新刊 注文表

2017.8

吹奏楽譜

注文数

アンサンブル楽譜〔アンサンブルコンテスト セレクション2017〕
劇音楽「アブデラザール」組曲より
〔フレックス3（4）重奏〕

彼こそが海賊

WSL-17-020

Another Day of Sun

WSL-17-022

大江戸チャルダーシュ〔フレックス5重奏〕

ECF-0030

ラジオ体操の歌

WSL-17-023

さくらの主題によるラプソディ〔フレックス5重奏〕

ECF-0031

ジャイアント キリング〔フレックス8重奏〕

ECF-0032

アンサンブル楽譜

ECF-0029

ホール・ニュー・ワールド〔Sax.4重奏〕

WSEW-17-016

from "Mikrokosmos"〔フレックス7重奏〕

ECF-0033

星に願いを〔Sax.4重奏〕

WSEW-17-017

シンプル・エチューズ〔フレックス7（8）重奏〕

ECF-0034

カルメン・セレクション〔フレックス8重奏〕

ECF-0035

合唱楽譜
秋の童謡唱歌メドレー〔混声３部合唱〕

EMG3-0031

春なれば......〔Fl.3重奏〕

ECW-0059

秋の童謡唱歌メドレー〔女声３部合唱〕

EMF3-0016

緋色の桜〔Fl.3重奏〕

ECW-0060

SERENADE for Three Flutes
I. Pezzo in Forma di sonatina〔Fl.3重奏〕

ECW-0061

紬〔Fl.4重奏〕

ECW-0062

SERENADE for Trio
I. Pezzo in Forma di sonatina〔木管3重奏〕

ECW-0070

PALSE〔木管5重奏〕

ECW-0071

3枚のはがき〔Cl.3重奏〕

ECW-0063

器楽合奏楽譜〔小学生〕
ラデツキー行進曲〔コンサート器楽〕

EKC-0038

合唱オンデマンド商品について

同一のコーラスピース楽譜をCDなしでご購入できます。なお、5冊からご注文
が可能です。詳細はエレヴァートミュージックWEBサイトをご覧ください。
〈価格〉1,000円＋税（CD付）→ 450円＋税（CDなし）、1,200円＋税（CD付）→ 700円＋税（CDなし）
1,500円＋税（CD付）→ 800円＋税（CDなし）
●ご注文から最短1～3日、最長2週間程度で発送いたします。
●大口のご注文の場合は、通常より納期
がかかる場合がございます。

株式会社ウィンズスコア

http://www.winds-score.com

エレヴァートミュージック
http://elevato-music.com

エレヴァートミュージックエンターテイメントはウィンズスコアが展開する
「合唱楽譜・器楽系
楽譜」
を中心とした専門レーベルです。

TEL. 0120-713-771

FAX.03-6809-0594

[東京本社] 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町2-13 メッツ代官山3F

魔法淑女 － 歌劇「魔笛」
によるパラフレーズより I
〔Cl.3重奏〕

注文数

8

新刊 のご案内
ウィンズスコア

2017.
＜吹奏楽・アンサンブル＞

エレヴァートミュージック

【小学生】

＜合唱・器楽合奏＞

吹奏楽譜
彼こそが海賊

発売日：2017年7月21日 商品番号：WSL-17-020
編曲：宮川成治 難易度：C 価格：4,657円＋税
JAN4580094461926

参考音源付

発売日：2017年7月21日 商品番号：WSL-17-022
編曲：辻 峰拓 難易度：C 価格：4,657円＋税
JAN4580094461933

参考音源付

発売日：2017年7月28日 商品番号：WSL-17-023
編曲：辻 峰拓 難易度：B 価格：3,000円＋税
JAN4580094461957

参考音源付

ホール・ニュー・ワールド〔Sax.4重奏〕

発売日：2017年8月18日 商品番号：WSEW-17-016
編曲：西條太貴 難易度：B 価格：3,705円＋税
JAN4580094461896 ISBN978-4-8152-0032-9

参考音源付

星に願いを〔Sax.4重奏〕

発売日：2017年8月18日 商品番号：WSEW-17-017
編曲：辻 峰拓 難易度：B 価格：3,705円＋税
JAN4580094461902 ISBN978-4-8152-0033-6

参考音源付

発売日：2017年8月4日 商品番号：EMG3-0031
編曲：西村 翼 難易度：B 価格：1,500円＋税
JAN4580094481108 ISBN978-4-86619-870-5

パート別
練習音源付

発売日：2017年8月4日 商品番号：EMF3-0016
編曲：西村 翼 難易度：D 価格：1,500円＋税
JAN4580094481122 ISBN978-4-86619-871-2

パート別
練習音源付

ディズニー映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」
のあの人気曲が吹奏楽譜に！

Another Day of Sun
大ヒット映画「ラ・ラ・ランド」
オープニング曲

ラジオ体操の歌
「新しい朝が来た」
でおなじみのあの楽曲が吹奏楽譜に！

ECW-0064

七の王国〔Cl.4重奏〕

ECW-0065

花蝶〔Cl.5重奏〕

ECW-0066

2つの海のスケッチ〔Sax.3重奏〕

ECW-0067

《スノー・ウィンド》
サックス4重奏のための
〔Sax.4重奏〕

ECW-0068

Manége du Fantage〔Sax.5重奏〕

ECW-0069

2つの
「まつり」
〔バリ・チューバ4重奏〕

ECB-0019

黄金のリチュアル〔金管5重奏〕

ECB-0020

11のコラール前奏曲より〔金管6重奏〕

ECB-0021

水の宮殿〔金管8重奏〕

ECB-0022

歌劇「ポーギーとベス」
ファンタジー
for Brass Octet〔金管8重奏〕

ECB-0023

いがぐりとまつぼっくり〔打楽器3重奏〕

ECP-0028

Variazione di Diavolo〔打楽器4重奏〕

ECP-0029

アンサンブル楽譜
アカデミー賞にも輝いた、
ディズニーソングの名曲！

ディズニー映画「ピノキオ」
の主題歌がサックスアンサンブルで登場！

合唱楽譜
秋の童謡唱歌メドレー〔混声３部合唱〕
〈使用曲〉故郷の空～虫のこえ～里の秋～赤とんぼ～紅葉（もみじ）

秋の童謡唱歌メドレー〔女声３部合唱〕
〈使用曲〉旅愁（りょしゅう）～故郷の空～夕焼け小焼け

●同一のコーラスピース楽譜をCDなしで多数ご希望の方は合唱オンデマンド商品をご利用ください。詳細はエレヴァートミュージックWEBサイトをご覧ください。

器楽合奏楽譜〔小学生〕
ラデツキー行進曲〔コンサート器楽〕
クラシックコンサートでもおなじみの華やかな行進曲！

発売日：2017年8月18日 商品番号：EKC-0038
編曲：原田大雪 難易度：★★ 価格：3,600円＋税
JAN4580094461919 ISBN978-4-8152-0034-3

●発売情報は、予告なく変更になる場合があります。●本カタログに掲載の商品価格はすべて税抜表示です。

パート別
練習音源付

コンテスト向けのアンサンブル楽譜〔アンサンブルコンテスト セレクション2017〕
フレックスアンサンブル

劇音楽「アブデラザール」組曲より〔フレックス3（4）重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECF-0029
作曲：Henry Purcell 編曲：高橋宏樹
難易度：A 価格：4,500円＋税
JAN4580094461629 ISBN978-4-8152-0005-3

大江戸チャルダーシュ〔フレックス5重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECF-0030
作曲：櫛田胅之扶 難易度：B 価格：4,500円＋税
JAN4580094461636 ISBN978-4-8152-0006-0

さくらの主題によるラプソディ〔フレックス5重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECF-0031
作曲：坂井貴祐 難易度：B 価格：4,500円＋税
JAN4580094461643 ISBN978-4-8152-0007-7

ジャイアント キリング〔フレックス8重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECF-0032
作曲：宮川成治 難易度：B 価格：4,500円＋税
JAN4580094461650 ISBN978-4-8152-0008-4

from “Mikrokosmos”〔フレックス7重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECF-0033
作曲：Béla Bartók 編曲：三浦秀秋
難易度：B 価格：4,500円＋税
JAN4580094461667 ISBN978-4-8152-0009-1

シンプル・エチューズ〔フレックス7（8）重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECF-0034
作曲：高橋宏樹 難易度：A 価格：4,500円＋税
JAN4580094461674 ISBN978-4-8152-0010-7

カルメン・セレクション〔フレックス8重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECF-0035
作曲：George Bizet 編曲：福田洋介
難易度：B 価格：4,500円＋税
JAN4580094461681 ISBN978-4-8152-0011-4

フルートアンサンブル

クラリネットアンサンブル

3枚のはがき〔Cl.3重奏〕

発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0063
作曲：福田洋介 難易度：A 価格：4,500円＋税
JAN4580094461735 ISBN978-4-8152-0016-9

魔法淑女 − 歌劇「魔笛」
によるパラフレーズより I〔Cl.3重奏〕

発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0064
作曲：辻 峰拓 難易度：D 価格：4,500円＋税
JAN4580094461742 ISBN978-4-8152-0017-6

七の王国〔Cl.4重奏〕

発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0065
作曲：本田拓滉 難易度：B 価格：4,500円＋税
JAN4580094461759 ISBN978-4-8152-0018-3

花蝶〔Cl.5重奏〕

発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0066
作曲：島田尚美 難易度：D 価格：4,500円＋税
JAN4580094461766 ISBN978-4-8152-0019-0

サックスアンサンブル

2つの海のスケッチ〔Sax.3重奏〕
《スノー・ウィンド》サックス4重奏のための〔Sax.4重奏〕
Manége du Fantage〔Sax.5重奏〕

発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0067
作曲：今村愛紀 難易度：A 価格：4,500円＋税
JAN4580094461773 ISBN978-4-8152-0020-6
発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0068
作曲：鹿野草平 難易度：D 価格：4,500円＋税
JAN4580094461780 ISBN978-4-8152-0021-3
発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0069
作曲：郷間幹男 難易度：C 価格：4,500円＋税
JAN4580094461797 ISBN978-4-8152-0022-0

金管アンサンブル

春なれば......〔Fl.3重奏〕

発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0059
作曲：櫛田胅之扶 難易度：A 価格：4,500円＋税
JAN4580094461698 ISBN978-4-8152-0012-1

2つの
「まつり」
〔バリ・チューバ4重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECB-0019
作曲：今村愛紀 難易度：B 価格：4,500円＋税
JAN4580094461827 ISBN978-4-8152-0025-1

緋色の桜〔Fl.3重奏〕

発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0060
作曲：鈴木歌穂 難易度：C 価格：4,500円＋税
JAN4580094461704 ISBN978-4-8152-0013-8

黄金のリチュアル〔金管5重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECB-0020
作曲：江原大介 難易度：B 価格：4,500円＋税
JAN4580094461834 ISBN978-4-8152-0026-8

SERENADE for Three Flutes
I. Pezzo in Forma di sonatina〔Fl.3重奏〕

発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0061
作曲：Peter Ilyich Tchaikovsky 編曲：阿部昌子
難易度：A 価格：4,500円＋税
JAN4580094461711 ISBN978-4-8152-0014-5

11のコラール前奏曲より〔金管6重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECB-0021
作曲：Johannes Brahms 編曲：西條太貴
難易度：A 価格：4,500円＋税
JAN4580094461841 ISBN978-4-8152-0027-5

紬〔Fl.4重奏〕

発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0062
作曲：島田尚美 難易度：D 価格：4,500円＋税
JAN4580094461728 ISBN978-4-8152-0015-2

水の宮殿〔金管8重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECB-0022
作曲：松下倫士 難易度：B 価格：4,500円＋税
JAN4580094461858 ISBN978-4-8152-0028-2

歌劇「ポーギーとベス」
ファンタジー for Brass Octet

木管アンサンブル

SERENADE for Trio
I. Pezzo in Forma di sonatina〔木管3重奏〕

発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0070
作曲：Peter Ilyich Tchaikovsky 編曲：阿部昌子
難易度：A 価格：4,500円＋税
JAN4580094461803 ISBN978-4-8152-0023-7

PALSE〔木管5重奏〕

発売日：2017年8月4日 商品番号：ECW-0071
作曲：松下倫士 難易度：B 価格：4,500円＋税
JAN4580094461810 ISBN978-4-8152-0024-4

アンサンブルコンテスト セレクション2017〈フレックスアンサンブル〉
〈木管アンサンブル〉
〈金管・打楽器アンサンブル〉
参考音源収録CD ＜8月2日発売＞ 詳しくはウィンズスコアWEBサイトをご覧ください。
●アンサンブルコンテスト セレクション2017の楽譜には参考音源CDは付いていません。

〔金管8重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECB-0023
作曲：George Gershwin 編曲：黒川圭一
難易度：C 価格：4,500円＋税
JAN4580094461865 ISBN978-4-8152-0029-9

打楽器アンサンブル

いがぐりとまつぼっくり〔打楽器3重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECP-0028
作曲：三浦秀秋 難易度：A 価格：4,500円＋税
JAN4580094461872 ISBN978-4-8152-0030-5

Variazione di Diavolo〔打楽器4重奏〕

発売日：2017年8月10日 商品番号：ECP-0029
作曲：濵口大弥 難易度：C 価格：4,500円＋税
JAN4580094461889 ISBN978-4-8152-0031-2

