ＆ピアノ ¥1,500 ¥2,100
2434 ASKS-SL71 山口  景子 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』ヴァイオリンソロ　ピアノ

ヴァイオリンソロ　ピ
アノ伴奏 ¥1,500 ¥2,000

2435 ASKS-SL72 山口  景子 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,000
2436 ASKS-SL73 山口  景子 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,000
2437 ASKS-SL74 山口  景子 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,000
2438 ASKS-SL75 山口  景子 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,000
2439 ASKS-SL76 山口  景子 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,000

【ソロ】
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2440 ASKS-SL77 山口  景子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』ヴァイオリンソロ
ヴァイオリンソロ　ピ
アノ伴奏 ¥1,000 ¥1,500

2441 ASKS-SL78 山口  景子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』フルートソロ
フルートソロ
ピアノ伴奏 ¥1,000 ¥1,500

2442 ASKS-SL79 山口  景子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』クラリネットソロ
Clソロ
ピアノ伴奏 ¥1,000 ¥1,500

2443 ASKS-SL80 山口  景子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』サキソフォンソロ
Saxソロ
ピアノ伴奏 ¥1,000 ¥1,500

2444 ASKS-SL81 山口  景子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』ユーフォニアムソロ
Euphソロ
ピアノ伴奏 ¥1,000 ¥1,500

2445 ASKS-SL82 山口  景子 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』テューバソロ
Tubaソロ
ピアノ伴奏 ¥1,000 ¥1,500

2446 ASKS-SL83 山口  景子 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』チェロソロ　ピアノ
チェロソロ　ピアノ伴
奏 ¥1,500 ¥2,000

2447 ASKS-SL84 今村　耀 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS「Star!!」トランペットソロ TP ¥1,000 ¥1,500
2448 ASKS-SL85 今村　耀 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS「Star!!」トロンボーンソロ TB ¥1,000 ¥1,500
2449 ASKS-SL86 今村　耀 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS「Star!!」ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,000 ¥1,500
2450 ASKS-SL87 今村　耀 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS「Star!!」テューバソロ TUBA ¥1,000 ¥1,500
2451 ASKS-SL88 吉松　隆 バードスケイプop.20（マリンバ独奏） マリンバソロ ¥1,450 ¥2,770
2452 ASKS-SL89 山口  景子 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,000
2453 ASKS-SL90 山岸　和正 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,000
2454 ASKS-SL91 山岸　和正 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』アルトサキソフォンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,000
2455 ASKS-SL92 山岸　和正 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,000
2456 ASKS-SL93 山岸　和正 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,000
2457 ASKS-SL94 山口  景子 『「ひよっこ」オープニングテーマ『若い広場』』ヴァイオリンソロ　ピアノ

ヴァイオリンソロ　ピ
アノ伴奏 ¥1,500 ¥2,000

2458 ASKS-SL95 吉松　隆 遠くからの３つの歌
チェロソロ　ピアノ伴
奏 ¥6,100 ¥7,430

2459 ASKS-SL96 山口  景子 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,000
2460 ASKS-SL97 山岸　和正 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,000
2461 ASKS-SL98 山岸　和正 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』アルトサクソフォーンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,000
2462 ASKS-SL99 山岸　和正 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,000
2463 ASKS-SL100 山岸　和正 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,000
2464 ASKS-SL101 小栗　克裕 Movement 2012 BbCl ¥2,900 ¥3,700
2465 ASKS-SL102 小栗　克裕 Imprevisation BbCl ¥2,900 ¥3,400
2466 ASKS-SL103 山口  景子 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』ヴァイオリンソロ

ヴァイオリンソロ　ピ
アノ伴奏 ¥1,000 ¥1,500

2467 ASKS-SL104 山口  景子 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』フルートソロ FL ¥1,000 ¥1,500
2468 ASKS-SL105 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』クラリネットソロ CL ¥1,000 ¥1,500
2469 ASKS-SL106 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』サキソフォンソロ A.SAX ¥1,000 ¥1,500
2470 ASKS-SL107 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,000 ¥1,500
2471 ASKS-SL108 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』テューバソロ TUBA ¥1,000 ¥1,500
2472 ASKS-SL109 小栗　克裕 Ebクラリネットのための「悲歌」 EbCl ¥2,000 ¥2,500
2473 ASKS-SL110 小栗　克裕 Élégie （エレジー）鍵盤ハーモニカソロ 鍵盤ハーモニカ ¥2,900 ¥3,400
2474 ASKS-SL111 小栗　克裕 Élégie （エレジー）アコーディオン アコーディオン ¥2,900 ¥3,400
2475 ASKS-SL112 小栗　克裕 Élégie （エレジー）フルートソロ FL ¥2,900 ¥3,400
2476 ASKS-SL113 小栗　克裕 Élégie （エレジー）オーボエソロ OB ¥2,900 ¥3,400
2477 ASKS-SL114 小栗　克裕 Élégie （エレジー）クラリネットソロ CL ¥2,900 ¥3,400
2478 ASKS-SL115 小栗　克裕 Élégie （エレジー）ファゴットソロ FG ¥2,900 ¥3,400
2479 ASKS-SL116 小栗　克裕 Élégie （エレジー）ユーフォニアムソロ EUPH ¥2,900 ¥3,400
2480 ASKS-SL117 小栗　克裕 Élégie （エレジー）マリンバソロ マリンバ ¥2,900 ¥3,400
2481 ASKS-SL118 小栗　克裕 Élégie （エレジー）ヴァイオリンソロ ヴァイオリン ¥2,900 ¥3,400
2482 ASKS-SL119 小栗　克裕 Élégie （エレジー）ヴィオラソロ ヴィオラ ¥2,900 ¥3,400
2483 ASKS-SL120 小栗　克裕 Élégie （エレジー）チェロソロ チェロ ¥2,900 ¥3,400
2484 ASKS-SL121 山口  景子 『「わろてんか」オープニングテーマ『明日はどこから』』ヴァイオリンソロ

ヴァイオリンソロ　ピ
アノ伴奏 ¥1,500 ¥2,000

2485 ASKS-SL130 小栗　克裕 Automne （秋）クラリネットソロ CL ¥2,900 ¥3,400
2486 ASKS-SL131 小栗　克裕 Automne （秋）フルートソロ FL ¥2,900 ¥3,400
2487 ASKS-SL132 小栗　克裕 Automne （秋）鍵盤ハーモニカソロ 鍵盤ハーモニカ ¥2,900 ¥3,400
2488 ASKS-SL133 小栗　克裕 Romance by A　フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,000
2489 ASKS-SL134 小栗　克裕 Romance by A　オーボエソロ OB ¥1,500 ¥2,000
2490 ASKS-SL135 小栗　克裕 Romance by A　クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,000
2491 ASKS-SL136 小栗　克裕 Romance by A　バスクラリネットソロ Bs.Cl ¥1,500 ¥2,000
2492 ASKS-SL137 小栗　克裕 Romance by A　ファゴットソロ FG ¥1,500 ¥2,000
2493 ASKS-SL138 小栗　克裕 Romance by A　ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,000
2494 ASKS-SL139 小栗　克裕 Romance by A　ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,000
2495 ASKS-SL140 小栗　克裕 Romance by A　鍵盤ハーモニカソロ 鍵盤ハーモニカ ¥1,500 ¥2,000
2496 ASKS-SL141 小栗　克裕 Romance by A　チェロソロ チェロ ¥1,500 ¥2,000
2497 ASKS-SL142 小栗　克裕 Romance by A　ヴァイオリンソロ ヴァイオリン ¥1,500 ¥2,000
2498 ASKS-SL143 小栗　克裕 Romance by A　ヴィオラソロ ヴィオラ ¥1,500 ¥2,000
2499 ASKS-SL144 小栗　克裕 Romance by D　フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,000
2500 ASKS-SL145 小栗　克裕 Romance by D　オーボエソロ OB ¥1,500 ¥2,000
2501 ASKS-SL146 小栗　克裕 Romance by D　クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,000
2502 ASKS-SL147 小栗　克裕 Romance by D　バスクラリネットソロ Bs.Cl ¥1,500 ¥2,000
2503 ASKS-SL148 小栗　克裕 Romance by D　ファゴットソロ FG ¥1,500 ¥2,000
2504 ASKS-SL149 小栗　克裕 Romance by D　ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,000
2505 ASKS-SL150 小栗　克裕 Romance by D　ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,000
2506 ASKS-SL151 小栗　克裕 Romance by D　鍵盤ハーモニカソロ 鍵盤ハーモニカ ¥1,500 ¥2,000
2507 ASKS-SL152 小栗　克裕 Romance by D　チェロソロ チェロ ¥1,500 ¥2,000
2508 ASKS-SL153 小栗　克裕 Romance by D　ヴァイオリンソロ ヴァイオリン ¥1,500 ¥2,000
2509 ASKS-SL154 小栗　克裕 Romance by D　ヴィオラソロ ヴィオラ ¥1,500 ¥2,000
2510 ASKS-SL155 三浦　秀秋 ディヴァステイテッド・ノート　Devastated Notes EbCl ¥2,900 ¥3,400
2511 ASKS-SL156 小栗　克裕 無、そして沈黙の中で　チェロソロ チェロ ¥2,000 ¥2,500
2512 ASKS-SL157 Ken Takemori 『人生のメリーゴーランド』ユーフォニアムソロ Euph ¥1,500 ¥2,000
2513 ASKS-SL158 岩田　恵子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,000
2514 ASKS-SL159 岩田　恵子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,000
2515 ASKS-SL160 岩田　恵子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』アルトサクソフォーンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,000
2516 ASKS-SL161 岩田　恵子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,000
2517 ASKS-SL162 岩田　恵子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,000
2518 ASKS-SL163 岩田　恵子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,000
2519 ASKS-SL164 岩田　恵子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,000
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2520 ASKS-SL165 岩田　恵子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,000
2521 ASKS-SL166 伊賀　拓郎 ３種のクラリネットのためのトリプティーク EbCl,BbCl,BsCl ¥4,600 ¥5,700
2522 ASKS-SL167 岩田　恵子 『「半分、青い。」オープニングテーマ『アイデア』』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,000
2523 ASKS-SL168 小栗　克裕 ハープのための５つの叙情曲集 ハープ独奏 ¥3,000 ¥4,000
2524 ASKS-SL169 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,000
2525 ASKS-SL170 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,000
2526 ASKS-SL171 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』アルトサクソフォーンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,000
2527 ASKS-SL172 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,000
2528 ASKS-SL173 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,000
2529 ASKS-SL174 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,000
2530 ASKS-SL175 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,000
2531 ASKS-SL176 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,000
2532 ASKS-SL177 山口  景子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,000
2533 ASKS-SL178 furani 『夕焼け=Sunset』テューバソロ TUBA ¥1,800 ¥2,300
2534 ASKS-SL179 Ken Takemori 『Summer』ユーフォニアムソロ Euph ¥1,500 ¥2,000
2535 ASKS-SL180 川田　佳誠 『Apèritif! for Flute and Piano』フルートソロ FL ¥2,200 ¥3,000
2536 ASKS-SL181 庄司　燦 『ヴィオラとオーケストラのためのロマンス 作品85』ユーフォニアムソロ Euph ¥2,000 ¥2,500
2537 ASKS-SL182 西村  いづみ 『フルートとピアノのための日本の歌メドレー「春」』 FL ¥2,000 ¥2,600
2538 ASKS-SL183 小栗　克裕 『フルートのための子供の四季』 FL ¥2,000 ¥2,500
2539 ASKS-SL184 山口  景子 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,100
2540 ASKS-SL185 山口  景子 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,100
2541 ASKS-SL186 山口  景子 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』アルトサクソフォーンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,100
2542 ASKS-SL187 Ken Takemori 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,100
2543 ASKS-SL188 Ken Takemori 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,100
2544 ASKS-SL189 Ken Takemori 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,100
2545 ASKS-SL190 Ken Takemori 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,100
2546 ASKS-SL191 Ken Takemori 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,100
2547 ASKS-SL192 山口  景子 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,100
2548 ASKS-SL193 高橋　宏樹 SONATA in F major for Euphonium Euph ¥3,300 ¥4,200
2549 ASKS-SL194 Ken Takemori 「TAKARAJIMA　宝島」ユーフォニアムソロ Euph ¥1,500 ¥2,200
2550 ASKS-SL195 古川　邦彦 「愛の挨拶／エルガー」バスクラリネットソロ Bs.Cl ¥1,000 ¥1,600
2551 ASKS-SL196 山本　雅一 「Air of forest」マリンバソロ マリンバ ¥1,000 ¥1,600
2552 ASKS-SL197 山本　雅一 「Flowers in the mist」フルートソロ FL ¥2,000 ¥2,600
2553 ASKS-SL198 山本　雅一 「Flowers in the mist」クラリネットソロ CL ¥2,000 ¥2,600
2554 ASKS-SL199 岩田　恵子 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,100
2555 ASKS-SL200 岩田　恵子 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,100
2556 ASKS-SL201 岩田　恵子 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』アルトサクソフォーンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,100
2557 ASKS-SL202 岩田　恵子 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,100
2558 ASKS-SL203 岩田　恵子 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,100
2559 ASKS-SL204 岩田　恵子 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,100
2560 ASKS-SL205 岩田　恵子 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,100
2561 ASKS-SL206 岩田　恵子 『「スカーレット」オープニングテーマ『フレア』』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,100
2562 ASKS-SL207 松岡　浩介 「Far Beyond The Sun」トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,300
2563 ASKS-SL208 高橋　宏樹 「アメージンググレース」ユーフォニアムソロ Euph ¥1,500 ¥2,100
2564 ASKS-SL209 岩田　恵子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,100
2565 ASKS-SL210 岩田　恵子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,100
2566 ASKS-SL211 岩田　恵子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』アルトサクソフォーンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,100
2567 ASKS-SL212 岩田　恵子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』トランペットソロ TP ¥1,500 ¥2,100
2568 ASKS-SL213 岩田　恵子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』ホルンソロ Hrn ¥1,500 ¥2,100
2569 ASKS-SL214 岩田　恵子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,100
2570 ASKS-SL215 岩田　恵子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,100
2571 ASKS-SL216 岩田　恵子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,100
2572 ASKS-SL217 岩田　恵子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,500 ¥2,100
2573 ASKS-SL218 岩田　恵子 『「エール」オープニングテーマ『星影のエール』』バスクラリネットソロ Bs.Cl ¥1,500 ¥2,100
2574 ASKS-SL219 米山　邦宏 『Diamonds／プリンセス・プリンセス』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,100
2575 ASKS-SL220 米山　邦宏 『Diamonds／プリンセス・プリンセス』クラリネットソロ CL ¥1,500 ¥2,100
2576 ASKS-SL221 米山　邦宏 『Diamonds／プリンセス・プリンセス』アルトサクソフォーンソロ A.SAX ¥1,500 ¥2,100
2577 ASKS-SL222 米山　邦宏 『Diamonds／プリンセス・プリンセス』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,100
2578 ASKS-SL223 米山　邦宏 『Diamonds／プリンセス・プリンセス』ユーフォニアムソロ EUPH ¥1,500 ¥2,100
2579 ASKS-SL224 米山　邦宏 『Diamonds／プリンセス・プリンセス』テューバソロ TUBA ¥1,500 ¥2,100
2580 ASKS-SL225 山本　雅一 「Fantasy」トランペットソロ TP ¥2,000 ¥2,700
2581 ASKS-SL226 渡邊　一毅 『夏の終わり／森山直太朗』クラリネットソロ CL ¥2,500 ¥3,200
2582 ASKS-SL227 渡邊　一毅 『在る／秦基博』クラリネットソロ CL in A ¥2,500 ¥3,100
2583 ASKS-SL228 松岡　浩介 『ヴィオラとオーケストラための幻想曲 Op.94』ユーフォニアムソロ EUPH ¥2,000 ¥2,800
2584 ASKS-SL229 長久保　智子 『夢の果てまで／早見沙織』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,100
2585 ASKS-SL230 長久保　智子 『心音／福山雅治』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,200
2586 ASKS-SL231 河合　七葉 『海の見える街／魔女の宅急便』ヴァイオリンソロ Vn ¥1,000 ¥2,200
2587 ASKS-SL232 吉松　隆 『メタルスネイル組曲 op.80b』バリトンサクソフォーンソロ版 B.Sax ¥7,750 ¥9,430
2588 ASKS-SL233 高橋　宏樹 『音の歳時記』ユーフォニアムソロ Euph ¥3,300 ¥4,200
2589 ASKS-SL234 川端　結 水面に映る茜～アルトサクソフォンとピアノのための A.Sax ¥3,000 ¥3,600
2590 ASKS-SL235 下里　博之 風の線～フルートとピアノのための～ FL ¥3,000 ¥3,800
2591 ASKS-SL236 長久保　智子 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』フルートソロ FL ¥1,500 ¥2,200
2592 ASKS-SL237 下里 博之 『ヴォカリーズ ～ソプラノとピアノのための～』 Soprano ¥3,000
2593 ASKS-SL238 下里 博之 『ヴォカリーズ ～オーボエとピアノのための～』 OB ¥3,000
2594 ASKS-SL239 小助川　謙二 『組曲「展覧会の絵」より古城』アルトサクソフォーンソロ A.Sax ¥1,500 ¥2,100
2595 ASKS-SL240 長久保　智子 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』トロンボーンソロ TB ¥1,500 ¥2,200
2596 ASKS-SL241 長久保　智子 『「カムカムエヴリバディ」オープニングテーマ『アルデバラン／AI』』ユーフォニアムソロ Euph ¥1,500 ¥2,200
2597 ASKS-SL242 小助川　謙二 『邁往する道～アルトサクソフォンとピアノのための～』 A.Sax ¥2,900 ¥3,700
2598 ASKS-SL243 吉松　隆 『KENJI…宮澤賢治によせる　語り、左手ピアノ、チェロのための チェロ・左手ピアノ ¥8,100 ¥10,330
2599 ASKS-SL244 高橋　宏樹 『Falco Pellegrino for Euphonium&Piano（ファルコ・ペレグリーノ）』ユーフォニアムソロ Euph ¥3,300 ¥3,900
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2600 ASKS-SL245 高橋　宏樹 『グリーティングソング for Euphonium』ユーフォニアムソロ Euph ¥2,000 ¥2,600
2601 ASKS-SL246 高橋　宏樹 『音の歳時記（サックス4重奏伴奏Ver.）』ユーフォニアムソロ Euph,Sax伴奏 ¥4,800 ¥6,500
2602 ASKS-SL247 山岸　和正 『テューバとピアノのための「アンダンテ」』 Tuba ¥3,000 ¥3,600
2603 ASKS-SL248 三界　秀実 『2つのエチュード』クラリネット独奏 CL ¥1,500 ¥2,100

2604 ASKS-VV01 山口  景子 We Wish You a Merry Christmas_ト音記号 Venova Solo ¥1,000 ¥1,300
2605 ASKS-VV02 山口  景子 We Wish You a Merry Christmas_へ音記号Euph Venova Solo ¥1,000 ¥1,300
2606 ASKS-VV03 山口  景子 We Wish You a Merry Christmas_へ音記号Tuba Venova Solo ¥1,000 ¥1,300
2607 ASKS-VV07 山口  景子 ウィンターワンダーランド_ト音記号 Venova Solo ¥1,000 ¥1,300
2608 ASKS-VV08 山口  景子 ウィンターワンダーランド_へ音記号Euph Venova Solo ¥1,000 ¥1,300
2609 ASKS-VV09 山口  景子 ウィンターワンダーランド_へ音記号Tuba Venova Solo ¥1,000 ¥1,300
2610 ASKS-VV10 山口  景子 宝島_ト音記号 Venova Solo ¥1,000 ¥1,300
2611 ASKS-VV11 山口  景子 宝島_へ音記号Euph Venova Solo ¥1,000 ¥1,300
2612 ASKS-VV12 山口  景子 宝島_へ音記号Tuba Venova Solo ¥1,000 ¥1,300

2613 ASKS-EO01 小助川　謙二 『NHK大河ドラマ「どうする家康 メインテーマ『～暁の空～』」』電子オルガン譜 電子オルガン ¥1,000 ¥1,600

2614 ASKS-PF01 山口  景子 『「あさが来た」オープニングテーマ『365日の紙飛行機』』ピアノ譜 ピアノソロ ¥600 ¥1,100
2615 ASKS-PF02 青山　しおり 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』ピアノ譜 ピアノソロ ¥1,500 ¥2,000
2616 ASKS-PF03 青山　しおり 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』ピアノ譜 ピアノソロ ¥1,000 ¥1,500
2617 ASKS-PF04 青山　しおり 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」紀行「跳ね虎」』ピアノ譜 ピアノソロ ¥1,000 ¥1,500
2618 ASKS-PF05 長久保　智子 『TBSドラマ「カルテット」EDテーマ「おとなの掟」』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2619 ASKS-PF06 吉松　隆 『ピアノ協奏曲〈メモ・フローラ〉op.67　ピアノリダクション版』 Pf、ピアノ伴奏 ¥7,840 ¥13,750
2620 ASKS-PF07 長久保　智子 『テレビ朝日系列ドラマ「黒革の手帖」主題歌「聖域」』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2621 ASKS-PF08 青山　しおり 『どんぐりころころ』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2622 ASKS-PF09 青山　しおり 『七つの子』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2623 ASKS-PF10 青山　しおり 『荒城の月』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2624 ASKS-PF11 青山　しおり 『雨降りお月さん』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2625 ASKS-PF12 青山　しおり 『人形』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2626 ASKS-PF13 青山　しおり 『オリビアを聴きながら』ピアノ譜 ピアノソロ ¥700 ¥1,200
2627 ASKS-PF14 青山　しおり 『セカンド・ラブ』ピアノ譜 ピアノソロ ¥700 ¥1,200
2628 ASKS-PF15 青山　しおり 『長い夜』ピアノ譜 ピアノソロ ¥700 ¥1,200
2629 ASKS-PF16 青山　しおり 『夢一夜』ピアノ譜 ピアノソロ ¥700 ¥1,200
2630 ASKS-PF17 青山　しおり 『夏をあきらめて』ピアノ譜 ピアノソロ ¥700 ¥1,200
2631 ASKS-PF18 青山　しおり 『ロマンス』ピアノ譜 ピアノソロ ¥700 ¥1,200
2632 ASKS-PF19 青山　しおり 『LA・LA・LA LOVE SONG』ピアノ譜 ピアノソロ ¥700 ¥1,200
2633 ASKS-PF20 青山　しおり 『虹と雪のバラード』ピアノ譜 ピアノソロ ¥700 ¥1,200
2634 ASKS-PF21 青山　しおり 『渚のシンドバッド』ピアノ譜 ピアノソロ ¥700 ¥1,200
2635 ASKS-PF22 青山　しおり 『フレンズ』ピアノ譜 ピアノソロ ¥700 ¥1,200
2636 ASKS-PF23 長久保　智子 零 -ZERO-～劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』主題歌 ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2637 ASKS-PF24 長久保　智子 『トモエ学園』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2638 ASKS-PF25 長久保　智子 名探偵コナンED『神風エクスプレス』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2639 ASKS-PF26 小栗　克裕 俳句による組曲「結・ゆい」 ピアノソロ ¥2,800 ¥3,300
2640 ASKS-PF27 長久保　智子 『甲子園』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2641 ASKS-PF28 長久保　智子 『「まんぷく」オープニングテーマ『あなたとトゥラッタッタ♪』』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2642 ASKS-PF29 長久保　智子 『Lemon』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2643 ASKS-PF30 長久保　智子 『レッツゴーボウリング』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2644 ASKS-PF31 菅野　由弘 天使のプレリュード〜ピアノのための　Prelude for Angel for piano ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2645 ASKS-PF32 菅野　由弘 光の粒子～ピアノと南部鈴のための Pf,南部鈴 ¥1,000 ¥1,600
2646 ASKS-PF33 菅野　由弘 水の粒子～ピアノと明珍火箸のための Pf,明珍火箸 ¥1,000 ¥1,800
2647 ASKS-PF34 菅野　由弘 虹の粒子～ピアノと歌舞伎オルゴールのための

Pf,歌舞伎オルゴー
ル ¥1,000 ¥1,600

2648 ASKS-PF35 長久保　智子 『「なつぞら」オープニングテーマ『優しいあの子』』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2649 ASKS-PF36 長久保　智子 「秘密／sumika」劇場アニメ『君の膵臓を食べたい』の挿入歌 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2650 ASKS-PF37 長久保　智子 『愛はスローにちょっとずつ』 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2651 ASKS-PF38 杉山　隼一 Piano Sonata No.2 in D minor（手書き譜） ピアノソロ ¥2,000 ¥2,600
2652 ASKS-PF39 杉山　隼一 Tower of the Sun for Piano Solo in B minor（手書き譜） ピアノソロ ¥1,500 ¥2,000
2653 ASKS-PF40 杉山　隼一 Piano Sonata No.3 in F sharp minor〈Funeral〉（手書き譜） ピアノソロ ¥3,000 ¥3,600
2654 ASKS-PF41 杉山　隼一 Piano Sonata No.4 in F minor〈Appassionata〉（手書き譜） ピアノソロ ¥3,000 ¥3,600
2655 ASKS-PF42 山本　雅一 「ピアノ小品集　こどものひびき」 ピアノソロ ¥1,300 ¥2,000
2656 ASKS-PF43 山本　雅一 「ピアノのためのスケッチ第２集」 ピアノソロ ¥1,000 ¥1,700
2657 ASKS-PF44 杉山　隼一 《Vocalise for Piano Solo in D minor》 （手書き譜） ピアノソロ ¥1,000 ¥1,500
2658 ASKS-PF45 吉岡　愛梨 胡蝶之夢～Dream of Butterfly～ ピアノソロ ¥1,100 ¥1,800
2659 ASKS-PF46 長久保　智子 『愛錠／LiSA』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,100
2660 ASKS-PF47 長久保　智子 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,100
2661 ASKS-PF48 長久保　智子 『悲しみの果て／エレファントカシマシ』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2662 ASKS-PF49 長久保　智子 『心音／福山雅治』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,100
2663 ASKS-PF50 長久保　智子 『革命／福山雅治』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,100
2664 ASKS-PF51 吉松　隆 『KENJI…宮澤賢治によせる　語りと左手ピアノのための ピアノソロ ¥4,800 ¥6,570
2665 ASKS-PF52 藤代　敏裕 『365歩のマーチ／水前寺清子』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2666 ASKS-PF53 藤代　敏裕 『お祭りマンボ／美空ひばり』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2667 ASKS-PF54 藤代　敏裕 『りんごの唄／並木路子』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2668 ASKS-PF55 藤代　敏裕 『会津磐梯山』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000
2669 ASKS-PF56 藤代　敏裕 『七つの子』ピアノ譜 ピアノソロ ¥500 ¥1,000

2670 ASKS-PW01 青山　しおり 『「べっぴんさん」オープニングテーマ『ヒカリノアトリエ』』ピアノ連弾 ピアノ連弾 ¥2,000 ¥2,500
2671 ASKS-PW02 青山　しおり 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」メインテーマ「天虎～虎の女」』ピアノ連弾 ピアノ連弾 ¥1,500 ¥2,000
2672 ASKS-PW03 青山　しおり 『NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」紀行「跳ね虎」』ピアノ連弾 ピアノ連弾 ¥1,500 ¥2,000
2673 ASKS-PW04 長久保　智子 『NHK大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ』ピアノ連弾 ピアノ連弾 ¥1,000 ¥1,600
2674 ASKS-PW05 大政　直人 「三つのパリの情景」ピアノ連弾譜 ピアノ連弾 ¥800 ¥1,600

【電子オルガン譜】

【ピアノ譜】

【ピアノ連弾譜】

【Venova™ シリーズ】



新サイトはこちらをクリック⇒　https://asks.shop/

商品コード 作曲（編曲）者 作品名 編成 PDF価格 製本版価格

2675 ASKS-PWB01 高橋　宏樹 アルメニアンダンス　パートＩ　ピアノ連弾譜 ピアノ連弾 ¥2,800 ¥3,600

2676 ASKS-SC01 吉松　隆 交響曲第６番《鳥と天使たち》op.113 オーケストラ（１管編成 ¥10,600 ¥14,500
2677 ASKS-SC02 吉松　隆 マリンバ協奏曲《バードリズミクス》op.109 マリンバ&オーケストラ ¥7,150 ¥9,880
2678 ASKS-SC03 吉松　隆 鳥は静かに op.72（手書きデジタル譜） 弦楽オーケストラ ¥2,100 ¥3,820
2679 ASKS-SC04 吉松　隆 アメリカRemix（2009）

ピアノ＆オーケスト
ラ ¥8,250 ¥11,300

2680 ASKS-SC05 吉松　隆 アトムハーツクラブ組曲第一番op.70b
弦楽アンサンブル
（violin I,II, ¥2,150 ¥3,880

2681 ASKS-SC06 吉松　隆 アトムハーツクラブ組曲第二番op.79b
弦楽アンサンブル
（violin I,II, ¥2,600 ¥4,420

2682 ASKS-SC07 吉松　隆 『夢色モビールII op.58a』(スコアのみ　演奏不可）
独奏(oboe, sax,cello 
etc),ハープ＆弦楽 ¥1,650 ¥2,990

2683 ASKS-SC08 吉松　隆 アトムハーツクラブカルテット　弦楽四重奏版op.70（スコアのみ　演奏不可） 弦楽四重奏 ¥2,150 ¥3,590
2684 ASKS-SC09 吉松　隆 アトムハーツクラブカルテット　サクソフォン四重奏版op.70c（スコアのみ　演奏不可） サキソフォン四重奏 ¥2,150 ¥3,590
2685 ASKS-SC10 吉松　隆 さえずり鳥ブログop.101（スコアのみ　演奏不可） フルート四重奏 ¥2,050 ¥3,470
2686 ASKS-SC11 吉松　隆 交響曲第４番op.82 オーケストラ ¥7,100 ¥9,700
2687 ASKS-SC12 吉松　隆 交響曲第５番op.87 オーケストラ ¥9,250 ¥12,650
2688 ASKS-SC13 吉松　隆 チェロ協奏曲〈ケンタウルス・ユニット〉op.91

独奏チェロ、オーケ
ストラ ¥5,600 ¥7,730

2689 ASKS-SC14 吉松　隆 チカプ（orch版）op.14a オーケストラ ¥2,450 ¥3,950
2690 ASKS-SC15 吉松　隆 鳥たちの祝祭への前奏曲op.83 オーケストラ ¥2,200 ¥3,650
2691 ASKS-SC16 吉松　隆 パラレルバード・エチュードop.39（スコアのみ　演奏不可） クラリネットデュオ ¥1,850 ¥3,230
2692 ASKS-SC17 吉松　隆 アトムハーツクラブトリオ第１番op.70d（スコアのみ　演奏不可） ピアノトリオ ¥2,100 ¥3,530
2693 ASKS-SC18 吉松　隆 アトムハーツクラブトリオ第２番op.79b（スコアのみ　演奏不可） ピアノトリオ ¥2,050 ¥3,470
2694 ASKS-SC19 吉松　隆 スパイラルバード組曲op.111（スコアのみ　演奏不可） ホルンソロ　ピアノ伴 ¥2,850 ¥4,430
2695 ASKS-SC20 吉松　隆 交響曲第3番 op.75（手書き譜） オーケストラ ¥7,500 ¥10,650
2696 ASKS-SC21 吉松　隆 左手のためのピアノ協奏曲「ケフェウス・ノート」op.102a ピアノ、オーケストラ ¥2,800 ¥4,380
2697 ASKS-SC22 吉松　隆 チカプ（オリジナルfl-orch版）op.14（手書き譜） フルートオーケストラ ¥2,050 ¥3,470
2698 ASKS-SC23 吉松　隆 白い風景op.47a（手書き譜付き）

フルート,ファゴット
（チェロ）,ハープ（＆ ¥2,000 ¥3,470

2699 ASKS-SC24 吉松　隆 鳥リズム　op.46
パーカッション・アン
サンブル（7人以上） ¥1,900 ¥3,480

2700 ASKS-SC25 吉松　隆 鳥ポリリズム　op.106
パーカッション・アン
サンブル（9人以上） ¥1,850 ¥3,230

2701 ASKS-SC26 吉松　隆 ミミックバードコミック　op.63
ホルン、パーカッ
ション ¥1,700 ¥3,050

2702 ASKS-SC27 吉松　隆 チェシャねこ風パルティータ　op.94
ピアノ、パーカッショ
ン ¥2,700 ¥4,250

2703 ASKS-SC28 吉松　隆 タルカス オーケストラ ¥5,250 ¥7,500
2704 ASKS-SC29 吉松　隆 サイバーバード協奏曲 サキソフォン協奏曲 ¥5,250 ¥7,310
2705 ASKS-SC30 吉松　隆 ピアノ協奏曲《メモフローラ》 ピアノ協奏曲 ¥3,800 ¥5,570
2706 ASKS-SC31 吉松　隆 鳥ぷりずむ

フルートデュオ　ピ
アノ ¥1,800 ¥3,170

2707 ASKS-SC32 吉松　隆 ソプラノ・サクソフォン協奏曲「アルビレオ・モード」 サキソフォン協奏曲 ¥3,900 ¥5,690
2708 ASKS-SC33 吉松　隆 天使はまどろみながら

弦楽アンサンブル
＆ピアノ ¥2,400 ¥3,890

2709 ASKS-SC34 吉松　隆 メタルスネイル組曲（スコアのみ　演奏不可）
ユーフォニアムソロ　
ピアノ伴奏 ¥2,550 ¥4,070

2710 ASKS-SC35 吉松　隆 クラシック名曲メドレー（コンガラガリアン狂詩曲）室内楽版（スコアのみ　演奏不可）
フルート、ヴァイオリ
ン、チェロ、ピアノ ¥2,000 ¥3,410

2711 ASKS-SC36 吉松　隆 トロンボーン協奏曲「オリオンマシーン」op.55（手書きデジタル譜）
独奏トロンボーン、
オーケストラ(3-2- ¥3,650 ¥5,390

2712 ASKS-SC37 吉松　隆 忘れっぽい天使Ⅰ op.6
クロマティック・ハー
モニカとピアノ(+吊り ¥1,550 ¥2,870

2713 ASKS-SC38 吉松　隆 忘れっぽい天使Ⅰa  op.6a
ヴァイオリンとピアノ
(+吊り鈴) ¥1,550 ¥2,870

2714 ASKS-SC39 吉松　隆 忘れっぽい天使Ⅱ op.8
クロマティック・ハー
モニカとギター(+吊 ¥1,650 ¥2,990

2715 ASKS-SC40 吉松　隆 忘れっぽい天使Ⅲ op.24
クロマティック・ハー
モニカとアコーデオ ¥1,700 ¥3,050

2716 ASKS-SC41 吉松　隆 鳥が月の光を夢見る時に… op.77
クラリネット、チェ
ロ、ハープ ¥1,900 ¥3,290

2717 ASKS-SC42 吉松　隆 組曲「平清盛」 オーケストラ ¥4,700 ¥6,670
2718 ASKS-SC43 吉松　隆 トロンボーン協奏曲「オリオンマシーン」ピアノリダクション版（スコアのみ）

トロンボーン & ピア
ノ ¥2,500 ¥4,030

2719 ASKS-SC44 吉松　隆 サジタリウス牧歌 バスーン & ハープ ¥1,650 ¥3,010
2720 ASKS-SC45 吉松　隆 三つの水墨画 op.114

室内オーケストラ（fl 
2, ob1,harp, 3perc, ¥2,750 ¥4,330

2721 ASKS-SC46 吉松　隆 ドーリアン op.9
オーケストラ（3-3-
3-3, 6-4-3-1, ¥4,000 ¥5,810

2722 ASKS-SC47 吉松　隆 鳥はふたたび op.81
室内オーケストラ（2 
fl, perc, piano, ¥2,300 ¥3,770

2723 ASKS-SC48 吉松　隆 ファンファーレ2001 op.84
オーケストラ（3-3-
3-3, 6-3-3-1, ¥1,550 ¥2,890

2724 ASKS-SC49 吉松　隆 子供たちのための管弦楽入門
語り、オーケストラ
（3-3-3-3, 4-3-3-1, ¥1,650 ¥3,010

2725 ASKS-SC50 吉松　隆 大学祝典序曲EX op.103
オーケストラ（4-3-
3-2, 4-3-3-1, ¥3,900 ¥5,710

2726 ASKS-SC51 吉松　隆 鳥のシンフォニア op.107
オーケストラ（3-2-
2-2, 4-3-3-1, ¥4,750 ¥6,730

2727 ASKS-SC52 吉松　隆 ３つの異郷の歌 op.89a（スコアのみ　演奏不可）
ソロ楽器（sop-sax, 
oboe, clarinet, violin ¥1,450 ¥2,770

2728 ASKS-SC53 吉松　隆 卒塔婆小町の３つのワルツ op.115（スコアのみ　演奏不可） クラリネット、チェロ、 ¥1,800 ¥3,190
2729 ASKS-SC54 吉松　隆 祝典序曲「鳥たちへのファンファーレ op.90」（スコアのみ　演奏不可）

吹奏楽
（picc,2fl,ob,2cl,bcl,3 ¥2,400 ¥3,890

2730 ASKS-SC55 吉松　隆 優しき玩具たち op.108（スコアのみ　演奏不可）
左手ピアノ、トラン
ペット、クラリネット、 ¥3,100 ¥4,730

2731 ASKS-SC56 吉松　隆 植物ぷりずむ op.16（スコアのみ　演奏不可） 混声合唱、ピアノ ¥3,400 ¥5,090
2732 ASKS-SC57 吉松　隆 ３つの白い風景op.47

フルート,ファゴット
（チェロ）,ハープ ¥1,550 ¥2,870

2733 ASKS-SC58 侘美　秀俊 ある日の3つのスケッチ ギター、バイオリン ¥1,550 ¥2,870
2734 ASKS-SC59 吉松　隆 サイバーバード協奏曲　op.59 ピアノリダクション版

ソロサキソフォン in 
Eb ¥3,350 ¥5,030

2735 ASKS-SC60 吉松　隆 『ピアノ協奏曲〈メモ・フローラ〉op.67　ピアノリダクション版』 Pf、ピアノ伴奏 ¥2,920 ¥4,680
2736 ASKS-SC61 吉松　隆 『マリンバ協奏曲〈バードリズミクス〉ピアノリダクション版（perc付き）』

マリンバ、ピアノ、
パーカッション ¥4,550 ¥6,470

2737 ASKS-SC62 吉松　隆 遠くからの３つの歌
チェロソロ　ピアノ伴
奏 ¥2,350 ¥3,830

2738 ASKS-SC63 吉松　隆 新・動物の謝肉祭
フルート、ヴァイオリ
ン、チェロ、ピアノ ¥3,450 ¥5,150

2739 ASKS-SC64 吉松　隆 サイバーバード協奏曲　op.59 トリオリダクション版 A.SAX,Pf,Per ¥3,100 ¥4,730
2740 ASKS-SC65 山本　雅一 「Play of seeds」吹奏楽譜 吹奏楽 ¥1,500 ¥2,800
2741 ASKS-SC66 山本　雅一 「スペインの市場で」2016年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 吹奏楽 ¥1,500 ¥2,500
2742 ASKS-SC67 米山　邦宏 交響曲第五番 ハ短調 op.67「運命」 CL６ ¥1,500 ¥2,600
2743 ASKS-SC68 長野　雄行 吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」2010年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 吹奏楽 ¥1,500 ¥2,300
2744 ASKS-SC69 米山　邦宏 「宇宙戦艦ヤマト」セレクション 吹奏楽 ¥1,500 ¥2,800
2745 ASKS-SC70 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「Warrior Past」』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥1,500 ¥3,200
2746 ASKS-SC71 米山　邦宏 「となりのトトロ」セレクション 吹奏楽 ¥1,500 ¥2,600
2747 ASKS-SC72 吉松　隆 『KENJI…宮澤賢治によせる　語りと左手ピアノのための ピアノソロ ¥2,400 ¥3,890
2748 ASKS-SC73 山岸　和正 『NHK大河ドラマ「青天を衝け」メインテーマ』吹奏楽大編成譜 吹奏楽 ¥1,500 ¥2,100
2749 ASKS-SC74 吉松　隆 『メタルスネイル組曲 op.80b』バリトンサクソフォーンソロ版

B.Saxソロ　ピアノ伴
奏 ¥2,550 ¥4,070

2750 ASKS-SC75 吉松　隆 『夢色モビール』　弦楽四重奏版 Solo,Hp,弦楽四重奏 ¥1,650 ¥2,990
2751 ASKS-SC76 柳澤　明良 混声合唱組曲「風車 そのほか」スタディスコア 混声合唱、ピアノ ¥700 ¥1,200

【連弾 DE 吹奏楽シリーズ】

【スタディスコア】



新サイトはこちらをクリック⇒　https://asks.shop/

商品コード 作曲（編曲）者 作品名 編成 PDF価格 製本版価格

2752 ASKS-SC77 吉松　隆 『KENJI…宮澤賢治によせる　語り、左手ピアノ、チェロのための チェロ・左手ピアノ ¥2,500 ¥4,010

2753 ASKS-GT01 侘美　秀俊 「天体ヘキサプリズム　Astro Hexaprism for Guiter Solo」（手書きデジタル譜） ギターソロ ¥999 ¥2,290
2754 ASKS-GT02 吉松　隆 ３つの異郷の歌 op.89a

ソロ楽器（sop-sax, 
oboe, clarinet, violin ¥9,100 ¥10,580

2755 ASKS-GT03 侘美　秀俊 ある日の3つのスケッチ ギター、バイオリン ¥5,200 ¥6,500
2756 ASKS-GT04 米山　邦宏 Cantata No.78《イエスよ、わが魂を》BWV78 より ARIA et DUET ギター四重奏 ¥2,500 ¥3,000
2757 ASKS-GT05 米山　邦宏 スーダラ節　ギター二重奏 ギター二重奏 ¥1,100 ¥1,600
2758 ASKS-GT06 米山　邦宏 スーダラ節　ギター三重奏 ギター三重奏 ¥1,400 ¥1,900
2759 ASKS-GT07 米山　邦宏 スーダラ節　ギター四重奏 ギター四重奏 ¥1,600 ¥2,100

2760 ASKS-CM01 川島　素晴 「cond.act/konTakt/conte-raste IV」 Vn,Pf,Cond ¥1,500 ¥2,200
2761 ASKS-CM02 川島　素晴 「cond.act/konTakt/conte-raste IVb」 Tp,Pf,Cond ¥1,500 ¥2,200

2762 ASKS-CH01 吉松　隆 植物ぷりずむ op.16（30人演奏用） 混声合唱、ピアノ ¥15,200 ¥32,700
2763 ASKS-CH01plus 吉松　隆 植物ぷりずむ op.16（追加分） 混声合唱、ピアノ ¥300 ¥800
2764 ASKS-CH02 柳澤　明良 混声合唱組曲「風車 そのほか」6ライセンス（奏者・ピアノ・指揮者） 混声合唱、ピアノ ¥3,000 ¥5,000
2765 ASKS-CH02plus 柳澤　明良 混声合唱組曲「風車 そのほか」追加ライセンス 混声合唱、ピアノ ¥500 ¥1,000

2766 ASKS-JE01 吉松　隆 『双魚譜 op.26』（手書きデジタル譜）（スコアのみ　演奏不可） 尺八、二十絃箏 ¥1,650 ¥2,990
2767 ASKS-JE02 吉松　隆 二十絃作品集　もゆらの五ツ・なばりの三ツ・すばるの七ツ 二十絃箏 ¥2,450 ¥3,950
2768 ASKS-JE03 吉松　隆 『雨月譜op.11』（手書きデジタル譜）（スコアのみ　演奏不可） 尺八、十七絃箏 ¥1,500 ¥2,810
2769 ASKS-JE04 吉松　隆 『夢詠み　op.110』（スコアのみ） 二十絃箏 ¥1,550 ¥2,860
2770 ASKS-JE05 吉松　隆 星夢の舞（一具） オーケストラ ¥4,350 ¥6,230
2771 ASKS-JE06 吉松　隆 夢あわせ夢たがえ　室内管弦楽版 op.74b（スコアのみ　演奏不可）

二十絃、室内オー
ケストラ（cl, perc, ¥2,150 ¥3,590

2772 ASKS-JE07 吉松　隆 FUGAKU 霊峰富士によせる七つの響景　op.88（スコアのみ　演奏不可）
尺八、二十絃箏、
オーケストラ（3-2- ¥3,000 ¥4,630

2773 ASKS-JE08 吉松　隆 水幻譜（手書きデジタル譜） 尺八＆十三絃箏 ¥1,650 ¥3,010
2774 ASKS-JE09 吉松　隆 星幻譜　op.97（スコアのみ　演奏不可）

笙、二十絃箏（と風
鈴） ¥1,550 ¥2,890

2775 ASKS-JE10 吉松　隆 風夢の舞　op.98（スコアのみ　演奏不可） 笙、二十絃箏 ¥2,350 ¥3,830
2776 ASKS-JE11 吉松　隆 夢あわせ夢たがえ 邦楽アンサンブル版 op.74a（スコアのみ　演奏不可）

邦楽（二十絃箏独
奏、笙、横笛、尺八 ¥1,900 ¥3,290

2777 ASKS-JE12 吉松　隆 ３つの異郷の歌　邦楽器版　op.89b（スコアのみ　演奏不可）
尺八、三味線、二十
絃、打楽器 ¥1,800 ¥3,190

2778 ASKS-JE13 吉松　隆 雅楽「夢寿歌（ゆめほぎうた）」op.100（スコアのみ　演奏不可）
雅楽（龍笛3、篳篥
3、笙３，箏２、琵琶 ¥2,900 ¥4,510

2779 ASKS-JE14 吉松　隆 夢ゆららに　op.86（手書きデジタル譜）（スコアのみ　演奏不可）
尺八、笙、ハープ
（or 二十絃箏x2） ¥2,000 ¥3,430

2780 ASKS-JE15 吉松　隆 なばりの三ツ　op.54　十七弦筝のための（スコアのみ　演奏不可） 十七絃箏 ¥1,450 ¥2,750
2781 ASKS-JE16 吉松　隆 夢あわせ夢たがえ　（スコアのみ　演奏不可）

十二弦箏、Cl、Vn、
Vc ¥1,800 ¥3,190

2782 ASKS-JE17 山田　良平 女々しくて／ゴールデンボンバー　尺八三重奏 尺八三重奏（FL3） ¥1,300 ¥1,800
2783 ASKS-JE18 一瀬　恒星 『「鬼滅の刃」オープニングテーマ『紅蓮華』』和楽器三重奏 尺八・箏・17絃 ¥2,500 ¥3,200
2784 ASKS-JE19 一瀬　恒星 『何度でも／Dreams Come True』和楽器三重奏 尺八・箏・17絃 ¥2,500 ¥3,200
2785 ASKS-JE20 一瀬　恒星 『夜に駆ける／YOASOBI』和楽器三重奏 尺八・箏・17絃 ¥3,000 ¥3,900
2786 ASKS-JE21 一瀬　恒星 『ハルジオン／YOASOBI』和楽器三重奏 尺八・箏・17絃 ¥3,000 ¥3,800
2787 ASKS-JE22 一瀬　恒星 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌『炎』』和楽器三重奏 尺八・箏・17絃 ¥3,000 ¥3,700

2788 ASKS-PB01 田野城　寿男 すべてのサックス奏者のための 基本練習 Vol.1 SAX ¥3,300 ¥5,660
2789 ASKS-PB02 田野城　寿男 すべてのサックス奏者のための 基本練習 Vol.2 SAX ¥3,300 ¥5,590
2790 ASKS-PB03 田野城　寿男 すべてのサックス奏者のための 基本練習 Vol.3 SAX ¥3,300 ¥5,610
2791 ASKS-PB04 古川　邦彦 15 INVENTIONS A 2VOIX　for Clarinet and BassClarinet　（J.S.Bach） CL＆BsCｌ ¥1,500 ¥2,700
2792 ASKS-PB05 西村  いづみ ディープ・ブレス・コントロール　体験コース テキスト 一般 ¥1,500 ¥2,890
2793 ASKS-PB06 西村  いづみ フルーティストのためのディープ・ブレス・コントロール Vol.1 FL ¥1,500 ¥2,890
2794 ASKS-PB07 西村  いづみ フルーティストのためのディープ・ブレス・コントロール Vol.2 FL ¥1,500 ¥2,850
2795 ASKS-PB08 西村  いづみ フルーティストのためのディープ・ブレス・コントロール Vol.3 FL ¥1,500 ¥2,880
2796 ASKS-PB09 西村  いづみ フルーティストのためのディープ・ブレス・コントロール 全巻セット FL ¥4,000 ¥5,700
2797 ASKS-PB10 西村  いづみ 吹奏楽器プレイヤーのためのディープ・ブレス・コントロール Vol.1 吹奏楽器全般 ¥1,500 ¥2,900
2798 ASKS-PB11 西村  いづみ 吹奏楽器プレイヤーのためのディープ・ブレス・コントロール Vol.2 吹奏楽器全般 ¥1,500 ¥2,850
2799 ASKS-PB12 西村  いづみ 吹奏楽器プレイヤーのためのディープ・ブレス・コントロール Vol.3 吹奏楽器全般 ¥1,500 ¥2,880
2800 ASKS-PB13 西村  いづみ 吹奏楽器プレイヤーのためのディープ・ブレス・コントロール 全巻セット 吹奏楽器全般 ¥4,000 ¥5,710
2801 ASKS-PB14 田野城　寿男 すべてのサックス奏者のための 基本練習 Vol.4 SAX ¥3,300 ¥5,790
2802 ASKS-PB15 越後林　雅之 先生・先輩と生徒・後輩のためのはじめて1〜2年目くらいのひとにちょうどいいトランペットの基礎練の本 TP ¥720 ¥985
2803 ASKS-PB16 古川　邦彦 バスクラリネット（ LowC ）のためのミルデ２５のエチュード 作品２４ Bs.Cl ¥2,500 ¥3,500

『アスクスウインズ・アスクスオーケストラ』統合サイト　　　https://asks.shop/

※製本版の金額は、お客様専用にオンデマンド印刷をするための代金、送料が含まれています。
※価格は税別です。
※太文字は今後発売予定の作品

【現代音楽】

【合唱曲】

【邦楽】

【教則本】

【ギター曲】
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