
ギターアンサンブル楽譜ピース商品一覧 

2019年 1月 

楽器略称 

(Spn)ソプラニーノギター (Sp)ソプラノギター (A)アルトギター (P)プライムギター (B)バスギター 

(CB)コントラバスギター (Gr)ギタロン (A.cem)アルトチェンバロギター (P.cem)プライムチェンバロギター 

(FG)フォークギター (Uk)ウクレレ (A.E)アルトエレキギター (EG)エレキギター (EB)エレキベース (Vo)ヴォーカル 

(Picc)ピッコロ (Fl)フルート (Ob)オーボエ (Cl)クラリネット (Rec)リコーダー（Vn）ヴァイオリン (Vc)チェロ  

(Timp)ティンパニ (Per)パーカッション (Gl)グロッケン (Tamb)タンバリン (Dr)ドラムス (SD)スネアドラム  

(Cym)シンバル (Bell)チューブラベル (Syn)シンセサイザー (KBG)キーボードギター (Ac)アコーディオン  

 

曲難易度：♪初心者にも易しく弾けます。 ♪♪初心者の方はやや練習が必要です。 

     ♪♪♪中級レベル以上の技術が必要です。  ♪♪♪♪コンクールの勝負曲として利用できます。 

 

クラシック 

 曲名 編成 作曲 編曲 価格(税込) 難易度 

3 ワルツ Op.64-2 A1,A2,P,B,CB,Gr F.ショパン 新堀寛己 ¥4,320 ♪♪♪ 

10 ウィーンわが夢の街 A1,A2,P,B,Gr ジーツィンスキー 新堀きよみ ¥3,240 ♪♪ 

11 組曲ドリー「子守唄」 A1,A2,P,B,Gr G.フォーレ 畑中雄大 ¥4,320 ♪♪♪ 

13 子犬のワルツ Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr F.ショパン 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪♪ 

32 タウベルトの子守唄 soloA,A1,A2,P1,P2,P3, 

B1,B2,CB,Gr 

タウベルト いしづかまさと

し 

¥3,240 ♪ 

35 アルキーナ組曲よりメ

ヌエット 

Sp,A,P,B,CB,Gr,Acem,Pc

em 

G.F.ヘンデル いしづかまさと

し 

¥3,240 ♪ 

45 金平糖の踊り A1,A2,P,B,Gr チャイコフスキー 畑中雄大 ¥4,860 ♪♪ 

46 花のワルツ A1,A2,P,B,Gr チャイコフスキー 畑中雄大 ¥5,940 ♪♪♪ 

50 ドンジョバンニのセレナ

ーデ 

(Fl),A1,(A2),P,(B1), 

B2,CB,Gr,Acem1,(Acem

2) 

W.A.モーツァルト 新堀寛己～百

瀬賢午 

¥5,400 ♪♪ 

57 フィガロの結婚より序曲 Fl1,Fl2,A1,A2,P,B, 

CB,Gr,Timp 

W.A.モーツァルト 寺田和之 ¥6,480 ♪♪♪♪ 

58 2 つのチェンバロギター

の為のコンチェルト 

soloAcem,soloPcem,Fl,A

1,A2,P,B,CB,Gr 

F.J.ハイドン 寺田和之 ¥7,560 ♪♪♪ 

59 きらきら星変奏曲 Acem1,Acem2,Pcem,Bce

m 

W.A.モーツァルト 黒田康子 ¥5,400 ♪♪♪♪ 

61 水上の音楽より「アラ・ホ

ーンパイプ 

Fl1,Fl2,A1,A2,A3,P,B,C

B,Gr,Acem,Pcem, 

Syn 

G.F.ヘンデル 西川満志～新

堀寛己 

¥5,400 ♪♪ 

86 仲良しエチュード A1,A2,A3,P1,P2,A.cem,

B,Gr 

N.コスト 新堀寛己 ¥3,240 ♪♪ 



97 アイネ・クライネ・ナハト

ムジーク“メヌエット” 

A1,A2,P,B,CB,Gr W.A.モーツァル

ト 

新堀寛己 ¥4,320 ♪ 

100 ポコ・アレグレット A1,A2,P,Acem,B,CB,Gr F.カルリ 畑中雄大 ¥4,320 ♪♪ 

103 組曲ドリーより 

キティワルツ 

A1,A2,P,B,Gr G.フォーレ 寺田和之 ¥4,320 ♪♪♪ 

105 歌劇「はかなき人生」より 

スペイン舞曲第１番 

A1,A2,P,B,Gr M.デ.ファリャ 寺田和之 ¥6,480 ♪♪♪♪ 

111 バレエ音楽「三角帽子」より 

粉屋の踊り 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Timp M.デ.ファリャ 寺田和之 ¥4,320 ♪♪ 

112 スラヴ舞曲第１番 Picc,Fl,Ob,(C.Cl),Spn,A1

,A2,P,Acem,Pcem,B,CB,

Gr,Timp,Sdr,Trgl 

A.ドヴォルザー

ク 

畑中雄大 ¥16,200 ♪♪♪ 

113 交響曲第９番「新世界よ

り」第２楽章（抜粋） 

soloB,A1,A2,P,B,Gr A.ドヴォルザー

ク 

畑中雄大 ¥4,320 ♪ 

114 「子供の情景」より 

トロイメライ 

A1,A2,P,B,Gr R.シューマン 畑中雄大 ¥3,240 ♪♪ 

115 カヴァレリア・ルスティ

カーナより間奏曲 

A1,A2,P,B,CB,Gr P.マスカーニ 畑中雄大 ¥3,240 ♪♪ 

116 カヴァレリア・ルスティカー

ナより間奏曲（管入り） 

Fl1,Fl2,Ob,A1,A2,P,B,C

B,Gr 

P.マスカーニ 畑中雄大 ¥4,860 ♪♪ 

123 「こどものためのアルバム」 

より“フランス人形” 

A(solo) W.ギロック 畑中雄大 ¥540 ♪ 

124 「こどものためのアルバム」 

より“森の妖精” 

A1,A2（Duet） W.ギロック 畑中雄大 ¥648 ♪♪ 

125 「こどものためのアルバム」 

より“ウィンナーワルツ” 

A1,A2（Duet） W.ギロック 畑中雄大 ¥648 ♪♪ 

126 「こどものためのアルバム」 

より“カプリチエット” 

A1,A2（Duet） W.ギロック 畑中雄大 ¥648 ♪♪ 

127 「こどものためのアルバム」 

より“カーニバルの舞踏会” 

A1,A2（Duet） W.ギロック 畑中雄大 ¥648 ♪♪♪ 

128 「こどものためのアルバム」 

より“舞曲” 

A,P（Duet） W.ギロック 畑中雄大 ¥648 ♪♪ 

129 「こどものためのアルバム」 

より“手品師” 

A,P（Duet） W.ギロック 畑中雄大 ¥648 ♪♪ 

130 「こどものためのアルバム」 

二重奏セット 

 W.ギロック 畑中雄大 ¥3,240  

131 「こどものためのアルバム」 

より“ワルツエチュード” 

A1,A2,P,B,Gr W.ギロック 畑中雄大 ¥4,320 ♪♪♪♪ 

132 「６つの子供の小品」より 

“アレグロノントロッポ” 

A,P,B F.メンデルスゾ

ーン 

畑中雄大 ¥2,700 ♪♪ 

133 「無言歌集第５巻」より 

“春の歌” 

A1,A2,P,B,Gr F.メンデルスゾ

ーン 

畑中雄大 ¥4,320 ♪♪♪♪ 



138 “セヴィーリャ”〈スペイン

組曲〉作品４７第３番 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem, 

Tamb,Cast 

I.アルベニス 畑中雄大 ¥5,400 ♪♪♪♪ 

147 シシリエンヌ P1,P2,Gr G.フォーレ 畑中雄大 ¥2,160 ♪♪ 

148 天国と地獄 A,P オッフェンバック 畑中雄大 ¥1,296 ♪ 

149 スカボローフェアー A,P,B イギリス民謡 畑中雄大 ¥1,620 ♪♪ 

150 歌劇<ジャンニ・スキッキ>よ

り“ああ愛しいお父様” 

P1,P2,Gr G.プッチーニ 畑中雄大 ¥1,620 ♪♪ 

156 間奏曲第１番 A1,A2,P,B,Gr M.ポンセ 畑中雄大 ¥3,240 ♪♪♪ 

 永遠なる愛 A,P,B W.A.モーツァルト 新堀～寺田 ￥2,160 ♪ 

 ラブリーエチュード A,P,B Ｎ.コスト 寺田和之 ￥2,160 ♪ 

 愛の挨拶 A,P,B E.エルガー 寺田和之 ￥3,240 ♪♪ 

 お前が欲しい A,P,B E.サティ 畑中雄大 ￥3,240 ♪♪ 

 ワルツ 19番《遺作》 女四 F.ショパン 畑中雄大 ￥3,240 ♪♪ 

 ノクターン 20番《遺作》 女四 F.ショパン 畑中雄大 ￥3,240 ♪♪♪♪ 

 スペイン舞曲より「アン

ダルーサ」 

A.cem 入り合奏 E.グラナドス 畑中雄大 ￥4,320 ♪♪♪♪ 

 仲良しエチュード 男六 N.コスト 新堀～DANROK ￥3,240 ♪ 

 ハンガリア舞曲第１番 男六 J.ブラームス 畑中雄大 ￥5,400 ♪♪♪♪ 

 組曲《道化師》より 

ギャロップ 

男六 カバレフスキー 畑中雄大 ￥5,400 ♪♪♪♪ 

 劇付随音楽《真夏の夜の

夢》より“結婚行進曲” 

P.cem 入り合奏 F.メンデルスゾ

ーン 

畑中雄大 ￥6,480 ♪♪♪ 

 ハンガリア舞曲第５番 A1,A2,P,B,Gr J.ブラームス 畑中雄大 ￥4,320 ♪♪♪♪ 

 ニ長調のコンチェルト

(全楽章) 

SoloG.A1,A2,P,B,CB,Gr,

Acem 

ヴィヴァルディ 新堀寛己 ￥9,720 ♪♪♪♪ 

 

 

邦楽ポピュラー 

 曲名 編成 作曲 編曲 価格(税込) 難易度 

6 上を向いて歩こう Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr 中村八大 渡辺香津美 

～DANROK 

¥3,240 ♪♪ 

33 早春賦 A,P,B,Gr 中田章 いしづかまさと

し 

¥3,240 ♪ 

34 ふるさと A1,A2,P,B,(CB),Gr 岡野貞一 いしづかまさと

し 

¥3,240 ♪ 

64 狩保ぬくいちゃ A1,A2,P,B,CB,Gr 松下耕 熊谷達也 ¥4,320 ♪♪ 

72 さくらさくら A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem,

Pcem 

日本古謡 早川正昭～NE ¥3,240 ♪♪ 

73 花 soloA1,soloA2,,A1,A2,P,

B,CB,Gr,Acem,Pcem 

滝廉太郎 早川正昭～NE ¥4,104 ♪ 



75 やさしさに包まれたなら A1,A2,P,B 荒井由実 畑中雄大 ¥3,240 ♪ 

76 ひこうき雲 A1,A2,P,B,Gr 荒井由実 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪ 

77 ルージュの伝言 A1,A2,P,B,Gr 荒井由実 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪ 

78 I LOVE YOU A1,A2,P,B,Gr 尾崎豊 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪ 

80 ありがとう（いきものがか

り） 

A1,A2,P,B,Gr 水野良樹 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪♪ 

82 手紙 A1,A2,P,B,CB,Gr アンジェラ・アキ 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪ 

83 ラブストーリーは突然に A1,A2,P,B,CB,Gr 小田和正 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪♪ 

84 ヘビーローテーション 

（ＡＫＢ４８） 

Vo,A1,A2,P,P.cem(FG)B,

Gr,(CB)(EB),Tamb 

山崎耀 畑中雄大 ¥4,860 ♪♪ 

85 君が代 A1,A2,P,B,CB,Gr 日本国歌  ¥2,160 ♪ 

94 TSUNAMI A1,A2,P,B,CB,Gr 桑田佳祐 畑中雄大 ¥3,240 ♪ 

108 花は咲く A1,A2,P,B,Gr 菅野よう子 寺田和之 ¥3,240 ♪♪ 

109 情熱大陸 A1,A2,P,B,CB,Gr 葉加瀬太郎 寺田和之 ¥5,400 ♪♪ 

110 波乗りジョニー A1,A2,P,B,Gr,Dr 桑田佳祐 寺田和之 ¥3,240 ♪♪ 

142 「クロノトリガー」より A1,A2,P,B,Gr 光田康典 畑中雄大 ¥4,860 ♪♪♪ 

143 古賀政男メドレー A1,A2,P,B,Gr 古賀政男 畑中雄大 ¥5,400 ♪♪♪ 

158 いとしのエリー A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem,

Pcem,Per 

桑田佳祐 畑中雄大 ¥4,320 ♪♪ 

159 希望の轍 A1,A2,P,B,CB,Gr,Pcem,

Per 

桑田佳祐 畑中雄大 ¥4,320 ♪♪♪ 

160 Love So Sweet（嵐） A1,A2,P,B,CB,Gr Youth case 畑中雄大 ¥4,320 ♪♪♪ 

161 ガーネット A1,A2,P,B,CB,Gr 奥華子 畑中雄大 ¥3,240 ♪♪♪ 

174 千本桜 A1,A2,P,B,CB,Gr,P.cem 黒うさ P 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪♪ 

162 Story(AI) A1,A2,P,B,CB,Gr 2SOUL 畑中雄大 ¥3,240 ♪♪♪ 

165 お嫁においで A1,A2,P,B,CB,Gr,(Fl),(Uk) 弾厚作 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪ 

 太陽がくれた季節 P1,P2,B,Gr いずみたく 畑中雄大 ￥3,240 ♪♪ 

 さくらさくら A,Ｐ 日本古謡 畑中雄大 ￥1,080 ♪♪♪ 

 卒業写真 A1,A2,P,B,CB,Gr 荒井由実 畑中雄大 ￥3,240 ♪♪ 

       

 

洋楽ポピュラー 

 曲名 編成 作曲 編曲 価格(税込) 難易度 

4 Fly Me To The Moon Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr B.ハワード 畑中雄大 ¥10,800 ♪♪♪ 

12 ハワイアンウェディングソ

ング 

Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr Charles.e.KING 畑中雄大 ¥3,240 ♪ 

16 旅愁 A1,A2,P,B,Gr オードウェイ 菊地俊一 

～新堀きよみ 

¥3,240 ♪ 

18 マリヒニ・メレ A1,A2,P,B,CB,Gr,Uk,Gl A.アンダーソン 島津千賀子 ¥1,0800 ♪ 



19 エンターテイナー A1,A2,P,B,CB,Gr S.ジョップリン 島津千賀子 ¥3,240 ♪ 

36 グリーンスリーブス Fl(A.Rec),A,P,B,CB, 

Gr 

スコットランド

民謡 

橋本道範   ～ 

いしづかまさと

し 

¥4,320 ♪ 

37 春の日の花と輝く A1,A2,P,B,CB,Gr アイルランド民

謡 

ジ ュ リ ア ー ニ  

～いしづかまさ

とし 

¥3,240 ♪ 

53 黒い瞳 Fl1,Fl2,Spn,A1,A2,P,B,C

B,Gr,Ac,Gl,Per 

ロシア民謡 田口尋夢 ¥7,560 ♪♪♪♪ 

62 茶色の小瓶 A1,A2,P,B,CB,Gr,KBG,K

oca,Uk,Sha,Per 

J.E.ウィナー 小山清 ¥4,320 ♪♪ 

63 アカカの滝～タフワフワイ AE,A1,A2,P,B,CB,Gr,Uk H.パーカー 島津千賀子 ¥10,800 ♪ 

65 おもちゃの兵隊の行進 A.cem,P.cem L.イェッセル 相原隆太郎 ¥3,004 ♪♪ 

66 サンドペーパーバレエ Fl,A1,A2,P,B,CB,GrAce

m,Uk,Gl,Per1,Per2 

L.アンダーソン 佐藤ますみ ¥12,960 ♪♪ 

67 踊る子猫 Fl,A1,A2,P,B,CB,GrAce

m,Uk,Gl,Per1,Per2 

L.アンダーソン 佐藤ますみ ¥12,960 ♪♪ 

79 君の瞳に恋してる A1,A2,P,B,Gr CREWE BOB 

& GAUDIO BOB 

畑中雄大 ¥10,800 ♪ 

98 シェリーに口づけ A1,A2,P,Acem,B,CB,Gr M.ポルナレフ 渋谷奈保実 ¥3,240 ♪ 

99 リベルタンゴ P1,P2,P3,Gr 

(EG1,EG2,EG3,EB) 

A.ピアソラ  ¥2,700 ♪♪ 

104 シンコペイテッドクロック A1,A2,P,B,Gr,Per L.アンダーソン 寺田和之 ¥10,800 ♪♪ 

107 めぐり逢い A1,A2,P,B,Gr A.ギャニオン 寺田和之 ¥4,320 ♪ 

157 スパニッシュ・コーヒー A1,A2,P,Acem,B,CB,Gr,

Tamb 

F.ミルズ ＮＥ ¥3,240 ♪♪ 

166 大きな古時計 A1,A2,P,B,CB,Gr,(Fl),(Uk) H.C.ワーク 畑中雄大 ¥3,780 ♪ 

167 この素晴らしき世界 A1,A2,P,B,CB,Gr G.ダグラス 畑中雄大 ¥6,480 ♪♪ 

 赤鼻のトナカイ 合奏＋Melodica,(2Fl.)(Uk) J.マークス 畑中雄大 ￥4,320 ♪ 

 We Are Never Ever 

Getting Back Together 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Pcem Taylor 

Swift/Max 

Martin 

畑中雄大 ¥4,320 ♪♪ 

 

テレビ・映画音楽 

 曲名 編成 作曲 編曲 価格(税込) 難易度 

9 Part of your World A1,A2,P,B,Gr A.メンケン 百瀬賢午 ¥21,600 ♪♪ 

56 Summer A1,A2,P,B,Gr 久石譲 寺田和之 ¥3,240 ♪♪ 

74 世界の約束～人生のメリ

ーゴーランド 

AE,Sp,A,P,Acem,B, 

Gr 

木村弓 

久石譲 

新堀奈夕 ¥4,320 ♪♪♪ 



81 「巨人の星」 

～ ゆけゆけ飛雄馬 

(Picc),(Ob),(Trp),Sp,A1,A

2,P,B,Gr 擬音 

渡辺岳夫 畑中雄大 ¥4,860 ♪ 

87 あまちゃん オープニング A1,A2,P,B,CB,Gr 大友良英 畑中雄大 ¥3,240 ♪♪ 

88 半澤直樹 挿入曲 Ob.A1,A2,P,Acem,B,Gr,

Tamtam 

服部隆之 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪♪ 

91 いつか王子様が JAZZ アレン

ジ（映画「白雪姫」より） 

A1,A2,P,B,CB,Gr Ｆ．チャーチル 畑中雄大 ¥5,400 ♪♪♪♪ 

92 風の谷のナウシカ 

Jazzアレンジ 

A1,A2,P,B,CB,Gr 久石譲 畑中雄大 ¥5,400 ♪♪♪ 

93 残酷な天使のテーゼ A1,A2,P,P.cem,B,CB,Gr 佐藤英敏 畑中雄大 ¥4,320 ♪♪ 

106 ニューシネマパラダイス A1,A2,P,B,Gr E.モリコーネ 寺田和之 ¥4,320 ♪♪♪ 

134 君をのせて ～映画「天空

の城ラピュタ」より 

A1,A2,P,B,A.cem,P.cem,

CB,Gr 

久石譲 畑中雄大 ¥4,320 ♪♪ 

135 海の見える街 ～映画「魔

女の宅急便」より 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Tamb 久石譲 畑中雄大 ¥3,240 ♪♪ 

136 人生のメリーゴーランド～

映画「ハウルの動く城」より 

A1,A2,P,B,A.cem,CB,Gr, 

Per(Tamb,Glock) 

久石譲 畑中雄大 ¥4,860 ♪♪♪ 

137 崖の上のポニョ～映画「崖

の上のポニョ」より 

A1,A2,P,B,CB,Gr 久石譲 畑中雄大 ¥3,240 ♪ 

139 タッチ 

「タッチ」主題歌 

A1,A2,P,B,CB,Gr,EG,Dr 芹沢広明 畑中雄大 ¥3,240 ♪ 

140 ラムのラブソング 

「うる星やつら」主題歌 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem, 

Per 

小林泉美 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪♪♪ 

168 映画海の上のピアニスト

～“愛を奏でて” 

SoloP,A1,A2,P,B,CB,Gr E.モリコーネ 畑中雄大 ¥5,400 ♪♪ 

169 ラベンダーの咲く庭で A1,A2,P,B,Gr N.ヘス 畑中雄大 ¥5,400 ♪♪♪ 

170 シェルブールの雨傘 A1,A2,P,B,Gr M.ルグラン 畑中雄大 ¥5,400 ♪♪♪♪ 

171 映画千と千尋の神隠し～ 

“One Summer`s Day” 

A1,A2,P,B,CB,Gr 久石譲 畑中雄大 ¥4,320 ♪♪♪ 

172 となりのトトロ A1,A2,P,B,CB,Gr,Per 久石譲 畑中雄大 ¥3,240 ♪ 

173 アルプスの少女ハイジ～ 

“おしえて” 

A1,A2,(A3),P1,(P2),B, 

CB,Gr 

渡辺岳夫 畑中雄大 ¥5,400 ♪♪ 

 ルパン三世のテーマ A1,A2,A3,P,B,Gr 大野雄二 畑中雄大 ￥4,320 ♪♪♪ 

 となりのトトロ A,B 久石譲 畑中雄大 ￥1,080 ♪♪ 

 となりのトトロ （AP 初心者パート付き） 

A.cem,S.dr 入りギター合奏 

久石譲 畑中雄大 ￥4,320 ♪ 

 雨に唄えば 女四 N.H.ブラウン 畑中雄大 ￥5,400 ♪♪♪ 

 太陽がいっぱい A,P,B N.ロータ 畑中雄大 ￥5,400 ♪♪♪ 

 ロマンティックあげるよ Sp.A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem いけたけし 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪♪ 

 前前前世 Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr 野田洋次郎 堺大夢 ¥3,780 ♪♪♪ 

 微笑みの爆弾 A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem, 馬渡松子 畑中雄大 ¥3,780 ♪♪♪ 



P.cem,(Caj) 

 

オリジナル 

 曲名 編成 作曲 編曲 価格(税込) 難易度 

1 マーチ「鮎」 A1,A2,P,B,CB,Gr 畑中雄大  ¥3,240 ♪♪ 

2 アヒルの島のラグタイム A1,A2,P,B,CB,Gr 畑中雄大  ¥3,240 ♪♪ 

5 みちのく A1,A2,P,B,Gr 畑中雄大  ¥3,240 ♪♪ 

7 窓を開けば Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr 田口尋夢  ¥3,240 ♪♪ 

8 黒猫のロンド Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr 田口尋夢  ¥4,320 ♪♪♪♪ 

14 ストロベリーラグ A1,A2,P,B,Gr 畑中雄大  ¥4,320 ♪♪♪♪ 

15 ギターオーケストラの為

の基礎トレーニング 

A1,A2,P,B,CB,Gr 畑中雄大  ¥6,480 ♪ 

17 Rock of Beethoven Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr 畑中雄大  ¥5,400 ♪♪♪♪ 

20 キャンディーワルツ A1,A2,P,B,Gr 畑中雄大  ¥3,780 ♪♪♪ 

21 追い羽根 A1,A2,P1,P2,B,CB, 

Gr,Acem,Pcem,Per 

有馬礼子  ¥4,320 ♪♪ 

22 神々の火祭り A1,A2,P1,P2,P3,B,CB,G

r,Acem1,Acem2, 

Per 

有馬礼子  ¥5,400 ♪♪ 

23 笛吹きの踊り Rec(Fl),A.solo,A1,A2,P1,

P2,B,CB,Gr,Acem,Pcem,

Per 

有馬礼子  ¥5,400 ♪♪ 

24 お花祭り Fl(Rec),A1,A2,P1,P2,P3,

B,CB,Gr,Acem, 

Pcem,Per 

有馬礼子  ¥5,400 ♪♪ 

25 夕暮れの詩 Sp,A1,A2,P1,P2,B,CB, 

Gr,Acem,Pcem 

有馬礼子  ¥5,400 ♪♪ 

26 流木の旅 A1,A2,A3,P1,P2,P3,B,C

B,Gr,Acem1,Acem2,Pce

m,Per 

有馬礼子  ¥5,400 ♪♪ 

27 メリーゴーランドの猫た

ち 

A1,A2,P1,P2,B,CB,Gr, 

Acem,Pcem 

有馬礼子  ¥4,860 ♪♪ 

28 Let’s Fl,soloEG,A1,A2,P,B,CB,Gr

,Tamb 

いしづかまさとし  ¥3,240 ♪ 

29 まんまるお月さん Vo,A,P,FG,B,CB,Gr いしづかまさとし  ¥2,700 ♪ 

30 シベリア鉄道 Fl,KBG,soloA,A,P1,P2,B

,CB,Gr,Tamb 

いしづかまさとし  ¥3,240 ♪ 

31 この歌を聞いて下さい Vo,A,P,FG,B,CB,Gr いしづかまさとし  ¥2,700 ♪ 

38 ソナタみちのく soloP 畑中雄大  ¥1,080 ♪♪♪ 



39 ギターコンチェルトみちの

く 

soloP,Fl,Picc,A1,A2,P,B,

CB,Gr,Acem,Timp 

畑中雄大  ¥5,264 ♪♪♪ 

40 パルティションオラージ

ュ 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem,

Timp 

畑中雄大  ¥5,400 ♪♪♪ 

41 クレープの誘惑 (Fl1,Fl2),A1,A2,P,B,Gr 畑中雄大  ¥4,320 ♪♪♪ 

42 水と松の情景 (Fl1,Fl2,)A1,A2,A3,P1, 

P2,B,CB,Gr,Per 

畑中雄大  ¥8,640 ♪♪♪ 

43 広瀬川 A,P 畑中雄大  ¥2,808 ♪♪♪♪ 

44 ブルーライトラプソディ soloPcem,Fl1,Fl2,A1,A2,P,B

,CB,Gr,Dr 

畑中雄大 新堀寛己 ¥5,400 ♪♪♪ 

47 絆～明日へ (Fl),Sp,A1,A2,A3,P,B,CB,Gr

,Acem,Pcem,Bell 

百瀬賢午  ¥7,560 ♪♪♪ 

48 パストラル～そら・くも・

かぜ～ 

A1,A2,P,B,CB,Gr, 

Acem,Pcem 

百瀬賢午  ¥6,480 ♪♪♪ 

49 Gold Rush Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr 百瀬賢午 田口尋夢 ¥5,400 ♪♪♪♪ 

51 女郎花 Solo11StringsGuitar 田口尋夢  ¥1,080 ♪♪♪♪ 

52 女郎花 Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr 田口尋夢  ¥5,400 ♪♪ 

54 Out Break Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr 伊原鉄朗  ¥4,320 ♪♪♪ 

55 新堀寛己の「小さなダン

ス」の主題による変奏曲 

A1,A2,P,B,CB,Gr 大宮哲  ¥3,240 

 

♪ 

60 美郷のしらべ Sp,A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem1

,Acem2,Per 

杉原俊範  ¥4,860 ♪♪ 

68 バロック風「玩具のマー

チ」 

soloSpn,soloSp,soloA1,so

loA2,A1,A2,P,B,CB,Gr, 

Acem,Pcem 

早川正昭 NE ¥6,480 ♪♪♪ 

69 バロック風「ロンデリーの

歌」 

soloA,soloB,A1,A2,P,B,C

B,Gr,Acem,Pcem 

早川正昭 NE  

各¥4,320 

(１～３楽章セ

ット￥10,000) 

♪♪♪ 

70 バロック風「ロンドン橋」 soloA,A1,A2,P,B,CB,Gr,Ace

m,Pcem 

♪♪♪ 

71 バロック風「植生の宿」 soloA1,soloA2,A1,A2,P,B

,CB,Gr, 

Acem,Pcem 

♪♪♪ 

89 マーチ「鈴虫」 A1,A2,P,B,CB,Gr 畑中雄大  ¥3,240 ♪♪ 

90 マジカル☆プレリュード A1,A2,P,B,CB,Gr 畑中雄大  ¥3,240 ♪♪ 

95 ３つの日本の風景第二楽章 A1,A2,P,Acem,B,CB,Gr,樽 早川正昭  ¥3,780 ♪♪ 

96 ３つの日本の風景第三楽章 A1,A2,P,Acem,B,CB,Gr,樽 早川正昭  ¥3,780 ♪♪ 

101 セクシービーム Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr 畑中雄大  ¥5,400 ♪♪♪ 

102 ギター協奏曲ニ短調 

（全三楽章） 

SoloP,Fl1,Fl2,Ob,B♭Cl, 

A1,A2,P,B,CB,Gr,DB, 

Timp,Per1,Per2 

畑中雄大  ¥23,760 ♪♪♪♪ 

120 NRMバレンシア（バロック A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem, 新堀寛己 畑中雄大 ¥4,860 ♪♪♪ 



アレンジ） Pcem 

121 NRMバレンシア（スラヴア

レンジ） 

A1,A2,P,B,CB,Gr 新堀寛己 畑中雄大 ¥4,860 ♪♪♪ 

122 NRMバレンシア A,,P1,P2,P3,B1,B2,CB, 

Gr,Glock,Met.fo 

新堀寛己  ¥3,240 ♪ 

141 メタルヴィヴァルディ Sp,P1,P2,Pcem,B,Gr 畑中雄大  ¥4,536 ♪♪♪ 

144 バロック風“夏” 

Ⅰ我は海の子,Ⅱ雨,Ⅲ海 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem,

Bcem 

早川正昭 NE  

 

各¥10,800 

 

（楽章単品

¥4,320） 

♪♪♪ 

145 バロック風“秋” 

Ⅰ秋,Ⅱ荒城の月,Ⅲ虫の声 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem,

Pcem 

♪♪♪ 

145 バロック風“冬” 

Ⅰ雪,Ⅱペチカ,Ⅲ春よこい 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem,

Pcem 

♪♪ 

145 バロック風“春” 

Ⅰ春,Ⅱさくら,Ⅲ春が来た 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem,

Pcem 

♪♪♪♪ 

146 バロック風“こどものうた” 

Ⅰしゃぼん玉,Ⅱ通りゃん

せ,Ⅲこいのぼり 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem,

Pcem 

畑中雄大  ¥8,640 ♪♪♪♪ 

151 メモリーズ・オーバーチュア A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem, 畑中雄大  ¥3,240 ♪♪ 

152 晴れた日のお散歩 A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem, 有馬礼子  ¥3,240 ♪♪ 

153 鳥の歌（ギターのみ版） A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem,

Pcem 

百瀬賢午  ¥5,400 ♪♪♪♪ 

154 花宴（ギターのみ版） A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem,

Pcem 

百瀬賢午  ¥5,400 ♪♪♪ 

155 序曲「ポンテ・フェリーチェ」 

（ギターのみ版） 

A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem, 畑中雄大  ¥5,400 ♪♪♪♪ 

154 翼 Fl,Spn,A1,A2,P,B,CB,Gr,

Acem,Pcem 

百瀬賢午  ¥7,560 ♪♪♪♪ 

163 雨～水と光のファンタジア

（ギターのみ版） 

A1,A2,P,B,CB,Gr 百瀬賢午  ¥5,400 ♪♪♪♪ 

164 Rock of Beethoven 

（合奏版） 

A1,A2,P,B,CB,Gr 畑中雄大  ¥5,400 ♪♪♪♪ 

 メタルヴィヴァルディ

（合奏版） 

P.cem入り合奏 畑中雄大  ¥4,536 ♪♪♪ 

 海の上の白鳥 合奏 畑中雄大  ¥5,400 ♪♪♪ 

 バスギター四重奏の為の

「大地の歌」 

B1,B2,B3,B4 畑中雄大  ¥3,240 ♪♪♪ 

 夜空の飛行船 チェンバロアンサンブル 

( 3 A.cem, P. cem 

B.cem,CB.) 

畑中雄大  ￥5,400 ♪♪♪♪ 

 夜空の飛行船 女四 畑中雄大  ￥4,320 ♪♪♪ 

 天平の風 P.cem,Per入り合奏 いしづかまさとし  ￥5,400 ♪♪ 

 星の朱雀 合奏 畑中雄大  ￥6,480 ♪♪♪♪ 



 田舎節のインブロ－リョ Fl1,Fl2,A1,A2,A3,P1, 

P2,B,CB,Gr,Glock,Per 

畑中雄大  ￥6,480 ♪♪♪ 

 ブライトモーニング Fl,A1,A2,P,Sp,B,Cb,Gr, 

Acc,Synth,4pers 

新堀寛己  ￥5,400 ♪♪ 

 カワウソを夢見る内気な

ミノムシへの讃歌 

合奏 畑中雄大  ￥3,240 ♪♪ 

 正装をした外交的な羊た

ちの婚礼祭 

合奏 畑中雄大  ￥3,240 ♪♪ 

 バロック風諸人こぞりて A.P.cem入り合奏 早川正昭 ＮＥ ￥3,240 ♪♪♪ 

 茶摘み A.cem入り合奏 有馬礼子  ￥3,240 ♪♪ 

 子猫のポルカ A1,A2,P,B,CB,Gr 畑中雄大  ￥3,240 ♪♪ 

 秋のひとりぼっち A1,A2,P,B,CB,Gr,Acem 有馬礼子  ￥3,240 ♪♪ 

 花笠音頭（合奏） Sp,A1,A2,P,B,CB,Gr,Ace

m,P,cem 

畑中雄大  ￥6,480 ♪♪♪♪ 

 劇伴風序曲政宗(管打無

し) 

A1,A2,P,B,CB,Gr,P,cem 畑中雄大  ￥5,400 ♪♪♪ 

 バロック風フニクリフニ

クラ 

Spn,A1,A2,P,B,CB,Gr,Ac

em,P,cem,Tamb 

早川正昭 NE ￥3,240 ♪♪♪♪ 

       

       

       

※ディズニー楽曲等、一部の外国作品は、定められた使用料に伴い高額となっておりますが、何卒ご了承ください。 

※楽譜の価格は変更となる場合がございます。 

※プライムギターのみの編成となる場合、変更可能であればこちらで編曲いたしますのでご相談ください。 

 

お問い合わせ：新堀グループ通信販売 

神奈川県藤沢市藤沢 143-14 

TEL：0466-29-6166 FAX：0466-29-6168 

Email：webshop@niiboriguitar.com 

 

最新の楽譜は新堀ウェブショップにてご確認いただけます。 http://shop.niiboriguitar.com 

 


