「演奏会の、もう一曲」
アニメ、J‒POP、ソロ、ソリ、台所協奏曲
お馬鹿な事に真面目に取り組みました

販売譜カタログ 2017
ENSEMBLE SCORE
WIND BAND SCORE

CDに収録の楽曲
すべて販売譜として
好評発売中！

お求めは

2017

制作・販売

〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村1-2-14 2F
TEL 0467-50-0940／FAX 0467-50-0941／e-mail cafua@cafua.com
CAML-2017

サックス特有の響きと美しいメロディーを生かしたスピード感溢れる作品。
掛け合いとユニゾン、
緩急の間合いが絶妙でコンテストにも最適。

軽快さとメロディアスなフレーズが魅力。
メリハリの効いた演奏が◎

〈クラリネット4重奏〉

ENSEMBLE

小動物は駆け回る 〜クラリネット四重奏のために〜
演奏時間 : 約5分
B♭Cl.×4

う た

〈木管3重奏〉
全国大会
演奏曲

詩曲Ⅱ

参考音源CD：CACG-0136「第32回全日本アンサンブルコンテスト 大学・職場・一般編」
：CACG-0223「第37回全日本アンサンブルコンテスト 大学・職場一般編」 ほか

全国大会
演奏曲

エオリアの妖精

〈木管5重奏〉

日本のメロディーによる3つのエチュード

演奏時間 : 約15分
Fl.×3

川辺 真

演奏時間 : 約11分
Fl.×4

柳田孝義

全国大会
演奏曲

やさしい編曲で取り組みやすい作品。
中高生におすすめ。

「テレプシコーレ舞曲集」より
Bsn.×1

St. Bass×1

人形浄瑠璃の物語をモチーフとした楽曲。
緊張感のある冒頭に加え、
木管の音色の調和が聴衆を引き込みます。

〈木管8重奏〉

巡礼歌

幻想的な雰囲気と美しいメロディーでクラリネットの響きを楽しめます。

天野正道

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,200円 品番 : CEM-029
Fl.×1 B♭Cl.×2 B.Cl.×1 S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

静と動が浮き出た絵巻物のよう。
効果的に配された間も、
十分に味わって。

スペイン・アンダルシアを旅するかのような異国情緒あふれるメロディー。

アンダルシアの風

｢悲歌｣能〜道成寺の物語によるバラード

松下倫士

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 4,200円 品番 : CEM-043
Fl.＆Picc.×1 Fl.×1 B♭Cl.×2 S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

参考音源CD : CACG-0127「むかしの歌」雲井雅人サックス四重奏団

6つの舞曲からなるバッハの名組曲をアレンジ。

〈サクソフォーン4重奏〉

無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第3番

坂井貴祐

J.S.バッハ ／ 編曲：北方寛丈

演奏時間 : 約16分半 販売価格 : 5,200円 品番 : CEM-011
S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

販売価格 : 4,000円

ベラトリックス

阿部勇一

販売価格 : 4,000円

品番 : CEM-004

参考音源CD : CACG-0138「ねがい」コンチェルト・ダモーレ

アレンジが希少なマラン・マレの古典楽曲。原曲と同じ「主題と31の変奏」
で構成されていますが変奏からいくつかピックアップして演奏できます。

〈サクソフォーン4重奏〉

ラ・フォリア サックス四重奏のための

参考音源CD : CACG-0216「オブローのダフニスとクロエ」

〈クラリネット8重奏〉
全国大会
演奏曲

深草物語

M.マレ ／ 編曲：秋 透

演奏時間 : 約18分 販売価格 : 5,200円 品番 : CEM-054
S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

クラリネットの重厚なサウンドが楽しめます。
技術的にも易しく、
幅広い層に演奏してほしいお勧めの楽曲です。

参考演奏 : https://youtu.be/vluER2vG9-0

坂井貴祐

樽屋雅徳

演奏時間 : 約6分半 販売価格 : 4,600円 品番 : CEM-052
E♭Cl.×1 B♭Cl.×4 A.Cl.×1 B.Cl.×1 C.B.Cl.×1

品番 : CEM-059

ミニマルミュージックをベースにした神秘的な響きが魅力。

参考音源CD : CACG-0108「レシテーション・ブック」雲井雅人サックス四重奏団

〈クラリネット8重奏〉

〈クラリネット4重奏〉

富山県民謡 ／ 編曲:秋 透

演奏時間 : 約9分半 販売価格 : 5,000円 品番 : CEM-027
S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

スピード感あふれる作品。
コンテストにおすすめ！

岩手の妖怪 ナゴミタクリ をイメージし、おどろおどろしくも躍動感溢れる作品。

演奏時間 : 約7分半
B♭Cl.×3 B.Cl.×1

三つの富山県民謡

参考音源CD : CACG-0138「ねがい」コンチェルト・ダモーレ

〈クラリネット4重奏〉

〈木管8重奏〉

有名な3つの民謡を、
秋透が当世風にアレンジ。

〈サクソフォーン4重奏〉

演奏時間 : 約3分半 販売価格 : 4,000円 品番 : CEM-015
E♭Cl.×1 B♭Cl.×4 A.Cl.×1 B.Cl.×1 C.A.Cl.×1

参考音源CD : CACG-0121「第31回全日本アンサンブルコンテスト 中学・高校編」

柳田孝義

演奏時間 : 約12分 販売価格 : 4,400円 品番 : CEM-032
S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

天野正道

〈クラリネット8重奏〉

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,400円 品番 : CEM-014
Picc.(Fl.)×1 Fl.×4 A.Fl.×2 B.Fl.×1

メトロポリス

風の回廊

参考音源CD : CACG-0138「ねがい」コンチェルト・ダモーレ

天野正道

演奏時間 : 約5分
B♭Cl.×4

〈サクソフォーン4重奏〉

演奏時間 : 約6分半 販売価格 : 4,600円 品番 : CEM-007
E♭Cl.×1 B♭Cl.×4 A.Cl.×1 B.Cl.×1 C.B.Cl.×1

ナゴミタクリ 〜クラリネット四重奏のための〜

松下倫士

参考音源CD : CACG-0154「第33回全日本アンサンブルコンテスト 中学・高校編」
: CACG-0170「第34回全日本アンサンブルコンテスト 中学・高校編」 ほか

全国大会
演奏曲

ソナチネ

阿部勇一

〈クラリネット8重奏〉

ラ・フォルム・
ドゥ・シャク・アムール

名田綾子

全6楽章からなる組曲。
メロディーの構成美が特徴的で、
カルテットの掛け合いや演奏技術は上級者向けです。

参考演奏 : https://youtu.be/vRJHAESbpHo

品番 : CEM-044

重なり合うフルートの魅力的な和音を生かした作品。

参考音源CD：CACG-0121「第31回全日本アンサンブルコンテスト 中学・高校編」

全国大会
演奏曲

柳田孝義

販売価格 : 5,000円

参考音源CD : CACG-0135「第32回全日本アンサンブルコンテスト 中学・高校編」

全国大会
演奏曲

サクソフォン四重奏曲より第１楽章 Footsteps

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 3,800円 品番 : CEM-045
S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

演奏時間 : 約5分半 販売価格 : 4,400円 品番 : CEM-060
E♭Cl.×1 B♭Cl.×4 A.Cl.×1 B.Cl.×1 C.B.Cl.×1

〈フルート8重奏〉

M.プレトリウス ／ 編曲：樽屋雅徳
演奏時間：約5分 販売価格：4,000円 品番：CEM-013
（Tom-tom)
Fl.＆Picc.×1 Ob.＆E.H.×1 B♭Cl.×1 Hrn.×2

リブレメンテ 〜クラリネット8重奏のための〜

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,400円 品番 : CEM-026
Picc.×1 Fl.×4(Perc.) A.Fl.×2 B.Fl.×1

〈木管7重奏〉

全国大会
演奏曲

a priori

〈サクソフォーン4重奏〉

〈クラリネット8重奏〉

〈フルート8重奏〉

演奏時間：約10分 販売価格：5,000円 品番：CEM-028
Fl.×1 Ob.×1 B♭Cl.×1 Hrn.×1 Bsn.×1

注目の若手作曲家によるお洒落なカルテット。
コンテストにもオススメ。
足踏みのリズム、
美しい旋律、
軽やかな装飾が、
新しい風を運びます。

品番 : CEM-005

参考音源CD : CACG-0138「ねがい」コンチェルト・ダモーレ

品番 : CEM-057

日景貴文

演奏時間 : 約7分 販売価格 : 4,500円 品番 : CEM-061
S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

演奏時間 : 約5分半 販売価格 : 4,400円 品番 : CEM-006
E♭Cl.×1 B♭Cl.×4 A.Cl.×1 B.Cl.×1 C.A.Cl.×1

天野正道による、
フルートの音色と魅力が存分に活かされた楽曲。
効果音としてヴィブラフォンなどの打楽器持ち替えがあります。

〈木管5重奏〉

Campari Aperitivo

タンゴのリズムにのり、
クラリネットの音色と広い音域を生かした作品。

秋のエオリア

緩急が明確な5つの楽章に分かれ、
音色の調和が美しい作品。
低音楽器が少ない分、
全体的に軽やかな印象です。

販売価格 : 4,000円

ねがい（8重奏版）石毛里佳

〈フルート4重奏〉

演奏時間 : 約10分半 販売価格 : 5,000円 品番 : CEM-055
Fl.×1 Ob.×1 B♭Cl.×1 Hrn.×1 Bsn.×1

木管五重奏のための5つの回廊

演奏時間 : 約5分半
B♭Cl.×4 B.Cl.×1

アルカイックな表情の、
5楽章からなるアンサンブル。
音が徐々に重なっていく様子と、楽章ごとの緩急、色あいの違いが楽しめます。

〈木管5重奏〉

〈サクソフォーン4重奏〉

ねがい（5重奏版）石毛里佳

下田和輝

素朴で幻想的な雰囲気が特徴の木管アンサンブル。全2楽章。

時には奔放に、
時には甘くロマンティックに…
高い技術、
オトナの感性が求められます。

〈クラリネット5・8重奏〉

小動物は駆け回る 〜フルート四重奏のために〜
販売価格 : 4,000円

鈴木英史

5重奏版と8重奏版を用意。
優しいメロディーと変拍子が特徴です。

品番 : CEM-033

挾間美帆

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,000円 品番 : CEM-017
S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

品番 : CEM-003

参考音源CD : CACG-0138「ねがい」コンチェルト・ダモーレ

柳田孝義

販売価格 : 5,000円

演奏時間 : 約5分
Fl.×4

はやて

颯 〜Introduction and Fantasia〜
参考音源CD : CACG-0137「ヤマハ吹奏楽団 アンサンブル委嘱作品集」

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,000円
B♭Cl.×4 B.Cl.×1

全フルートの軽やかな音色が、木の上を素早く動き回る小動物のイメージにマッチ。

品番 : CEM-070

〈サクソフォーン4重奏〉

品番 : CEM-025

春の目覚め 〜5本のクラリネットのための

B.Sax.×1

川辺 真

品番 : CEM-069

新進気鋭で注目の作曲家・挾間美帆によるサックス四重奏曲。
繊細で軽やかな音色が心地よく響く作品です。

鈴木英史

〈クラリネット5重奏〉

〈フルート4重奏〉

川辺 真

演奏時間 : 約12分半（曲間含む） 販売価格 : 5,200円
S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

繊細な和音の移ろいや変容していく楽想など、
現代的な響きが特徴。

松下倫士

〈フルート3重奏〉

３つの楽章からなる小さな組曲。木管5重奏の素朴な音色が、
日本の懐かしい情景に合っています。

森のささやき

演奏時間 : 約4分 販売価格 : 4,000円
B♭Cl.×4 B.Cl.×1

参考音源CD : CACG-0236「第38回全日本アンサンブルコンテスト 中学・高校編」 ほか

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,000円 品番 : CEM-056
Fl.×1 Ob.×1 B♭Cl.×1
参考演奏：https://youtu.be/ONVlAzq7̲ ̲Q

日本のメロディーによる3つのエチュード

品番 : CEM-035

スパイラル・タワー・クインテット

全10曲からなる組曲。聖歌に用いられる教会旋法のハーモニーが美しく響きます。

坂井貴祐

〈サクソフォーン4重奏〉

柳田孝義

販売価格 : 5,000円

スパイスの効いたメロディーで中高生でも楽しく演奏できる楽曲。

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 4,200円 品番 : CEM-048
Fl.&Picc.×1 Cl.×2 B.Cl.×1 S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1

〈木管3重奏〉

演奏時間 : 約13分半（曲間含む） 販売価格 : 5,200円
Fl.×1 Ob.×1 B♭Cl.×1 Hrn.×1 Bsn.×1

3つの幻影

日本風のメロディーによる、
３楽章の小さな組曲。
情趣と迫力ある音楽を楽しめます。

〈クラリネット5重奏〉

〈木管8重奏〉

各楽器がソロを務めるゆったりとしたモノローグと、急速な舞曲のタランテラ、
二つのパートの対比が面白い作品。

モノローグとタランテラ

演奏時間 : 約12分
B♭Cl.×4

戯曲 マクベス を題材とし、あやしさの中に美しいメロディーが光る。各パートに見せ場あり。

品番：CEM-023

参考音源CD : CACG-0137「ヤマハ吹奏楽団 アンサンブル委嘱作品集」

リディアの夢

松下倫士

石毛里佳

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,200円 品番 : CEM-016
S.Sax.×1 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

品番 : CEM-058

〈クラリネット4重奏〉

演奏時間：約4分半 販売価格：4,200円
品番：CEM-049
Fl.×2 E♭Cl.×1 B♭Cl.×2 A.Sax.×1 T.Sax.×1 B.Sax.×1

井澗昌樹

演奏時間：約4分半 販売価格：4,000円
Ob.×1 B♭Cl.×1 A. Sax.×1

※価格はすべて税抜の金額です。

〈木管8重奏〉

道化師の詩

販売価格 : 4,000円

全8曲からなる組曲。
やさしいクラリネットアンサンブルです。

愛すべき道化の、
明るさ・にぎやかさと、
休息の時を描く。

オーボエ、
サックス、
クラリネットの美しく幻想的なメロディー。
アンサンブルコンテストにも最適。

Sparking!

下田和輝

アンサンブル譜 編成別一覧

木管アンサンブル

〈サクソフォーン4重奏〉

多くのご要望に応え、
作曲家自身の手によるサックス版がついに登場！

〈サクソフォーン5・6重奏〉

長生 淳

演奏時間 : 約6分 販売価格 : 4,600円 品番 : CEM-018
E♭Cl.×1 B♭Cl.×4 A.Cl.×1 B.Cl.×1 C.A.Cl.×1

参考音源CD : CACG-0137「ヤマハ吹奏楽団 アンサンブル委嘱作品集」
: CACG-0206「第36回全日本アンサンブルコンテスト 中学・高校編」

全国大会
演奏曲

ねがい（5重奏版）石毛里佳
演奏時間 : 約5分半 販売価格 : 4,000円 品番 : CEM-046
S.Sax.×1 A.Sax.×2 T.Sax.×1 B.Sax.×1

ねがい（6重奏版）石毛里佳

演奏時間 : 約5分半 販売価格 : 4,200円 品番 : CEM-047
S.Sax.×1 A.Sax.×2 T.Sax.×2 B.Sax.×1

参考音源CD : CACG-0188「第35回全日本アンサンブルコンテスト 中学・高校編」
: CACG-0206「第36回全日本アンサンブルコンテスト 中学・高校編」 ほか

※価格はすべて税抜の金額です。

参考音源CD : CACG-0138「ねがい」コンチェルト・ダモーレ(クラリネット版）

金管アンサンブル
３つの楽章からなるホルン３重奏。
ロシアの深い森にすむ精霊と人との
交流をイメージ。
ホルンの音色が生きています。

〈ホルン3重奏〉

幻影 〜3本のホルンのための〜
演奏時間 : 約5分
Hrn.×3

生命力溢れるメロディーラインと現代的な手法で彩られた作品。

〈金管8重奏〉

ジ・エヴァーグリーン・マインド

〈ホルン4重奏〉

松下倫士

〈金管8重奏〉

幻影 シリーズのトロンボーン４重奏版。
力強く充実した響きをお楽しみください。

ウェイ アンカー

〈トロンボーン4重奏〉

〈金管8重奏〉

3和音が様々に変化し、
ホルンらしい柔らかな音色とハーモニーが特徴です。
技術的には上級者向けのアンサンブルです。

ジャスト・スパークリング・タイム

〈ホルン6重奏〉

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 4,400円
Trp.×3 Hrn.×1 Trb.×3 Tuba×1

田村文生

〈ユーフォニアム・テューバ4重奏〉

I.プレリュード II.失われた時間

松下倫士

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 4,200円 品番 : CEM-050
Trp.×3 Hrn.×1 Trb.×2 Euph.×1 Tuba×1

打楽器アンサンブル

参考音源CD : CACG-0137「ヤマハ吹奏楽団 アンサンブル委嘱作品集」

民族的なリズムが光る、勇ましく激しい作品。楽譜の向こうにある物語を感じて。

深く豊かな響きと躍動感が、
森の生命力を感じさせる作品。
各パートにソロなどの見せ場があります。

〈打楽器3重奏〉

虹の戦士

〈ユーフォニアム・テューバ5重奏〉
松下倫士

明朗なサウンドとオブリガードで、
変化し続ける
「愛」
を描きます。

曲の難易度と使用楽器が標準的なためスクールバンドにオススメです。

〈金管5重奏〉

〈打楽器4重奏〉

水の記憶

天野正道

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,000円
Trp.×2 Hrn.×1 Trb.×1 Tuba×1

品番 : CEM-002

参考音源CD : CACG-0174「パーカッションアンサンブル邦人作品集2」小川佳津子＆ステラ21

〈金管5重奏〉

マリンバ4台とパーカッションで織りなす、
躍動感あふれる楽曲。

浦壁信二

演奏時間 : 約5分半 販売価格 : 4,200円 品番 : CEM-021
Trp.×2 Hrn.×1 Trb.×1 Tuba×1

参考音源CD : CACG-0137「ヤマハ吹奏楽団 アンサンブル委嘱作品集」

幼子の目に映る世界、親の目に移る世界を、懐かしさでつつんで歌い
あげる金管５重奏。

〈金管5重奏〉

朴 守賢

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 4,000円 品番 : CEM-065
Trp.×2 Hrn.×1 Trb.×1 Tuba×1

全7曲からなる組曲。
7つの楽章で一週間を表現しています。
動きの異なるパッセージなど、
微妙な息使いが必要とされる楽曲です。

〈金管5重奏〉

ブリージング・ダイアリ

柳田孝義

演奏時間 : 約8分 販売価格 : 4,800円
Trp.×2 Hrn.×1 Trb.×1 Tuba×1

品番 : CEM-034

加藤大輝

演奏時間 : 約7分 販売価格 : 4,000円 品番 : CEM-037
Perc.1（Vibraphone, Sleigh Bells）
Perc.2（Suspended Cymbal, Crotales (or 2 Triangles), Marimba）
Perc.3（Bass Drum, Splash Cymbal, Glockenspiel, Xylophone, Bongo & Conga）
Perc.4（Timpani, Bass Drum, Suspended Cymbal, Wind Chimes, Chafchas or Wooden Wind Chimes）

ファンファーレ的なモティーフとコラール風なエピソードが散りばめらた楽曲。
上級者向けアンサンブルです。

ファンファーレとコラール

加藤大輝

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 3,800円 品番 : CEM-041
Perc.1（Marimba）
Perc.2 （Splash Cymbal, China Cymbal, Wind Chimes, Triangle, Bongos, Congas, Djembe, Bass Drum with pedal, Vibraphone, Chimes, Timpani）
Perc.3（Crash Cymbal, Ride Cymbal, Triangle, Tambourine, 4 Toms, Bass Drum, Glockenspiel, Timpani, Tam-tam）

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 4,000円 品番 : CEM-067
Euph.×3 E♭Tuba×1 B♭Tuba×1

〈打楽器4重奏〉
全国大会
演奏曲

久久能智

西上和子

演奏時間 : 約7分半 販売価格 : 3,800円 品番 : CEM-053
Marimba 1
Marimba 2
Marimba 3 & Bass Drum, Large Tam-tam,Small Tam-tam,Toms,Bongos, Temple Blocks
Marimba 4 & Bass Drum, Suspended Cymbal,Large Tam-tam, 4 Toms,Congas, Wood blocks, Cow Bell
参考音源CD : CACG-0102「パーカッションアンサンブル邦人作品集」小川佳津子＆ステラ21
: CACG-0207「第36回全日本アンサンブルコンテスト 大学・職場一般編」

リズムを全面に出した現代作品。
次世代のための音楽。

〈打楽器5重奏〉

P-Spiral

グリーン 10

西上和子

演奏時間 : 約10分 販売価格 : 4,600円 品番 : CEM-040
I 楽章
Perc.1（Solo Vibraphone, Xylophone）
Perc.2（Marimba）
Perc.3（Marimba, Wind Chime）
Perc.4（Marimba, Tam-tam）
Perc.5（Marimba）
II 楽章
Perc.1（Solo Marimba）
Perc.2（Snare Drum, Suspended Cymbal, Tam-tam, Marimba, Bongos）
Perc.3（Marimba）
Perc.4（Marimba）
Perc.5（Suspended Cymbal, Glockenspiel, Wind Chime, Djembe）

現代的な手法で書かれ、
アイディアが随所に散りばめられた楽曲。

山里佐和子

演奏時間 : 約7分 販売価格 : 4,400円 品番 : CEM-019
Euph.×2 Tuba×2

クレイドル・ダンス

「祈りの海へ」より

参考音源CD : WKCD-0026「ドライヴ II」寺田由美パーカッションアンサンブル

参考音源CD : CACG-0174「パーカッションアンサンブル邦人作品集2」小川佳津子＆ステラ21

金管アンサンブルの重厚な響きと軽やかさを、
一度に味わえる作品。

〈金管8重奏〉

これまでにないユーフォニアム・テューバアンサンブル。
メロディアスで親しみやすく、
楽器の新たな魅力に触れられる作品です。

カレイドスコープ

真島俊夫

品番 : CEM-022

参考音源CD : CACG-0137「ヤマハ吹奏楽団 アンサンブル委嘱作品集」

販売価格 : 4,600円 品番 : CEM-020

参考音源CD : CACG-0137「ヤマハ吹奏楽団 アンサンブル委嘱作品集」

静寂の森

品番 : CEM-024

華やかで軽快、
おしゃれな金管八重奏の作品です。
各楽器に聴かせどころがあり、コンテストはもちろんロビーコンサートにもおすすめです。

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,000円 品番 : CEM-064
Trb.×4
※この作品は「幻影」
（松下倫士）
のトロンボーン４重奏版です。

二つの叙情的な小品

堀田庸元

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 4,200円
Trp.×3 Hrn.×1 Trb.×3 Tuba×1

松下倫士

演奏時間 : 約6分半 販売価格 : 4,200円 品番 : CEM-030
Perc.1（Marimba）
Perc.2（Vibraphone）
Perc.3（Vibraphone, Snare Drum, Cabasa, Conga, Triangle, Suspended Cymbal）
Perc.4（Marimba, Ride Cymbal, Hi-Hat, 3Tom-toms＆Kick Bass Drum）
Perc.5（Glockenspiel, Timpani, Hi-Hat）

〈打楽器5重奏〉

2011年度の課題曲作曲者。軽快なメロディーは中学生にもおすすめです。

北方寛丈

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,600円 品番 : CEM-038
Perc.1（Tom, Vibraphone, Castanet, Maracas, Flexatone, Cabasa, Siren whistle）
Perc.2（Suspended Cymbal, Tom, Chime, Wind Chime, 2 Wood Blocks, Vibraslap）
Perc.3（Very very Small Cymbals, Tom, Tambourine, Siren whistle, 2 Cowbells, Guiro）
Perc.4（Bass Drum, Tom, Tam-tam, 2 Triangles, Whip, Ratchet）
Perc.5（Drums, Chinese Cymbal）

〈打楽器6重奏〉

ヘキサゴン

プレイヤー同士がバトルを展開しているようにも見え、それぞれのソロが光ります。

〈マリンバ4重奏〉

マリンバトル

樽屋雅徳

雰囲気の異なる2つの楽章から成り、
1つの楽章のみで演奏することも
可能なコンテスト向きの作品。

長生 淳

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,600円 品番 : CEM-001
Trp.×3 Hrn.×1 Trb.×2 B.Trb.×1 Tuba×1

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,000円 品番 : CEM-063
Hrn.×4
※この作品は「幻影」
（松下倫士）
のホルン４重奏版です。

演奏時間 : 約6分
Hrn.×6

光の雫

石毛里佳

参考音源CD : CACG-0189「第35回全日本アンサンブルコンテスト 大学・職場一般編」
: CACG-0237「第38回全日本アンサンブルコンテスト 大学・職場一般編」 ほか

技巧的な要素を加えたホルン4重奏。
ロシアの深い森をイメージし、
カル
テットで味わうホルンの豊かな響きを楽しんでください。

ホルン六重奏曲 第2番

瞬過終倒

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,400円 品番 : CEM-042
Trp.×3 Hrn.×1 Trb.×1 Euph.×2 Tuba×1

松下倫士

幻影Ⅲ 〜4本のトロンボーンのための〜

〈打楽器5重奏〉

〈金管8重奏〉
全国大会
演奏曲

販売価格 : 4,000円 品番 : CEM-062

幻影Ⅱ 〜4本のホルンのための〜

吹奏楽界で人気の樽屋雅徳が放つパーカッションアンサンブル。
きらめくダイヤモンドダストの風景美を表現した楽曲です。

スピード感にあふれ、
遊び心ある石毛里佳の作品。
ブラスオクテットの持つ繊細さと重厚な響きが魅力的です。

天野正道

演奏時間 : 約7分半 販売価格 : 4,400円 品番 : CEM-009
Perc.1（Glockenspiel, Angklung, Suspended Cymbal, Midium Tam-tam, Log Drum, Djambe）
Perc.2（4Toms, Marimba）
Perc.3（Bongo, Conga, Marimba）
Perc.4（Antique Cymbals, Timpani, Rin on Timpani）
Perc.5（Vibraphone, 4Toms, Steel Drum）
Perc.6（Tublar Bells, Cajon, Bass Drum）

演奏時間 : 約6分半
Marimba×4

天野正道

販売価格 : 4,000円

品番 : CEM-010

参考音源CD : CACG-0174「パーカッションアンサンブル邦人作品集2」小川佳津子＆ステラ21

混合アンサンブル
ラテン系のリズムで３人の掛け合いが楽しい作品です。
中〜上級者向け。

〈ヴィブラフォン・マリンバ3重奏〉

マリンヴァイブ・バトル

天野正道

演奏時間 : 約7分
販売価格 : 4,000円
Vibraphone×1 Marimba×2

品番 : CEM-068

前途洋洋の船旅を思わせる、
のびやかで清々しい作品。

〈混合8重奏〉

錨を上げて

松下倫士

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 4,200円 品番 : CEM-051
Fl.×1 B♭Cl.×2 B.Sax.×1 Trp.×2 Hrn.×1 Trb.×1

2つの打楽器パートを含む、
混合8重奏曲。古代エジプトの 死者の書
にインスピレーションを得た、
ミステリアスで迫力のある作品です。

〈金管・打楽器8重奏〉

ブック・オブ・ザ・デッド 〜ブラスとパーカッションのための〜

テューバのソロやパーカッションの見せ場があります。
メインに流れる雄大なメロディーと中間部分の6/8拍子の対比が印象的です。

〈金管・打楽器8重奏〉

参考音源CD : CACG-0102「パーカッションアンサンブル邦人作品集」小川佳津子＆ステラ21

エルドラド 〜金管・打楽器8重奏のための

鍵盤楽器を主体としたお洒落でメロディックな作品。

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 4,400円 品番 : CEM-031
Trp.×3 Hrn.×1 Trb.×2 Tuba×1
Perc.
（Tam-tam, Suspended Cymbal, 4Toms, Wind Chime, Triangle）

〈打楽器6重奏〉

サンジェルマンの広場

〜6人の打楽器奏者のための

真島俊夫

演奏時間 : 約5分 販売価格 : 4,000円 品番 : CEM-008
Perc.1（Glockenspiel, Agogo-Bell）
Perc.2（Vibraphone, Pandeiro）
Perc.3（Marimba, Claves）
Perc.4（Marimba, Hi-Hat）
Perc.5（Wood Blocks, Snare Drum）
Perc.6（Timpani, Triangle, Wind Chime, Shaker）

参考音源CD : CACG-0102「パーカッションアンサンブル邦人作品集」小川佳津子＆ステラ21

阿部勇一

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 4,400円 品番 : CEM-066
Trp.＆Picc.Trp.×1 Trp.×1 Hrn.×1 Trb.×1 B.Trb.×1 Tuba×1
Perc.1（Timp., Bass Drum, Suspended Cymbal, Drum Set, Bongos, 4Tom-toms,
Tambourine, China Cymbal,Tam-tam, Wood Blocks)
Perc.2（Bass Drum, Drum Set, Vibraphone, Chimes,TRASH CHINA, Crotale,
Tam-tam, Triangle, Bell Tree, Wood Blocks）

福島弘和

長生淳の世界が広がるアンサンブル作品。木管5重奏にハープを加えた
上級者向けの楽曲です。

〈木管・ハープ〉

光の種

長生 淳

演奏時間 : 約10分 販売価格 : 5,600円 品番 : CEM-036
Fl.×1 Ob.×1 Ban.×1 B♭Cl.×1 Hrn.×1 Harp×1

キャッチーなメロディーで親しみやすく南国のムード漂う作品。
特殊楽器を多用していますが、
持替指示があります。

〈打楽器7重奏〉

S.A.L.A.

八木 Bob 成隆

演奏時間 : 約9分 販売価格 : 4,200円 品番 : CEM-039
1楽章【セイ】
Perc.1（Hang Drum）
Perc.2（Ocean Drum, Vibraphone, Crash Plate）
Perc.3（Marimba, Rain Stick, Tello）
Perc.4（Timpani）
Perc.5（Bass Drum）
Perc.6（Spring Drum, Ocean Drum, 2 Caxixis）
Perc.7（Conga Drums, Finger Cymbals, Suspended Cymbals, Wind Chime）
2楽章【行列】
Perc.1（Marimba, Wind Chime）
Perc.2（Suspended Cymbal, Chime, Vibrasrap, Crash Plate）
Perc.3（Tam-tam, Glockenspiel, Agogo Bells, Maracus）
Perc.4（Timpani, Shaker）
Perc.5（Djembe）
Perc.6（Small Bass Drum, Splash Cymbal, Agogo Bells, Repique）
Perc.7（2 Surdos）
3楽章【Finale】
Perc.1（Marimba, Sangban, Kenkeni）
Perc.2（Chime, Djembe, Voice）
Perc.3（Vibraphone, Balafon）
Perc.4（Timpani）
Perc.5（Dununba, Bell, Bongobell, Bass Marimba, Voice）
Perc.6（Drums, Voice）
Perc.7（Conga Drums, Finger Cymbal, Wind Chime, Djembe, Voice）
参考音源CD : CACG-0174「パーカッションアンサンブル邦人作品集2」小川佳津子＆ステラ21

参考音源CD : CACG-0174「パーカッションアンサンブル邦人作品集2」小川佳津子＆ステラ21

※価格はすべて税抜の金額です。

WIND BAND

レンタル楽譜（アンサンブル）
〈フルート3重奏〉

綴れ織 for Flute Trio

小長谷宗一

演奏時間 : 約6分 レンタル価格 : 10,000円
Fl.×3

参考音源CD : CACG-0137「ヤマハ吹奏楽団 アンサンブル委嘱作品集」

〈クラリネット8重奏〉

ダフニスとクロエ 第2組曲

ブラスアンサンブルのための音楽「子供の街」 小長谷宗一
演奏時間 : 約13分 レンタル価格 : 18,000円
Trp.×3 Hrn.×1 Trb.×2 B.Trb.×1 Tuba×1

M.ラヴェル ／ 編曲：品川秀世

参考音源CD : CACG-0216「オブローのダフニスとクロエ」オブロー・クラリネットアンサンブル

〈クラリネット8重奏〉

J.S.バッハ ／ 編曲：品川秀世

幻影

天野正道

演奏時間 : I楽章 約4分半、II・III楽章 約5分、IV楽章 約4分半
レンタル価格 : I 切り裂かれた都市（まち） 10,000円
II すれ違う心・III 歪んだ時間（とき）10,000円
IV 逃げ惑う心 10,000円
全楽章セット 23,000円
Trp.×3 Hrn.×1 Trb.×2 B.Trb.×1 Tuba×1

演奏時間 : 約8分 販売価格 : 9,000円 品番 : CWE-021
参考音源CD : BOCD-7342「Épitaphe 2011.3.11（墓碑銘）」天野正道作品集

スカイブルー・ファンファーレ

参考音源CD : CACG-0155「第33回全日本アンサンブルコンテスト 大学・職場一般編」 ほか

※レンタル楽譜のお申し込みは、CAFUAウェブサイト
（http://www.cafua.com）
より承ります。

柿崎希夢

演奏時間 : 約4分半 販売価格 : 7,000円 品番 : CWE-014
参考音源CD : CACG-0142「2009 ジャパンバンドクリニック コンサートセレクション」

販売価格 : 8,000円

品番 : CWE-001

吹奏楽のためのファンファーレ
「イン・
トライアンフ」
下田和輝
演奏時間 : 約2分半

販売価格 : 6,000円

品番 : CWE-035

参考音源CD : BOCD-7496「21世紀の吹奏楽『響宴XVIII』」

愉快な行進曲
演奏時間 : 約3分半 販売価格 : 8,000円 品番 : CWE-013
参考音源CD : CACG-0130「藍色の谷」

参考音源CD :

参考音源CD :

「Miyabi 雅」班目加奈

CACG-0157

コンテスト、
演奏会にお薦め。
美しいメロディもスピード感あるパッセージも聴かせられる小品。

〈アルトサクソフォーン〉

The Last Country
演奏時間 : 約4分半
A.Sax. Piano

高橋宏樹

販売価格 : 3,333円

品番 : CSP-001

作品がもつスピード感が聴衆をひきこみます。
ソロリサイタルやコンテストに。

〈アルトサクソフォーン〉
演奏時間 : 約4分半
A.Sax. Piano

石毛里佳

販売価格 : 3,400円

参考音源CD : CACG-0157

初演者の名前を音に置き換え、
楽曲中にちりばめたアイディア溢れる作品。

〈トランペット〉

ファンタジー
演奏時間 : 約10分半
Trumpet Piano

天野正道

品番 : CSP-002

美しい思い出の景色の中を、
自由に伸びやかに飛翔するかのような
優しくノスタルジーを湛えた作品です。

販売価格 : 7,800円

品番 : CWE-023

販売価格 : 3,800円

品番 : CSP-005

美しく浮遊感のあるピアノ伴奏に、
トランペットのシンプルで愁いを含んだ
メロディーが映える曲です。

〈トランペット〉

間奏曲

福島弘和
品番 : CSP-004

野口雨情の詩による動揺をメドレーにした、
優しくあたたかな小品。

〈トランペット〉

雨情の童謡より
演奏時間 : 約6分半
Trumpet Piano

中山晋平、本居長世／編曲：山里佐和子

販売価格 : 3,600円

品番 : CSP-003

販売価格 : 8,000円

品番 : CWE-017

参考音源CD : BOCD-7486「21世紀の吹奏楽『響宴XIII』」

※価格はすべて税抜の金額です。

販売価格 : 7,000円

品番 : CWE-006

参考音源CD : CACG-0082「ジョイフル・コンサート」

演奏時間 : 約5分

販売価格 : 9,238円

品番 : CWE-002

参考音源CD : CACG-0053「ライフ・ヴァリエーションズ」

販売価格 : 7,000円

兼田 敏 編曲／保科 洋 補作
「草競馬」/作曲:S.フォスター (演奏時間 : 約4分半)
「スワニー河」/作曲:S.フォスター (演奏時間 : 約6分)
「オンリー ユー」/作曲:B.ラム&A.ランド (演奏時間 : 約4分)
「ともし灯」/ロシア民謡 (演奏時間 : 約5分)
「海」/作曲:井上武士 (演奏時間 : 約2分)

「赤とんぼ」/作曲:山田耕筰 (演奏時間 : 約3分半)
「アロハ オエ」/ハワイ民謡 (演奏時間 : 約4分半)
「口笛吹きと小犬」/作曲:A.プライアー (演奏時間 : 約2分半)
「アニー・ローリー」/作曲:J.D.スコット (演奏時間 : 約4分半)
「センチメンタル ジャーニー」/作曲:B.グリーン,L.ブラウン&B.ホーマー
(演奏時間 : 約4分)
販売価格 : 14,286円 品番 : CWE-019

「村のかじや」/文部省唱歌 (演奏時間 : 約3分半)
「五木の子守唄」/熊本県民謡 (演奏時間 : 約3分半)
「ラ・コンパルサ」/作曲:E.レクオーナ (演奏時間 : 約3分半)
「おもちゃの交響曲」/作曲:E.アンゲラー (演奏時間 : 約6分)
「スラブ舞曲 第8番」/作曲:A.ドヴォルザーク (演奏時間 : 約5分)
販売価格 : 14,286円 品番 : CWE-022

演奏時間 : 約11分半 販売価格 : 14,000円 品番 : CWE-010

水口 透 編曲

スペイン

品番 : CWE-007

福島弘和 編曲

全国大会
演奏曲

ミュージカル「レ・ミゼラブル」より

販売価格 : 7,000円

品番 : CWE-005

演奏時間 : 約12分半 販売価格 : 12,000円 品番 : CWE-025
参考音源CD : CACG-0209「レ・ミゼラブル」

田中公平オン・ブラス !
■《ONE PIECE》

品番 : CWE-020

クレイジー・フォー・ユー・メドレー

演奏時間 : 約5分半 販売価格 : 8,000円 品番 : CWE-009
参考音源CD : CACG-0037「『シェルブールの雨傘』」によるジャズの歴史」

演奏時間 : 約3分

販売価格 : 7,000円

参考音源CD : CACG-0245 CAFUAセレクション2016「シネマ・シメリック」

参考音源CD : CACG-0013「組曲『シルクロード』」

演奏時間 : 約9分半 販売価格 : 12,000円 品番 : CWE-003
参考音源CD : CACG-0046「『GR』よりシンフォニック・セレクション〜明日への希望」

全作品作曲・監修

山口景子

演奏時間 : 約9分 販売価格 : 10,000円 品番 : CWE-046

西野 淳 編曲

情熱大陸

コンサートマーチ 〜遥か〜

兼田敏 小品アレンジ作品集 3

参考音源CD : CACG-0254

C・マッケラス 編曲/ 鈴木英史 吹奏楽編曲

参考音源CD : CACG-0082「ジョイフル・コンサート」

兼田敏 小品アレンジ作品集 2

参考音源CD : CACG-0254

参考音源CD : CACG-0133「ザ・コーストガードバンド」
(※「海猿のテーマ」のみ収録)

「パイナップル・ポール」より

演奏時間 : 約3分

販売価格 : 14,286円 品番 : CWE-011

演奏時間 : 約7分 販売価格 : 3,600円
Trumpet Piano

演奏時間 : 約3分

映画「LIMIT OF LOVE 海猿」セレクション
演奏時間 : 約10分 販売価格 : 12,000円 品番 : CWE-015

シャル ウィ ダンス？

パシフィック序曲

兼田敏 小品アレンジ作品集 1

参考音源CD : CACG-0254

品番 : CWE-016

参考音源CD : CACG-0082「ジョイフル・コンサート」

LOVE LOVE LOVE

天野正道

演奏時間 : 約8分
Trumpet Piano

販売価格 : 7,143円

参考音源CD : CACG-0082「ジョイフル・コンサート」

参考音源CD : CACG-0082「ジョイフル・コンサート」

〈トランペット〉

秋の空

演奏時間 : 約3分

参考音源CD : BOCD-7476「21世紀の吹奏楽『響宴IX』」

演奏時間 : 約6分
品番 : CSP-006

杉本幸一 編曲

演奏時間 : 約3分

羽村知也

松下倫士

販売価格 : 4，
200円

風になりたい

東京ブギウギ

マーチ 紙ひこうき
演奏時間 : 約4分

参考音源CD : CACG-0254

参考音源CD : CACG-0157

Down down down

CACG-0254

演奏時間 : 約3分半 販売価格 : 7,000円 品番 : CWE-036
参考音源CD : CACG-0231「天雷无妄」

参考音源CD : CACG-0053「ライフ・ヴァリエーションズ」

「千と千尋の神隠し」ハイライト

杉浦邦弘

「The Last Country」國末貞仁

演奏時間 : 約10分 販売価格 : 12,000円 品番 : CWE-018

演奏時間 : 約7分 販売価格 : 10,000円 品番 : CWE-008

坂井貴祐

参考音源CD : CACG-0025「交響組曲第7番『BR』
より」

ソロピース ( ピアノ伴奏付き )

彼方の光（木管合奏）

「踊る大捜査線」スペシャル

坂本 九 スタンダードメドレー

セレモニアル・マーチ
演奏時間 : 約4分

浅利 真 編曲

遠藤幸夫 編曲

Épitaphe 2011.3.11

全国大会
演奏曲

小長谷宗一

演奏時間 : 約9分半 レンタル価格 : 15,000円
E♭Cl.×1 B♭Cl.×4 B.Hrn.×1 B.Cl.×1 C.B.Cl.×1

参考音源CD : CACG-0216「オブローのダフニスとクロエ」オブロー・クラリネットアンサンブル

ポピュラー・アレンジ作品

吹奏楽オリジナル作品

〈金管8重奏〉

演奏時間 : 約15分半 レンタル価格 : 20,000円
E♭Cl.×1 B♭Cl.×4 B.Hrn.×1 B.Cl.×1 C.A.Cl.×1(Opt.) C.B.Cl.×1

トッカータとフーガ ニ短調

〈金管8重奏〉

吹奏楽販売譜一覧

田中公平

ウィーアー!

樽屋雅徳 編曲

ウィーゴー!

樽屋雅徳 編曲

演奏時間 : 約4分
演奏時間 : 約4分

販売価格 : 6,000円
（税抜） 品番：CWE-026
販売価格 : 6,000円
（税抜） 品番：CWE-028

吹奏楽のための組曲《ONE PIECE》

樽屋雅徳 編曲

演奏時間 : 約11分 販売価格:18,000円（税抜）品番：CWE-048

■《サクラ大戦》シリーズ
檄!帝国華撃団

杉本幸一 編曲

御旗のもとに

杉本幸一 編曲

地上の戦士

杉本幸一 編曲

演奏時間 : 約3分
演奏時間 : 約4分
演奏時間 : 約4分

販売価格 : 6,000円
（税抜） 品番：CWE-027
販売価格 : 6,000円
（税抜） 品番：CWE-030
販売価格 : 6,000円
（税抜） 品番：CWE-032

■《トップをねらえ!》シリーズ
ガンバスター交響詩

杉本幸一 編曲

立つ鳥跡を濁さず

樽屋雅徳 編曲

演奏時間 : 約11分半

演奏時間 : 約5分半

販売価格 : 18,000円（税抜） 品番：CWE-047

販売価格 : 7,000円
（税抜） 品番：CWE-031

■《笑ゥせぇるすまん》
《笑ゥせぇるすまん》メドレー

樽屋雅徳 編曲

演奏時間 : 約5分半

販売価格 : 7,000円（税抜） 品番：CWE-029

■《勇者王ガオガイガー》
勇者王誕生!

杉本幸一 編曲

演奏時間 : 約2分

販売価格 : 4,000円
（税抜） 品番：CWE-033

AVCL-25823

