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セレクションカタログ

マーチングバンド楽譜

◆「マーチングバンド楽譜 セレクションカタログ」は、いままで出版された楽譜の中から
使いやすいものをセレクトした楽譜カタログです。
◆出版社が価格を予告なしに変更場合がございますのであらかじめご了承ください。
また為替変動で価格調整を余儀なくされた商品もございますので、あらかじめご容赦
お願い申し上げます。
◆これらのデモ演奏音源は選曲以外の目的に使用することはできません。
◆楽譜のコピーは著作権法に違反します。

タイトル
29.

時間

ダニーボーイ

グレード

（2'27"）G:3

ローブラスが美しく鳴り響く質の高い名アレンジ。数少ない
ロングセラー曲です。 03744720 (arr. Saucedo) ￥8,000 HL

品番

編曲者または作曲者名

出版社名※

◆ HL：ハルレナード ◆ AP：アレンジャーズ
◆ WB：アルフレッド
◆ RL：ロールオフ ◆ D6：ドロップシックス ◆ TS：タップスペース

音源について・・・

楽譜のご注文方法・・・
１. 最寄りの楽器店か弊社までご連絡ください。
２. 上の例を参考に楽譜の「出版社」「品番」「タイトル」
を伝えます。
３. 在庫があれば即発送！取り寄せ納期は３〜６週間です。

以前までの音源 USB の配布は終了し、コンピューターや
スマートフォンで試聴できるようになりました。
PDF の曲名（一部、品番やアレンジャーが書いてある列）、
色でアンダーラインが入った箇所をクリックすること
で、その曲を試聴したり参考動画を見ることができます。
ダイナスティ ジャパン 株式会社
〒 354-0015 埼玉県富士見市東みずほ台 3-17-3
ウェブサイト

http://www.dynasty.jp

E メール

お振込銀行口座：埼玉りそな銀行 みずほ台支店 ( 普 )3523562
みずほ銀行 新宿西口支店 ( 普 )1079825
三菱東京 UFJ 銀行 新座志木支店 ( 普 )1901511

Tel 049-255-0022

info@dynasty.jp

D-Shop ショッピングサイト

Facebook ページ

旬の DVD などの期間限定商品セールや、キャンペーン
商品情報、新古・中古楽器などのオンラインショッピン
グサイトです。

「Dynasty Japan Youtube チャン
ネル」では、商品の紹介動画や
Dynasty USA 発の動画などを配
信しています。

新製品情報や入荷情報、
そしてセール情報などを
発信しています！

Richard Saucedo ／ Jay Dawson オリジナル Show

※単曲購入も可能です。

選曲に一貫性のあるテーマショーは演奏者や聴衆にもわかりやすく説得力ある展開を可能にします。聞き馴染みのあるフレーズや曲はちょっとした立奏本番、パレードでも使用できます。

吹奏楽界でも人気のリチャード・ソーセード氏のオリジナルショー！

「ミニマリー スピーキング」show

リチャード・ソーセード氏のオリジナルショー、第２弾です！

「リフレクションズ」show

1. パート１：Newrhythmics
2. パート２：Layers

(2'12") 03744967
(3'02") 03744969

4. パート１：Reflections of Form
5. パート２：Reflections of Sound

(2'40") 03745041

3. パート３：Echoes

(2'19") 03744971

6. パート３：Reflections of Light

(2'26") 03745039

グレード 4~5

by Richard Saucedo

各￥17,600 HL

ジェイ・ドーソン氏のクールなオリジナルショー！

「ナイト ウォッチ」show

小編成向け
アレンジ

グレード 4~5

by Richard Saucedo

(2'24") 03745043

各￥14,080 HL

ジェイ・ドーソン氏のかっこいいオリジナルショー！第２弾

「インヴィンシブル」show

小編成向け
アレンジ

7. ムーブメント１

(2'35") M871

10. パート１

(1'59") 119462

8. ムーブメント２

(2'09") M872

11. パート２

(3'10") 119464

9. ムーブメント３

(2'35") M873

12. パート３

(2'17") 119466

グレード 3~4

by Jay Dawson

各￥17,600 AP

グレード 3~4

by Jay Dawson

各￥22,000 AP
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※表示価格はすべて「税込み価格」です

映画、ミュージカル Show

※単曲購入も可能です。

選曲に一貫性のあるテーマショーは演奏者や聴衆にもわかりやすく説得力ある展開を可能にします。聞き馴染みのあるフレーズや曲はちょっとした立奏本番、パレードでも使用できます。

初期の「007」を彷彿させるレトロ調。ジャズとクラシックの間を
行き来する軽快で豪快なサウンド！！

スパニッシュ風味も聴かせた、上品で燃えるサウンドが耳に残りま
す。かっこいいアレンジがロングセラーの理由です！

映画「Mr. インクレディブル」show

映画「マスク

1. パート１

オブ ゾロ」show

(2'19") 03745107

4. マスク オブ ゾロ

2. パート２

(2'01") 03745109

5. ドン・ディエゴ

3. パート３

(2'47") 03745111

6. マスク オブ ゾロ フィナーレ

グレード 4

arr. Jay Bocook

各￥11,440 HL

『タイタニック』も手掛けたジェームズ・ホーナー氏が音楽を担当。
パーカッシヴで美しいコーラスも多用した作品です！

映画「アバター」show

グレード 4

(2'50") 03745021

永遠の別れ

arr. Jay Bocook & Will Rapp

(2'08") 03745023
(2'37") 03745025
各￥11,440 HL

帝政ローマ時代中期を舞台にした映画。新時代の巨匠ハンス・ジマー
氏が音楽担当。パワフルで壮大なメロディが印象的な作人です！！

映画「グラディエーター」show

7. パート１

(2'23") 03745481

10. パート１

(2'34") 03744751

8. パート２

(2'20") 03745483

11. パート２

(1'58") 03744755

9. パート３

(2'18") 03745485

12. パート３

(2'36") 03744761

グレード 4

arr. Jay Bocook

各￥11,440 HL

グレード 3~4

arr. John Wasson

各￥11,440 HL

ディズニーリゾートのアトラクション、「カリブの海賊」をベース
にした大ヒット映画 ! 豪快で壮大、そして情熱的な楽曲です！

いくつかある同名映画。2005 年公開映画からの選曲。優しいメロ
ディと緊迫感ある音楽で、ショーの展開がしやすいプログラム。

映画「パイレーツ

映画「キングコング」show

オブ カリビアン」show

13. パート１

(2'47") 03745027

16. キングコング オープナー

(2'20") 03745179

14. パート２

(1'53") 03745029

17. ビューティフル

(2'17") 03745181

15. パート３

(2'43") 03745031

18. キングコング フィナーレ

(2'27") 03745183

グレード 3

arr. Michael Brown

各￥9,680 HL

レイ・チャールズの存命中に製作された彼の伝記映画「Ray」から
数々のヒット曲を選曲。オシャレなジャズショーです！！

「レイ・チャールズ」show

グレード 4

arr. Jay Bocook

各￥11,440 HL

テレビでも挿入曲としてよく使われます。聞き馴染みのあるテーマ
が印象的なロングヒット SF 映画からの作品です！

映画「スタートレック」show

19. アメリカ ザ ビューティフル／ハレルヤ アイ ラブ ハー ソー (2'26") 03745077

22. テーマ フロム スタートレック：ジェネレーションズ (2'35") 03744044

20. レット ザ グッド タイムズ ロール

23. スタートレック：ザ インナーライト (2'01") 03744076

(2'12") 03745079

21. ジョージア オン マイ マインド／バイ バイ ラブ (2'46") 03745081
グレード 4

arr. Michael Brown

24. スタートレック フィナーレ

各￥11,440 HL

グレード 3~4

arr. Jay Bocook

(1'55") 03744080
各￥11,440 HL

バットマンやミッション・インポッシブルなども手掛けた、ヒット
曲量産のダニー・エルフマン氏の映画音楽作品です！

イージー版
世界的ベストセラー小説！子供から大人までを惹き
つけてやまない、ジョン・ウィリアムス作曲のこの作品！！

映画「ナイトメア

映画「ハリーポッター」show

ビフォア クリスマス」show

25. パート１

(2'26") 03745135

28. パート１

26. パート２

(2'29") 03745137

29. パート２

(2'08") 38551

27. パート３

(2'34") 03745139

30. パート３

(2'20") 38552

グレード 4

arr. Michael Brown

各￥11,440 HL

(1'55") 38550

グレード 2~3

arr. Victor Lopez

各￥13,200 WB

壮麗なシンフォニーのメインテーマは、ジョン・ウィリアムズ氏の
作品の中でも、もっとも知られている名作です！！

イージー版
左の「スターウォーズショー」の、嬉しいイージー版
です！老若男女、誰もが知るこのメロディで聴衆を惹き付けます！

映画「スターウォーズ：フォースの覚醒」show

映画「スターウォーズ：フォースの覚醒」show

31. パート１

(2'39") 03746016

34. メインテーマ／レイのテーマ

(2'18") 03746022

32. パート２

(1'51") 03746018

35. マーチ オブ レジスタンス

(2'02") 03746024

33. パート３

(2'28") 03746020

36. ジェダイステップアンドフィナーレ (2'03") 03746026

グレード 4

arr. Jack Holst, Matt Conaway 各￥13,200 HL

グレード 2

arr. Paul Murtha, Will Rapp

各￥10,560 HL
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※表示価格はすべて「税込み価格」です

「映画、ミュージカル」Show

ジョン・ウィリアムズ氏が手掛けた、歴代人気映画のメインテーマ
を集めたショー！どの曲も聞き馴染みのある名アレンジです！！

「グレート モーメント イン シネマ」show
37. パート１【スターウォーズ、E.T のテーマ】

イージー版
ジョン・ウィリアムズ氏の耳に残るメロディが盛り
だくさん！単品でも使用できます。嬉しいイージー版アレンジ！

「ジョン・ウィリアムズ」show

(2'10") 03744317

40. ジュラシックパーク／ロストワールド (2'10") 03744423

38. パート２【エンパイヤ オブ ザ サン、ファー アンド アウェイ】 (3'20") 03744319

41. ジョーズ／スーパーマンのテーマ

(2'18") 03744419

39. パート３【レイダース失われたアーク、スターウォーズ】 (1'45") 03744321

42. E.T のテーマ

(1'57") 03744421

グレード 3~4

arr. Jay Bocook

各￥11,440 HL

2000 年の節目にディズニーが演出した壮大なショープログラム！
2000 DCI のチャンピオン、キャデッツのパフォーマンスが有名！

「ミレニアム セレブレイション」show

グレード 2

arr. Michael Sweeney, Jay Bocook

各￥9,680 HL

東京ディズニーシーのエンターテイメントショー！聞き馴染みある
メロディが魅力のディズニーの名曲達が収録されています。

「ファンタズミック」show

43. タペストリー オブ ネーションズ／カオス (3'20") 03744571

46. パート１：魔法使いの弟子

(2'19") 03744923

44. リフレクションズ オブ アース

(2'28") 03744573

47. パート２：プリンセス メドレー

(2'42") 03744925

45. ウィ ゴー オン

(2'02") 03744575

48. パート３：フィナーレ

(2'24") 03744927

グレード 4 〜 5

arr. Jay Bocook

各￥13,200 HL

グレード 3~4

arr. Michael Brown

各￥11,440 HL

トニー賞 8 部門を受賞する快挙を成し遂げたこの作品。あの感動は
忘れられません！絶版になった一曲は、イージー版で代用できます。

イージー版
人気の「レ・ミゼラブル」ショーのイージー版です！
日本のミュージカルシーンに欠かせない映画にもなった作品です！

ミュージカル「レ・ミゼラブル」show

ミュージカル「レ・ミゼラブル」show

49. ワークソング／一日の終わりにて

(1'45") 13523099

52. ワークソング／一日の終わりにて

50. アイドリームドアドリーム

(2'05") 13523093

53. アイドリームドアドリーム

(1'51") 03744497

54. マスター オブ ザ ハウス

(1'27") 03744499

. プリュメ街の襲撃

絶版

51. ワン デイ モア

(2'50") 13523097

グレード 3~4

arr. Jay Bocook

各￥11,440 HL

(2'00") 03744495

55. オン マイ オウン／ドゥ ユー ヒァ ザ ピープル シング (2'05") 03744501
グレード 2~3

arr. Michael Sweeney

各￥9,680 HL

1964 年初演の超ロングラン、ブロードウェイミュージカルです！
アメリカ DCI で、サンタクララバンガードのボトルダンスが有名！

アンドリュー・ロイド・ウェバー氏のロックミュージカル！マーチ
ングでは、1991 年 DCI のマジソンスカウツの熱演が有名です！

ミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」show

ミュージカル「ジーザス・クライスト・スーパースター」show

56. パート１

(2'13") 03745222

59. パート１

57. パート２

(2'20") 03745224

60. パート２

(3'09") 03745161

58. パート３

(1'54") 03745226

61. パート３

(2'11") 03745163

グレード 3

arr. Michael Brown

各￥9,680 HL

『オズの魔法使い』の不朽の名曲と、『ウィズ』の名曲をコラージュ
しました。易しい難易度も嬉しい作品になっています。

ミュージカル「オズの魔法使い」meets「ウィズ」show
62. パート１

(2'15") 03745159

グレード 4

arr. Paul Murtha

各￥11,440 HL

『オズの魔法使い』のエピソード 0。誰も知らない真実が解き明か
されていくミュージカルナンバーをソーセード氏がアレンジ！！

ミュージカル「ウィキッド」show

(2'28") 36476

65. パート１

63. パート２

(2'30") 36477

66. パート２

(2'32") 03745085

64. パート３

(2'21") 36478

67. パート３

(2'37") 03745087

グレード 3

arr. Victor Lopez

各￥10,560 WB

アンドリュー・ロイド・ウェバー氏の大傑作！ロングランミュージ
カルナンバーです！印象に残るメロディが人気の理由です！！

グレード 4

(2'04") 03745083

arr. Richard Saucedo

各￥11,440 HL

アイリッシュ・ダンスやアイルランド音楽を中心とした舞台作品。
質の高い展開と素晴らしいアレンジがロングセラーの理由です！！

「リバーダンス」show

ミュージカル「オペラ座の怪人」show
68. ファントム オブ ジ オペラ
69. あなたがここにいてくれたなら

(2'20") 11825065

72. オープナー

(2'00") 11825067

73. プロダクション パート１

(2'10") M731 ※ ¥15,400

70. マスカレード

(1'45") 11825069

74. プロダクション パート２

(2'14") M732

71. ミュージックオブザナイト

(1'50") 11825063

75. フィナーレ

(2'16") M733

グレード 3

arr. Jay Bocook

各￥9,680 HL

グレード 4~5

(2'04") M730

arr. Tom Wallace

各￥17,600 AP
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「映画、ミュージカル」Show

誰もが耳にしたことがあるメロディで聴衆を惹き付けます！！

パリにあるキャバレーを舞台にした、ミュージカル映画から

映画「007

映画「ムーラン

- ジェイムス ボンド」show

76. ジェイムスボンドのテーマ

ルージュ」show

79. ムーランルージュ オープナー

(2'30") 03744999

77. フォー ユア アイズ オンリー／ゴールドフィンガー (2'35") 40227

80. ワン デイ アイル フライ アウェイ

(2'13") 03745001

78. ダイアナザーディ／リブアンドレットダイ／ジェイムスボンドのテーマ

81. リズム オブ ザ ナイト

(2'41") 03745003

(2'10") 40226 ※ ¥10,560

(2'30") 40228
グレード 3~3.5

arr. Victor Lopez

グレード 3~4

arr. Michael Brown

各￥11,440 HL

各￥12,320 WB
多くの歌手がカバーした「君の瞳に恋してる」などが収録されています！

ABBA のヒット曲がフィーチャーされた、人気ミュージカルです！

ミュージカル「マンマ・ミーア」show

ミュージカル「ジャージー・ボーイズ」show
85. パート１

(1'57") 03745519

82. アイ ハブ ア ドリーム／マンマ ミーア！ (2'26") 03745089

86. パート２

(2'23") 03745521

83. ダンシング クイーン

(2'20") 03745091

87. パート３

(1'53") 03745523

84. ウィナー テイクス イット オール

(2'18") 03745093

グレード 3

arr. Michael Brown

グレード 3

arr. Michael Brown

各￥9,680 HL

各￥9,680 HL
子供から大人まで、親しみのある人気ショーです！

不吉な響きのオープニングはショーを印象的なものにするでしょう

ミュージカル「ジキルとハイド」show

ミュージカル「サウンド

小編成向け
アレンジ

オブ ミュージック」show

91. プレオープナー【サウンドオブミュージック】 (1'25") 40004008

88. プロローグ／マーダー , マーダー！ (2'50") 02500814

92. オープナー【マイフェバリットシングス／エーデルワイス／ドレミ】 (3'13") 40004010

89. イン ヒズ アイズ

(2'27") 02500816

93. ウェディング【ウェディング プロセッショナル／マリア】 (1'17") 40004012

90. ファサード

(2'21") 02500818

94. エスケイプ【ザ チェイス／すべての山に登れ】(1'42") 40004014

グレード 4

arr. Jay Bocook

グレード 3

各￥11,440 HL

arr. Jay Dawson

シルク・ドゥ・ソレイユ ショー

「キダム」show
95.
96.
97.
98.

グレード 3

arr. Jay Dawson

(1'21") M806
(1'50") M815

110. マリア（オープナー向き）
111. トゥナイト（クローザー向き）

(2'30") M817
(1'53") M811

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

各￥17,600 AP

「KA」show
99. KA：オープニングプロダクション【シャドウプレイ／ストーム】
(2'04") 40003788
(1'08") 40003794
(1'38") 40003790
(2'34") 40003792

100. KA：フライト
101. KA：パースート
102. KA：バトル フィールド
グレード 3

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

「ジャーニー オブ マン」show
103. パート１【ジャーニー オブ マン＆ユース】 (2'28") 03745415
104. パート２【フライング】
(2'47") 03745419
105. パート３【ユース】
(2'28") 03745421
グレード 4

arr. Richard Saucedo

ディストーテッド
レーヴ ルージュ
ア ラ リュンヌ
アーバン
グレード 3

各￥11,440 HL
小編成向け
アレンジ

「ラ・ヌーバ」show
106.
107.
108.
109.

ウェスト・サイド・ストーリー ショー

「ウェスト サイド ストーリー」show

アト マジャ
ニンコウラトラ
キダム
インキャンテーション

(2'24") M789
(1'36") M799
(2'08") M787
(2'08") M805
arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

各￥17,600 AP

1
(1'19") M707
(1'27") M717

マンボ（プロダクション向き）
(1'43") M706
クール（プロダクション向き）
(2'11") M700
アメリカ（パーカッションソロ）
(1'18") M691
サムホェア（クローザー向き）
(1'33") M715 ※ ¥16,500
クラプキ巡査（プロダクション向き）
(1'26") M729
アイ ハブ ラブ（プロダクション向き）
(1'41") M721
ウェストサイドストーリー インタールード
（ウォームアップ、または間奏的に使えるショートピースが 3 曲）

グレード 3~5

arr. Tom Wallace

「ウェスト サイド ストーリー」show

M718
各￥17,600 AP
小編成向け
アレンジ

2

119. ウェスト サイド ストーリー オープナー (2'13") M743
120. マリア／クール
(2'20") M726
121. ジェット ソング
(1'43") M723
122. ウェスト サイド ストーリー フィナーレ (1'54") M742
グレード 3

arr. Jay Dawson

「ウェスト サイド ストーリー」show

3

123. マリア／クール
124. ワン ハンド ワン ハート／アメリカ
125. フィナーレ

各￥17,600 AP
イージー版

(2'34") 00450078
(2'16") 00450080

(2'06") 00450082 ※ ¥9,680

グレード 2~3

arr. Jay Bocook

各￥8,800 HL
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※表示価格はすべて「税込み価格」です

イージーリスニング、ジャズ、ラテン、ロック、ポップス Show

※単曲購入も可能です。

選曲に一貫性のあるテーマショーは演奏者や聴衆にもわかりやすく説得力ある展開を可能にします。聞き馴染みのあるフレーズや曲はちょっとした立奏本番、パレードでも使用できます。

CM やドラマなどで多くの楽曲が使用されている、20 世紀を代表す
るヒットメーカー、スティーヴィー・ワンダー氏のプログラム！

「スティーヴィー・ワンダー」show

サイモン＆ガーファンクルの美しいハーモニーを
マーチングにアレンジした、オシャレな作品です！

小編成向け
アレンジ
イージー版

「サウンド オブ サイモン」show

1. ユーアー ザ サンシャイン オブ マイ ライフ (1'48") 03744537

5. ポールサイモン オープナー

(2'02") M782

2. ドント ユー ウォーリー アバウト ア シング (2'04") 03744533

6. ポールサイモン プロダクション

(2'11") M783

3. サー デューク

(1'44") 03744531

7. レイト イン ジ イブニング

(1'55") M778

4. イズント シー ラブリー

(2'11") 03744535

8. ポールサイモン クローザー

(1'46") M781

グレード 3~4

arr. Jay Bocook

各￥11,440 HL

小編成向け
ラテン・テイストをふんだんに取り入れた、メロディ
アレンジ
アスで心地よい、チャック・マンジョーネ氏のショー！

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

ビートルズ以降最大のヒット・メーカーと言われた男、エルトン・
ジョン氏の楽曲から選曲した、かっこいいショーです！

「Sir. エルトン・ジョン」show

「マンジョーネ マジック」show
9. マンジョーネ オープナー

グレード 2~3

(2'19") M759

13. フューネラル フォー ア フレンド

(2'20") 119454

10. ランド オブ メイク ビリーブ

(2'34") M758

14. ラブ ライズ ブリーディング

(1'30") 119456

11. エチャーノ

(1'45") M751

15. ユア ソング

(1'27") 119458

12. エル ガト トリステ

(1'17") M752

16. サタディ ナイツ オールライト

(2'10") 119460

グレード 3

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

伝説のトランペッター、ビル・チェイス氏のイケイケなショー！

「チェイス」show
17. オープンアップワイド

(2'20") M760

グレード 3

arr. Tom Wallce

各￥17,600 AP

"The BEATLES" Show

18. ハンドバッグス アンド グラッドラッグス (2'00") M755

20 世紀を代表する音楽グループ、「ビートルズ」の親しみのある
メロディが聴衆を魅了します。３つのショーが出版されていますが、

19. ゲット イット オン

組み替えも可能。お客様のお好みで選曲されてはいかがですか？

グレード 3~4

(3'02") M754
arr. Scott Boerma

各￥17,600 AP

テレビなどで多くの楽曲が使用されている「クイーン」の名曲達！

「クイーン」show

「ビートルズ」show

イージー版

30. マジカルミステリーツアー／ハードデイズナイト
(1'40") 11825053

20. クイーン オープナー

(2'00") 147082

31. ヘイ ジュード

(2'15") 11825051

21. クレイジー リトル シング コールド ラブ

(2'02") 147072

32. エレナー リグビー

(1'50") 11825045

22. ボヘミアン ラプソディ

(2'35") 147068

33. イエスタディ

(1'35") 11825047

グレード 3~4

arr. Tom Wallace

各￥17,600 AP

ロックバンド「ザ・フー」のロックオペラ！ 1990 年 Blue Devils が好演！

「トミー」show
23. パート１【オーバーチュア／ゴートゥザミラー】 (2'45") 03744955

グレード 2~3

arr. Bocook, Lavender

各￥9,680 HL

「ビートルマニア」show
34. マジカルミステリーツアー／レディ マドンナ
(1'47") 40004076

24. パート２【オーバーチュア／スパークス】

(2'47") 03744957

35. エレナーリグビー

(1'58") 40004078

25. パート３【ピンボール ウィザード】

(2'28") 03744959

36. ブラックバード／イエスタディ

(1'20") 40004080

グレード 3~4

arr. Jay Bocook

各￥11,440 HL

80 年代アメリカのプログレバンド！マーチング向きでかっこいい！

37. サージェント ペパーズ ロンリー ハーツ クラブ バンド
／ジ・エンド
(1'45") 40004082
グレード 3

arr. Tom Wallace

各￥17,600 AP

「STYX」show
「2004 ビートルズ」show

26. ミスター ロボット

(1'55") M678

27. A.D.1928 ／ロッキン ザ パラダイス

(2'05") M449

38. マジカルミステリーツアーオープナー

(2'37") 03745009

28. トゥ マッチ タイム オン マイ ハンズ

(1'50") M738

39. サムシング

(2'49") 03745011

29. ザ ベスト オブ タイムズ

(1'52") M595

40. キャントバイミーラブ／マジカルミステリーツアー (2'24") 03745013

グレード 3

arr. Wallace, Dawson, McDonald

各￥15,400 AP

グレード 4

by Richard Saucedo

各￥11,440 HL
Page 5

※表示価格はすべて「税込み価格」です

「イージーリスニング、ジャズ、ラテン、ロック、ポップス」Show

ポップで親しみやすいメロディとかっこいいアレンジ！ 小編成向け
アレンジ
ビリー・ジョエル氏の名曲で構成されたショーです。

「ピアノマン：ビリー・ジョエル」show

小編成向け
アレンジ

キング オブ ロックンロールと称された、エルビス・
プレスリー氏の楽曲で構成されたプログラムです。

「エルビス！」show

41. ウィ ディドント スタート ザ ファイヤー／ピアノマン (0'52") 40003652 ※ ¥13,200

45. キャントヘルプフォーリンラブ - オープナー (0'55") 40003780 ※ ¥13,200

42. マイライフ／オンリー ザ グッド ダイ ヤング (2'39") 40003654

46. バーニングラブ／ C.C. ライダー

(2'24") 40003782

43. エア（ダブリンスク）

(2'12") 40003656

47. ハウンドドッグ／ラブミーテンダー／監獄ロック

(2'47") 40003784

44. ジャスト ザ ウェイ ユーアー

(1'39") 40003658

48. キャントヘルプフォーリンラブ - クローザー (1'21") 40003786

グレード 3

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

テレビ CM や番組でも度々使用されるヒーリング系ミュージック。
ウェールズ出身のカール・ジェンキンス氏の楽曲です！

「アディエマス」show

グレード 3

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

1960 年代アメリカの人気ナンバーを上手に構成したショーです！

「サマー オブ ラブ - 1967」show
53. アクエリアス / レット ザ サンシャインイン ＊抜粋 (2'17") M492

49. イン カエルム フェロ

(2'50") M757

50. ザラバンダ／パラディオ

54. アイ キャン シー フォー マイルズ / ハッピー トゥ ギャザー (1'49") 00236859

(2'37") M766

51. カンタス - " ソングオブエオラス "

55. ホワイト ラビット

(2'10") M746

52. アディエマス

56. ターン ! ターン ! ターン !

(0'44") M744

57. アクエリアス / レット ザ サンシャインイン ＊抜粋 (2'17") M492

グレード 4~5

arr. Tom Wallace

各￥17,600 AP

イージー版
ノリの良い、よく知られたジャズナンバーを集めた
ショーです！難易度も手頃なので、小学生でも演奏できます！

「ビッグバンド - プログラム」show

グレード 3~4

(2'01") 00236867
(1'44") M445 ※ ¥15,400

arr. Jay Bocook, Tom Wallace

各￥17,600 AP

ラテングルーブを集めた、小編成向きショーです。
明るくてかっこいい曲調はプレイヤーも楽しめます！

小編成向け
アレンジ

「シェード オブ ラテン」show

58. ビッグバンド オープナー

(2'40") 03744339

62. エル クンバンチェロ

59. ハーレム ノクターン

(2'05") 03744354

63. イービル ウェイズ

60. イン ザ ムード

(2'10") 11825019

64. ノーブス

(1'36") 40003600

61. サリュート トゥ デューク

(2'15") 03744341

65. アイ ノー ユー ウォントミー

(2'01") 40004104

グレード 2~3

arr. Murtha, Higgins, Lavender

各￥9,680 HL

ひと味違うロックバンド、Daft Punk、Bastille、Fall Out Boy から！

「ロック アート」show
66. ダフト パンク メドレー

(3'03") 127812

67. ポンペイ

(2'04") 127818

68. マイ ソングス ノウ ホワット ユー ディッド イン ザ ダーク
(1'51") 125459 ※ ¥15,400
グレード 3

arr. Tom Wallace

各￥17,600 AP

今も昔も人気ナンバーワン！ラテン スパニッシュ ショー！

「ホットラテン」show

(2'24") 40004090
(1'36") 40002614 ※ ¥15,400

グレード 3

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

どれも聞き馴染みのあるウェスタン、カントリーナンバーをピック
アップした、力強いマーチングショーです！！

「ウェスタン」show
69. カウボーイ

(2'42") 31677 ※ ¥10,560

70. ゴー ウェスト

(2'14") 31678

71. シルバラード

(3'15") 31679

グレード 3~4

arr. Ralph Ford

各￥9,680 WB

みんな大好き、ラテン スパニッシュ ショー！パート２

「RITMOS DE PASSION」show

72. マラゲーニャ

(3'06") 03744425

75. ロス クエルボス

(2'43") M650 ※ ¥15,400

73. ピーナッツベンダー

(2'04") 03744427

76. ハバナ エキスプレス

(2'08") M575

74. グラナダ

(3'01") 03744429

77. エル ガト トリステ

(1'17") M752

グレード 3~4

arr. Jay Bcoock

各￥11,440 HL

スパニッシュショー！嬉しい小編成向けアレンジです

「スパニッシュ イメージ」show
78. エスタンシア

小編成向け
アレンジ

(2'45") M602

グレード 3~4

arr. Tom Wallace

各￥17,600 AP

「反逆者の雄叫び！」をイメージした選曲でショーを構成しました！

「REBELLIOUS」show
81. レベル イェル

(1'36") M840 ※ ¥13,200

79. ノーブス

(1'36") 40003600

82. セブン ネーション アーミー (1'58") 40003574 ※ ¥15,400

80. サンタナ

(2'26") M519 ※ ¥15,400

83. アナザー ブリック イン ザ ウォール (1'45") 00278762

グレード 3

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

84. アップライジング
グレード 3~4

(2'25") 00172128
arr. Tom Wallace

各￥17,600 AP
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※表示価格はすべて「税込み価格」です

クラシカル Show

※単曲購入も可能です。

選曲に一貫性のあるテーマショーは演奏者や聴衆にもわかりやすく説得力ある展開を可能にします。聞き馴染みのあるフレーズや曲はちょっとした立奏本番、パレードでも使用できます。

ベートーベンの名曲が盛りだくさん！手応えのある、クオリティ
高いアレンジで生まれ変わります！

「ミュージック オブ ベートーベン」show
1. 交響曲第５番「運命」

(2'15") M532

2. エリーゼのために

新ロマン主義のスタイルによる吹奏楽曲で知られる、アメリカの
作曲家の作品。アジアンテイストに、そして壮大に作り上げては？

「ジョン・バーンズ・チャンス」show
6. 呪文と踊り

(1'50") M722 ※ ¥17,600

(1'00") M537 ※ ¥16,500

7. 朝鮮民謡の主題による変奏曲パート１

3. 交響曲第９番より「スケルツォ」(1'40") M556 ※ ¥16,500

8. 朝鮮民謡の主題による変奏曲パート２

4. ピアノソナタ第８番「悲愴」

(1'10") M553

5. 交響曲第９番より「歓喜の歌」

(1'35") M549

グレード 3~4

arr. Tom Wallace

(2'22") M740 ※ ¥17,600

9. 朝鮮民謡の主題による変奏曲パート３
グレード 4~5

各￥17,600 AP

イージー版
誰もが知っているムソグルスキーの壮大な組曲を易し
い難易度で！小学生や初級者でも演奏できるプログラムです。

(1'15") M739

arr. Jay Dawson

(1'30") M741
各￥15,400 AP

マーチングの本場、DCI で実際に演奏された、ロバート・スミス氏
のオシャレなアレンジが魅力の作品です !

交響曲９番「新世界」show

「展覧会の絵」show
(1'48") 31645

13. 第一章

(2'53") 24923

11. 鶏の足の上に立つ小屋／バーバヤーガ

(1'49") 31646

14. 第二章

(3'05") 24924

12. キエフの大門

(2'16") 31647

15. 第三章

(2'38") 24925 ※ ¥10,208

10. プロムナード

グレード 2

arr. Mike Story

グレード 3

各￥7,920 WB

宇宙モノの定番といえばやっぱりコレ！聞き馴染みのあるホルスト
の代表曲は、ビジュアルテーマも作りやすいです！

「惑星」show

arr. Robert W.Smith

各￥8,800 WB

ショスタコーヴィチの名作を贅沢に揃えました！マーチング楽譜と
しては最高難易度の、上級向けアレンジに挑戦してみては？！

「ショスタコーヴィッチ」show

16. Mars - 火星

(2'57") 03744437

19. 祝典序曲

17. Venus - 金星

(1'40") 03744439

20. ノヴォロシスクの鐘の音楽より

(1'39") 50485520

18. Jupiter - 木星

(3'03") 03744435

21. 交響曲第５番「革命」終楽章

(3'05") 50485522

グレード 3~4

arr. Jay Bocook

各￥11,440 HL

ビゼーの名作オペラ作品を、ジェイ・ドーソン氏が変化のある、
そしてかっこいいアレンジに仕上げました！

「カルメン」show

(3'05") 50485518

グレード 5

arr. Jay Bocook

各￥14,080 HL

教科書にも出てくる、聞き馴染みのあるビゼーの名作。 イージー版
取り組みやすいイージー版をソーセード氏がアレンジ！

「カルメン」show

22. オープナー

(3'25") M749

26. ハバネラ

(2'16") 03744857

23. プロダクション

(1'41") M750

27. 花の歌

(2'17") 03744859

(1'34") M748

28. 闘牛士の歌

(2'41") 03744861

24. ジプシーダンス
25. フィナーレ
グレード 3~4

(1'32") M747
arr. Jay Dawson

グレード 2~3

arr. Richard Saucedo

各￥9,680 HL

各￥17,600 AP

吹奏楽コンクールでも良く聴く、オランダの作曲家デ・メイのヒット
作品です。楽曲のほぼすべてを網羅したアレンジになっています！

「指輪物語」show

アジア文化に影響を受けたアメリカ人作曲家、キュリアール氏の作
品。爽やかでスピード感があり、展開がおもしろいプログラムです！

「ジョセフ・キュリアール」show
32. コール オブ ザ マウンテン

(2'40") M772

29. パート１

(2'46") 03745287

33. アデリナ デ マヤ

(2'01") M767

30. パート２

(2'54") 03745289

34. リバー オブ ティアーズ

(1'34") M785

31. パート３

(2'55") 03745291

35. ジョイ

(2'21") M777

グレード 4

arr. Jay Bocook

各￥13,200 HL

グレード 4~5

arr. Tom Wallace

各￥17,600 AP
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※表示価格はすべて「税込み価格」です

「クラシカル」Show

アメリカのベテラン作曲家、ロン・ネルソン氏のスピード感があり、
そして室の高い作品です。

保守的な新ロマン主義音楽の作曲家として知られるアメリカの
作曲家、ハワード・ハンソン氏の吹奏楽作品です。

「ハワード・ハンソン」show

「ロンネルソン ホリディ」show
36. ロッキーポイント ホリディ

(2'24") M841 ※ ¥19,800

39. コラールとアレルヤ

(2'20") M788

37. ソノラン デザート ホリディ

(2'09") M867

40. ロマンティック シンフォニー

(2'13") M800

38. ソノラン デザート ホリディ パート２

(2'50") M868

41. ハンソン フィナーレ

グレード 4~5

arr. Jay Dawson

グレード 3~4

各￥17,600 AP

イージー版
教科書にも出てくるような、有名なクラシック名曲が
手頃なグレードでアレンジされた手頃なプログラムです。

「クラシック名曲」show

(2'22") M792 ※ ¥17,600
arr. Dawson

各￥19,800 AP

誰もが知っているクラシックナンバーで組みました！
ビジュアルも作りやすい楽しい展開のアレンジ。

小編成向け
アレンジ

「ファントム オブ ザ ピアノ スタジオ」show

42. アルルの女より「ファランドール」 (2'32") 03744853

45. ルードイッヒとウルフガング

(2'13") M826

43. コラール from 木星

(1'45") 03744851

46. ナックル コンチェルト

(2'05") M825

44. 新世界

(2'22") 03744873

47. 月の光

(1'12") M824

48. チョップ スティック

(1'55") M823

グレード 2

arr. Bocook, Murtha, Sweeney

各￥9,680 HL

グレード 3

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

空をイメージする吹奏楽曲でプログラムされたショーです。ミドル
テンポで、マーチングのトラディショナルな展開の作品です。

「Flight」show
49. 第３惑星のためのファンファーレ
50. イントゥ ザ ライト

(1'36") 03745143 ※ ¥10,560

51. アセンド
グレード 3

(2'23") 03745141

"Aaron Copland" Show

(2'24") 03745145
arr. Saucedo, Bocook, R.Hazo

各￥9,680 HL

昔ながらの曲調と展開の楽曲で、マーチングらしく、
分かりやすい３曲を組み合わせたプログラムです。

小編成向け
アレンジ

「ランドマークス オブ リテレチャー」show
52. エンペラータ オーバーチュア
53. 朝鮮民謡による変奏曲

(3'04") M845
(2'22") M846 ※ ¥16,500

54. コラール アンド シェーカー ダンス
グレード 3

(1'39") M847

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

イージー版
ロシアをテーマに選曲された構成になっています。
小学生や初心者でも演奏できるイージー版の楽曲です。

55. ロシアン セイラーズ ダンス (1'53") 50485026 ※ ¥7,040
(2'30") 03744935

57. ロシアン イースターオーバーチュア (2'16") 03744937
グレード 2

「ミュージック オブ A. コープランド」show
61. 市民のためのファンファーレ

(0'53") M701 ※ ¥15,400

62. アパラチアの春：エピソード１

(1'39") M694 ※ ¥16,500

63. アパラチアの春：エピソード２

(1'18") M695 ※ ¥16,500

64. ホーダウン from ロデオ

(1'29") M702

65. アパラチアの春 フィナーレ

(2'15") M693

66. アパラチアの春 コラール

(1'05") M692

グレード 3-4

「ロシアン クラシック」show
56. レッドオクトーバーを追え！

20 世紀アメリカを代表する作曲家。アーロン・コープランド氏は
アメリカの古謡を取り入れた、親しみやすく明快な曲調で「アメリ
カ音楽」を作り上げました。バレエ音楽が、コープランド氏のスタ
イルとして確立された作品といえるでしょう。

arr. Vinson

各￥9,680 HL

米国ゲストの歓迎演奏などに最適なアメリカンショー！ 小編成向け
アレンジ
アメリカの歴史を３曲で表現したプログラムです。

「ポートレイト オブ ネイション」show

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

「コープランド」show
67. コープランド オープナー

(2'21") 48019156

68. プロミス オブ リビング

(2'18") 48019158

69. コープランド フィナーレ

(2'52") 48019160

グレード 4

arr. Jay Bocook

各￥16,500 HL

「コープランド」show

58. インディフェンス オブ リバティ

(2'57") M810

70. アウトドア オーバーチュア

(3'08") M768

59. ソングズ オブ ザ ピープル

(2'33") M819

71. プロミス オブ リビング

(1'58") M784

60. アワ ナショナル マーチ

(1'48") M816

72. コープランド フィナーレ

(1'47") M773

グレード 3

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP

グレード 4

arr. Jay Dawson

各￥17,600 AP
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※表示価格はすべて「税込み価格」です

ストリートパレードや、パレードコンテストにも使用できます！
＊スペシャルプログラムの中の楽譜と被っている曲もございます。ご購入の際には品番やアレンジャーをご確認ください。

1.

イン ザ ストーン

17.

（2'07"）G:3-4

アース , ウィンド＆ファイヤーの名曲！奏者も聴衆もノリノ
リで楽しめます！
03745015 (arr. Murtha) ￥11,440 HL
2.

カーン イービル９

18.

（2'14"）G:3

多くの団体が演奏している超ヒット作品！プログレッシブ
ロックバンド ELP の名作。 M610 (arr. Wallace) ￥15,400 AP
3.

バードランド

勢いのあるこの曲の使い方は多方面！パレードにも最適！
ロングセラーヒット曲です。M633 (arr. Wallace) ￥15,400 AP
4.

シエラ シスター

ドーソンの最高傑作、オリジナルラテンオープナーです！！
パレードでも使える１曲！ M480 (by Dawson) ￥14,300 AP
5.

シャイン ダウン

パレードだけでなく、立奏本番でも使用できる、爽やかで
爽快なナンバーです！
M135 (arr. Williams) ￥13,200 AP
6.

プラウドメアリー

少しテンポを落としてもこの勢いは衰えません！楽しく元気
になるレパートリーです！ M839 (arr. Wallace) ￥14,300 AP
7.

サンタナ

ドーソン氏のオリジナルスパニッシュ！立奏演奏でも使える
小編成向けアレンジ！
M519 (arr. Dawson) ￥15,400 AP
8.

コパカバーナ

ラテンのリズムにのって、ステップを踏みながら楽しくパレ
ードするのも良いかも !? 03745377 (arr. Waters) ￥10,560 HL
9.

レイダース マーチ

ジョン・ウィリアムス作曲。映画「インディジョーンズ」から、
有名なマーチです。
26961 (arr. Story) ￥9,680 WB
10.

インペリアル マーチ

映画「スターウォーズ」より。ダースベーダーのテーマで
勇ましく行進！
03746202 (arr. Murtha, Rapp) ￥10,560 HL
11.

カウボーイ

12.

西部開拓史

13.

27.

ジッパ ディー ドゥー ダー

28.

（2'37"）G:3-4

ミッキーマウスマーチ

（2'24"）G:3

誰もが知っているディズニーの名曲です。楽しくパレード
することができます。 13523043 (arr. Bocook) ￥11,440 HL
15.

ディズニーズ マジカル マーチ

29.

（1'16"）G:2

トゥルーパー サリュート

（2'25"）G:4-5

パレードコンテストで有名なこの曲。オーソドックスな展開
が人気の理由です！
03745433 (arr. Bocook) ￥13,200 HL

マーチ オブ アメリカ（バリューパック）G:3

パトリオティック サリュート！

（1'26"）G:2-3

スパニッシュ パレード シークエンス

（2'48"）G:2-3

ディズニー パレード シークエンス

（2'38"）G:2

パトリオティック パレード シークエンス

（2'37"）G:2

フローズン パレード シークエンス

（3'02"）G:1-2

「アナと雪の女王」の曲をメドレー的に使用した、イージー版
パレードナンバーです。 03745922 (arr. Brown) ￥8,800 HL

フォワードマーチ！ G:2-3

子供から大人まで誰もが知っているディズニーメドレー！！
03745055 (arr. Vinson) ￥9,680 HL
16.

（1'38"）G:2

１曲１曲が短いので初級者にも易しい作品です。曲間にドラ
ムマーチも挿入！（My Country, 'Tis of Thee, America the
Beautiful, Battle Hymn of the Republic）
03745260 (arr. Lavender) ￥9,680 HL

パレード曲として人気 NO.1 ！このディズニーの名曲は奏者
も聴衆も楽しめます！ 13523039 (arr. Bocook) ￥11,440 HL
14.

ボギー大佐

ディズニーの名曲をドラムマーチで挟んだ、メドレー形式で
構成されたアレンジ。 （Mickey Mouse March, It's a Small
World, Zip-a-Dee-Doo-Dah）
03745616 (arr. Brown) ￥9,680 HL

(1'54") G:3

ウェスタンショーでも使える一曲。パレードだけでなく立奏
演奏でも使えるオススメ曲！ 24916 (arr. Scott) ￥8,800 WB

76 本のトロンボーン（1'55"）G:2

人気のスパニッシュナンバー３曲をメドレーにした、使える
パレード曲です！（Bravado, Toronado, Corrado）
03745491 (arr. Lavender) ￥7,920 HL

(2'18") G:4

ウェスタンショーに欠かせない、ジョン・ウィリアムスの名
作！立奏でもパレードでも！ 31677 (arr. Ford) ￥10,560 WB

(1'58") G:2-3

よく知られている５つのパレード曲をメドレーにしました。
使いやすい難易度です。
40230 (arr. Ford) ￥10,560 WB
26.

(2'55") G:3

セレブレイション フォー ア フェスティバル

聞き馴染みのあるアメリカのマーチが 12 曲収録されていま
す。イージー版です。 03744378 (arr. Lavender) ￥14,080 HL
25.

（1'46"）G:2-3

（2'57"）G:3

小学生でも知っているこのメロディでパレード！嬉しい初級
アレンジです！
03744631 (arr. Sweeney) ￥9,680 HL
24.

(2'21") G:3

イン ディフェンス オブ リバティ

誰もが聞いたことのある、ミュージカル「ミュージックマン」
に使用された行進曲！ 11825085 (arr. Jennings) ￥9,680 HL
23.

(2'26") G:3

サンタズ パレード（1'55"）G:2

ファンファーレから始まる正統派マーチング！難易度も易し
くパレードにも最適！
MBM03024 (by Scott) ￥7,920 WB
22.

（1'46"）G:3

(2'44") G:3

軽快なメロディでパレードに最適なトラディショナルなナン
バー。アレンジも面白い！ M810 (arr. Dawson) ￥17,600 AP
21.

(2'00") G:3

ベテランズ サリュート

クリスマスナンバーを使用した華やかなファンファーレから
始まる名アレンジです
M216 (arr. Wallace) ￥14,300 AP
20.

(2'07") G:3

（2'35"）G:3.5

所々に出てくる聞き馴染みのあるフレーズがオシャレな一曲。
パレコンにも使えます！
M627 (arr. Dawson) ￥17,600 AP
19.

（2'06"）G:3

プロローグ

トラディショナルで重厚なアンサンブルがかっこいい！！
パレードにも最適！
M130 (arr. Dawson) ￥17,600 AP

Jim Casella & Murray Gusseck

8 小節から 24 小節の使えるドラムマーチが６曲ずつ収録！
練習曲としても使用できる便利なアイテムです。
30.

Vol.1 TSPB-FM1 ￥6,600 TS

31.

Vol.2 TSPB-FM2 ￥6,600 TS
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※表示価格はすべて「税込み価格」です

演奏会やちょっとした本番に使えるレパートリーです！
＊スペシャルプログラムの中の楽譜と被っている曲もございます。ご購入の際には品番やアレンジャーをご確認ください。

明るく楽しくスウィング！＆ノリノリ系
1.

ヘイ パチュコ！

17.

（1'51"）G:3

スパイダーマンのテーマ

(1'48") G:4

ジョージア オン マイ マインド

ビッグ ノイズ フロム ウィネッカ

ジョニー B. グッド

7.
8.

20.

21.

22.

（2'18"）G:3-4

23.

M535 (arr. Kerchner) ￥15,400 AP
MBM02021 (arr. Ford) ￥10,560 WB

ブルース イン ザ ナイト

フレンド ライク ミー

24.

(3'42") G:4-5

ホットスタッフ

25.

（1'45"）G:3-4

ウィー アー オール イン ディス トゥギャザー

（2'06"）G:2-3

ディズニーの「ハイスクールミュージカル」から人気ナンバ
ー。演奏会などに最適！ 03745256 (arr. Vinson) ￥9,680 HL
12.

スウィング、スウィング、スウィング

（2'35"）G:5

ノリノリのスィングに合わせて、お客さんとの一体感を感じ
てみてはいかが？
03744156 (arr. Bocook) ￥13,200 HL
＊

13.
14.
15.

26.

40218 (arr. Lopez) ￥9,680 WB
(2'19") G:3

シング、シング、シング

（1'55"）G:5

ベニー・グッドマン楽団の代表曲となっている、スウィング
ジャズの名曲です！
24926 (arr. Ford) ￥10,560 WB

(1'34") G:3

セレブレイション

（1'34"）G:4

ショー ミー ハウ ユー バーレスク

(1'38") G:3

バードランド

(2'27") G:2-3

03745125 (arr. Sweeney) ￥9,680 HL

(2'06") G:3

M633 (arr. Wallace) ￥15,400 AP

(2'14") G:3-4

11502060 (arr. Higgins) ￥11,440 HL

(3'41") G:4

03744325 (arr. Bocook) ￥11,440 HL

＊

ランド オブ メイクビリーブ
「Blast!」での楽しいパフォーマンスが印象的な、チャック
マンジョーネの人気曲！ふたつのアレンジから選べます。

31.

11825075 (arr. Higgins) ￥9,680 HL

ロック ユー アップ

29.

MBM05031 (arr. Story) ￥7,920 WB

（1'54"）G:2
（2'37"）G:3

M758 (arr. Dawson) ￥16,000 AP

しっとり、オシャレなバラード系
1.

シャロー

（2'22"）G:3-4

レディー・ガガ主演の映画「アリー／スター誕生」から、パ
ワフルなバラードです。 03746298 (arr. Murtha) ￥10,560 HL

冒頭の「シンプルギフト」の転用から、踊り出したくなる
アイリッシュナンバー。 03745228 (arr. Vinson) ￥9,680 HL
16.

（1'28"）G:3

28.

30.

ロード オブ ザ ダンス

アイ キャン シー フォー マイルズ

27.

スウィングしなけりゃ意味がない

（1'15"）G:3

(1'21") G:2-3

ロングセラーヒット曲！ショーやパレードなど様々な使い方
ができます。４つの難易度、アレンジから選択できます！

デューク・エリントンの代表作というだけでなく、ジャズそ
のもののテーマソング！難易度が違う二曲です。
（1'40"）G:2

ジングル ベル ジャム

映画「バーレスク」の中の目玉のスウィングナンバー！小編
成向きアレンジです！ 00128549 (arr. Dawson) ￥17,600 AP
＊

（1'58"）G:2

テレビでも耳にすることの多いこのメロディ。ドナサマーの
楽しいナンバー！
38532 (arr. Adams) ￥9,680 WB
11.

（2'15"）G:3-4

バッテリーのノリ良いグルーブに乗せて楽しめるナンバー！
RL-0407 (arr. Murphy/Crockarell) ￥11,220 RL

ディズニーの「アラジン」から軽快で楽しいナンバー。演出
もしやすいでしょう。 13523073 (arr. Bocook) ￥11,440 HL
10.

エイプリル イン パリ

ノリやすいミドルテンポで楽しく演奏できます！少しテンポ		
を上げても Good ！
M705 (arr. Simmons) ￥13,200 AP

邦題「夜のブルース」。パーカッションソロも挿入された、
イケイケのアレンジです！
26988 (arr. Ford) ￥9,680 WB
9.

(2'10") G:2-3

ザ・フーの初期ヒット曲。邦題「恋のマジック・アイ」。
質の高いアレンジです！
M373 (arr. Wallace) ￥15,400 AP

サンチェスの子供たち

（2'04"）G:3

イン ザ ムード

カウント・ベイシーの演奏が有名。邦題「パリの４月」。ミ
ドルテンポでもパワフル！ M667 (arr. Dawson) ￥15,400 AP

（1'06"）G:3

チャック・マンジョーネ氏の名曲！原調を３度下げた迫力あ
るアレンジと、少し落ち着いたアレンジから選べます！
6.

(1'43") G:4-5

「ジングルベル」をオシャレなジャズにアレンジ。パレード
などでも使えます！！
M506 (arr. Pearson) ￥14,300 AP

ロックンロールナンバーの中でも定番中の定番と呼べる
ノリノリの作品です！
M704 (arr. Wallace) ￥13,200 AP
＊

コールド - ヒーテッド

幅広い年代に知られているスウィングの定番曲！小学生でも
演奏できる難易度！
11825019 (arr. Lavender) ￥9,680 HL

（2'55"）G:3-4

スィングのノリでイケイケのプロダクションナンバーです。
会場全体が盛り上がります！ MB9936 (arr. Smith) ￥8,800 WB
5.

19.

(2'34") G:4-5

冒頭のトランペットソロ、そして展開がかっこいい！オー
プナーにも使える名曲！10807010 (arr. Higgins) ￥10,560 HL
4.

18.

映画「ドラムライン」から、勢いのあるブラスラインのメロ
ディが GOOD ！
03745441 (arr. Rolle) ￥11,440 HL

2004 年、Michael Buble がカバーをリリースしたイケイケの
ジャズナンバーです！ 40003994 (arr. Murphy) ￥17,600 AP
3.

(2'10") G:2-3

デキシーランドジャズの定番曲が易しいグレードで演奏する
ことができます！！
M490 (arr. Dawson) ￥11,000 AP

ノリが抜群！ちょっとした本番、演奏会でのアンコール、そ
してパレードでも OK ！！ M674 (arr. Wallace) ￥17,600 AP
2.

アルズ ラグ バンド

2.

サン アンド ムーン

（2'06"）G:3

ロングランミュージカル「ミス・サイゴン」から、美しいメ
ロディのバラードです。 03744567 (arr. Bocook) ￥11,440 HL
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※表示価格はすべて「税込み価格」です

3.

ハロー

みんな大好き！ラテン／スパニッシュ

（2'25"）G:2-3

グラミー賞を受賞したアデルの、ソウルの影響を受けたピア
ノバラード曲です。
03746034 (arr. Brown) ￥8,800 HL
4.

ダニーボーイ

レット イット ゴー

6.

イントゥ ジ アン ノウン

愛を感じて〜ライオンキング

8.

ミッシェル

ホールニューワールド

10.

レット イット ビー

ザ ヒムン オブ アクシオム

12.

明日に架ける橋

（2'16"）G:3

サイモン＆ガーファンクルの、聞き馴染みあるメロディ。
パワフルなバラードです。 M411 (arr. Dawson) ￥13,200 AP
13.

サムホエァ アウト ゼア

デスペラード

70 年代にブレイクした Eagles のヒット曲。美しいメロディ
で聴かせます。
MBM05039 (arr. Ford) ￥10,208 WB

16.

トゥーランドットよりネッスンドルマ

ペガサス

スーパースター

ナルニア国物語 / ライオンと魔女 パート２

＊

ギターナ

(1'58") G:3

片目の水夫の伝説

(2'30") G:5

キャラバン

(2'06") G:3-4

マラゲーニャ
イケイケのスパニッシュの定番は「Blast!」でも人気曲！
難易度別３つのアレンジから選ぶことができます。

8.

（3'03"）G:2

08720779 (arr. Sweeney) ￥9,680 HL

9.

（3'03"）G:3

03744425 (arr. Bocook) ￥11,440 HL

＊

スペイン
スパニッシュといえばコレ！チックコリアの代表作です！！

11.
12.

M557 (arr. Wallace) ￥11,000 AP

（2'00"）G:4
（2'30"）G:5

03745218 (arr. Bocook) ￥13,200 HL

セレブレイション スイート

(2'40") G:3

6/8 のノリがかっこいいスパニッシュオープナー。Tp. と Tb.
ソロがかっこいい！
M321 (arr. Dawson) ￥11,000 AP
13.

キャンゾン

(2'05") G:3

ドーソンのお得意、スパニッシュオープナー。トランペッ
トがかっこいい！！
M669 (by Dawson) ￥12,100 AP
14.

エチャーノ

（3'25"）G:3-4

セットものとは違う上級アレンジです。マーチングにおける
スパニッシュ定番曲！
M570 (arr. Kerchner) ￥11,000 AP
15.

ナイツ イン ホワイト サテン

(2'08") G:3-4

冒頭の静かなトランペットソリから、スピード感のある熱い
クローザーへ展開します！ M614 (arr. Wallace) ￥15,400 AP
16.

ワン モア タイム チャックコリア

（3'25"）G:4-5

80 年代前半のブルーデビルスの演奏が有名。とにかく熱い
ラテンナンバー！
M587 (arr. Downey) ￥17,600 AP
＊

ラ スエルテ デ ロス トントス
DCI におけるブルーデビルスの演奏が有名な熱いナンバ−！

(2'36") G:3-4

映画「ナルニア国物語」から、しっとりした美しいメロディ
のバラードです。
03745173 (arr. Murtha) ￥11,440 HL

(2'01") G:2-3

デュークエリントンが作曲した、アフロ キューバン ジャズ
の代表曲です！！
MBM05007 (arr. Ford) ￥8,800 WB

(2'03") G:3

カーペンターズの名曲をかっこいいクローザーアレンジに、
そしてマーチング的に！ M659 (arr. Kerchner) ￥12,100 AP
19.

7.

(1'45") G:4

1980、1982 年にブルーデビルスが演奏した、オシャレな
バラードです。
M712 (arr. Dawney) ￥17,600 AP
18.

ウィンズ オブ ソノラ

名実共に DCI ナンバーワンのブルーデビルスの演奏が有名な
熱い一曲！
SBH001 (arr. John Meehan) ￥14,960 RL

（2'04"）G:4-5

プッチーニの美しくしっとりしたメロディが根強い人気の
理由です。
03744951 (arr. Bocook) ￥14,080 HL
17.

6.

(2'19") G:3-4

エルガーの美しいメロディを効果的なプッシュの効いたバラ
ードにアレンジ！！
03744823 (arr. Bocook) ￥11,440 HL

(2'45") G:3

ラテンのリズムに乗って、ノリの良いメロディが GOOD ！
M538 (arr. Lopez) ￥11,000 AP

(1'51") G:3

15. 「エニグマ変奏曲」よりニムロッド

エスタンシア

10.

(2'00") G:3

「アメリカ物語」のメインテーマ。様々なアーティストが
カバーした名作です。 13523031 (arr. Bocook) ￥11,440 HL
14.

5.

（2'53"）G:3

2014 年にブルーコーツが演奏したバラード。パワフルなプ
ッシュでかっこいい！ 00147076 (arr. Thrower) ￥17,600 AP

(2'20") G:3-4

トランペットとトロンボーンのソロがかっこいいドーソン氏
のラテンジャズナンバー！ M268 (by Dawson) ￥14,300 AP

(2'18") G:2

ビートルズの永遠の名曲。この美しいメロディが易しいグレ
ドで演奏できます。
03745551 (arr. Brown) ￥9,680 HL
11.

4.

(1'52") G:3-4

ディズニーアニメ「アラジン」の名曲。美しいラブバラー
ドです。
13523075 (arr. Bocook) ￥11,440 HL

エスコーピオン

今でもロングヒットナンバー！小編成向きのかっこいいアレ
ンジが魅力です！
M602 (by Dawson) ￥17,600 AP

（2'04"）G:4

聴かせるプロダクションに最適な、ビートルズの名曲です。
練習曲にもいかが？
03744660 (arr. Bocook) ￥11,440 HL
9.

3.

（2'20"）G:3

ミュージカル「ライオンキング」からのラブバラードです。
クローザーとしても可。 13523105 (arr. Bocook) ￥11,440 HL

(1'35") G:3

ドーソン氏お得意の、オリジナル ラテンスパニッシュ オー
プナーナンバーです！
M572 (by Dawson) ￥17,600 AP

(1'55") G:3-4

「アナと雪の女王 2」の代表曲です。数々の賞を受賞した作品
です。
03746362 (arr. Murtha) ￥10,560 HL
7.

2.

（1'45"）G:2

ディズニー映画「アナと雪の女王」の主題歌は多くの方々が
歌っています。
03745822 (arr. Murtha) ￥8,800 HL

デスパシート

国際的にヒットしたルイス・フォンシ氏のシングル曲。世界
各国でカバーされた、セクシーなナンバーです。
00276260 (arr. Wallace) ￥16,500 AP

（2'27"）G:3

ローブラスが美しく鳴り響く質の高い名アレンジ。数少ない
ロングセラー曲です。 03744720 (arr. Saucedo) ￥9,680 HL
5.

1.

17.
18.

（1'47"）G:3
（2'25"）G:4

29535 (arr. Lopez) ￥8,800 WB

M677 (arr. Dawney) ￥17,600 AP
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テレビ番組、CM で聞いたことがある…
1.

ピンク パンサー

17.

(2'14") G:2-3

ベイビーエレファントウォーク／ピーターガン

セント・トーマス

ザ シンプソンズ

テキーラ

パワー オブ ラブ

(1'41") G:2

ウィー アー ザ ワールド

（1'38"）G:3

21.

ウィー アー ザ チャンピオン

(1'38") G:3-4

クイーンといえばこの曲！テレビでもよく耳にする名曲！！
03745537 (arr. Waters) ￥10,560 HL

(1'43") G:3-4
22.

24K マジック

（2'02"）G:3

人気歌手ブルーノ・マーズの、明快で華やかな大ヒット曲！
00233982 (arr. Wallace) ￥16,500 AP

（1'24"）G:2-3

ノリがよい曲です！サビの部分ではみんなで叫びましょう。
「テキーラ！！」
M149 (arr. Dawson) ￥13,200 AP
＊

20.

(1'32") G:3

アメリカアニメ史上最長寿番組。軽快な音楽で、日本でも人		
気のキャラクターです。03745267 (arr. Lavender) ￥8,800 HL
5.

（1'27"）G:3

多くの著名アーティストが「USA フォー・アフリカ」として集結
して完成させた名曲！ 03745495 (arr. Higgins) ￥10,560 HL

アメリカ生まれの子供向けキャラクターは日本でも大人気！
03744523 (arr. Saucedo) ￥9,680 HL
5.

19.

（1'21"）G:2-3

セサミストリートのテーマ

レッツ グルーブ

アース・ウィンド＆ファイヤーのヒットナンバー！ノリノリ
ディスコミュージック！
M648 (arr. Wallace) ￥14,300 AP

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のために作成した
この聞き馴染みある曲！
36468 (arr. Story) ￥7,920 WB

現在、ジャスのスタンダード曲とみなされており、多くの
アーティストが演奏！
M258 (arr. Kerchner) ￥9,900 AP
4.

18.

（2'42"）G:2-3

「象の赤ちゃん散歩」の可愛らしい有名なメロディーからエキ
サイティングに展開！
03745529 (arr. Murtha) ￥9,680 HL
3.

（1'47"）G:2-3

上に同じく、ジャクソン５のヒット曲です。マライア・キャ
リーもカバーしました。 03744706 (arr. Murtha) ￥9,680 HL

ヘンリー・マンシーニ氏の代表曲です。老若男女、誰もが知
ってるこのメロディ。
03745525 (arr. Murtha) ￥9,680 HL
2.

アイル ビー ゼア

23.

ミッキー

（1'30"）G:3

日本でもカバーされた元気いっぱいのこのナンバーで、会場
を盛り上げましょう！ 40003670 (arr. Wallace) ￥13,200 AP

スリラー
みんなが知っているこのフレーズ！嬉しい二つの難易度から

6.

（2'28"）G:2

7.
＊

03745443 (arr. Murtha) ￥9,680 HL

Y.M.C.A
「Young Men's Christian Association」
。日本でもお馴染みの
ディスコソングです！イージー版もあります！
（1'45"）G:2

9.
10.

（2'08"）G:3-4

オィエ コモ バ

03744046 (arr. Lavender) ￥9,680 HL
03744010 (arr. Sweeney) ￥10,560 HL

ジャンプ

（2'20"）G:3-4

ヴァン・ヘイレンの名曲。テレビでもよく耳にしますので、
お客さんも楽しめます 03745505 (arr. Bocook) ￥11,440 HL
12.

センターフォールド

(1'50") G:3

邦題「堕ちた天使」。“ナ〜ナナ”というコーラスが印象的！
楽しく演奏できます！
M414 (arr. Wiedrich) ￥14,300 AP
13.

ジョイ トゥ ザ ワールド

（1'44"）G:3

邦題「喜びの世界」。CM でも使用された爽やかなナンバー。
M292 (arr. Dawson) ￥13,200 AP
14.

シェイプオブユー / キャッスルオンザヒル

(1'57") G:3

大人気のシンガーソングライター、エド・シーランのヒット
曲、2 曲です！ 03746214 (arr. Holt, Conaway) ￥10,560 HL
15.

ポーカー フェイス

（1'45"）G:3

2008 年にリリースされたレディ・ガガのヒット曲。今でも
テレビで使用されます。 40003770 (arr. Wallace) ￥15,400 AP
16.

ABC

(2'06") G:3

＊

スカボロー フェア
サイモン & ガーファンクルによって有名になった曲です。
２つのアレンジから選ぶことができます！

25.

（2'00"）G:3

M301 (arr. Dawson) ￥11,000 AP

26.

（2'06"）G:3

M850 (arr. Dawson) ￥14,300 AP

(1'52") G:2-3

踊り出したくなるような楽しいグルーブ！サンタナの代表曲
です！
M552 (arr. Wallace) ￥14,300 AP
11.

ミスター ロボット

同名の映画にも使用された、STYX の勢いのある、かっこい
いオープナーアレンジ！
M678 (arr. Wallace) ￥15,400 AP

03744855 (arr. Bocook) ￥10,560 HL

（2'35"）G:3-4

8.

24.

（1'52"）G:2-3

ロックン・ロールを形作った楽曲と評される、ジャクソン５
の有名ヒット曲です。 03744710 (arr. Sweeney) ￥9,680 HL

その他映画、ミュージカル、
クラシック系などなど…
1.

スカイウォーカーの夜明け：スターウォーズ

(2'42") G:4

スターウォーズを締めくくる大ヒット映画から、新しいテー
マとメインテーマ。 03746396 (arr. Conaway) ￥13,200 HL
2.

ローグワン：スターウォーズ

(2'55") G:3-4

映画スターウォーズの「ローグワン」から選曲された、力強
いナンバーです。 03746122 (arr. Murtha, Rapp) ￥9,680 HL
3.

最後のジェダイ：スターウォーズ

(2'15") G:4

映画スターウォーズ、「最後のジェダイ」から選曲しました。
03746212 (arr. Holt, Conaway) ￥13,200 HL
4.

ゴールドフィンガー／ 007 のテーマ

(1'46") G:2

誰もが知る「007」のテーマは耳からはなれません。嬉しい
イージー版アレンジ！
MBM01013 (arr. Story) ￥8,800 WB
5.

リブ アンド レット ダイ

(2'10") G:2

映画「007」から、スピード感あるこの曲！イージー版です！
MBM01020 (arr. Story) ￥9,680 WB
6.

ゴナ フライ ナウ

(1'56") G:3-4

なぜかコレを聞くと元気になる…映画「ロッキー」のテーマ
曲です！
26990 (arr. Lopez) ￥11,440 WB
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＊

ミッション：インポッシブルのテーマ

ソーニョ ディ ヴォラーレ

16.

スリリングなこの有名なメロディは皆から知られています
ので効果大！２つのアレンジから選ぶことができます。
7.

(1'57") G:2-3

03745204 (arr. Lavender) ￥9,680 HL

8.

(1'52") G:3

03744164 (arr. Sweeney) ￥9,680 HL

9.

ファンファーレ from E.T.

10.

ハウ ファー アイル ゴー

ザ グレイテスト ショー

12.

ディス イズ ミー

オペラ座の怪人

14.

ディスランド／サークル オブ ライフ

オールマンリバー／ザットオールドブラックマジック

(2'49") G:5

ミュージカル「ショー・ポート」の主題歌。手応えあるアレ
ンジと難易度の作品。 03745216 (arr. Saucedo) ￥13,200 HL

式典などにも使えるファンファーレ、
オリンピック関連曲集です！
＊

オリンピック ファンファーレ＆テーマ by John Williams
1984 年、ロサンゼルスオリンピックのために書かれました。

1.
2.
＊

G:2-3 03744209 (arr. Lavender) ￥ 9,680 HL
G:3-4 03744203 (arr. Boccok) ￥11,440 HL

サモン ザ ヒーローズ

by John Williams

1996 年、アトランタスオリンピックのために書かれました。
パレードコンテストなどで使用されることもあるようです。
3.
4.
5.
6.

G:2-3 03744211 (arr. Wilson) ￥9,680 HL
G:3-4 03744213 (arr. Lavender) ￥11,440 HL
G:5 03744235 (arr. Bocook) ￥17,600 HL

５つのオリンピックファンファーレ

G:3-4

Bugler's Dream、March of the Olympians、Olympic Fanfare and
Theme、Olympic Spirit、Summon the Heroes の 5 曲収録。
03744215 (arr. Lavender) ￥11,440 HL
7. NBC NFL フットボール（３つのファンファーレ） G:4
アメリカのテレビ番組で使用されているファンファーレ集！
03745208 (arr. Bocook) ￥8,800 HL
8. ザ ジャーニー

(1'55") G:5

アメリカ NCAA バスケットのオフィシャルテーマ。冒頭のフ
ァンファーレが good ！ 03745258 (arr. Bocook) ￥11,440 HL
9. 祝典序曲

アニメ映画「ファンタジア」。ミッキーマウスが魔法使いの
弟子を演じました。
03744623 (arr. Saucedo) ￥11,440 HL

イントゥ ザ クラウド！

20.

(3'04") G:5

ショスタコーヴィッチの作品の中でも人気の名曲！式典や
オープニングに最適！ 50485518 (arr. Bocook) ￥17,600 HL

(2'04") G:3

吹奏楽界でも人気のソーセード氏のオリジナル曲！爽やかな
メロディが好印象です！ 03745575 (by Saucedo) ￥9,680 HL

組曲「惑星」から木星

21.

(2'51") G:4

セットものとは違う単体アレンジ。こちらの方が早く出版さ
れた名アレンジです！ 03745431 (arr. Bocook) ￥13,200 HL

展覧会の絵

22.

（2'54"）G:4

キエフ、バーバヤーガ、プロムナードを繋いだ完成度の高く
手応えある本格アレンジ！ 10716010 (arr. Bocook) ￥11,440 HL

(2'20") G:3

ミュージカル「ライオンキング」の、ゆったりしたオープニ
ング曲です！
13523103 (arr. Higgins) ￥11,440 HL
15.

19. 交響詩「魔法使いの弟子」 (1'46") G:4

(2'30") G:4

DCI 1988 年、サンタクララバンガードの名演とほぼ同じアレ
ンジが魅力です！！
10723053 (arr. Bocook) ￥8,800 HL

(1'32") G:3

リードの人気曲です！パーカッションをフィーチャーしたア
レンジでいかが？ RL-9907 (arr. Brooks-Dunn) ￥10,285 RL

(2'15") G:3-4

こちらも「グレイテストショーマン」から。CM でも使用さ
れているこのメロディ。 03746210 (arr. Bocook) ￥13,200 HL
13.

アルメニアンダンスより Gna,Gna

18.

(2'01") G:3-4

大ヒット映画、「グレイテストショーマン」のテーマ曲！
03746208 (arr. Murtha, Rapp) ￥13,200 HL

（2'49"）G:4

こちらも「ゲーム「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」、オ
ープニングテーマ曲！ 03746288 (arr. Conaway) ￥11,440 HL

（2'03"）G:3

「モアナと伝説の海」の主題歌。ミドルテンポでワクワク感
あるメロディ。 03746126 (arr. Holt, Conaway) ￥10,560 HL
11.

ババイェツの歌

17.

（1'50"）G:3

スペースコードから始まります。宇宙モノのショーでも使え
るこの壮大な１曲！ 03745439 (arr. Lavender) ￥13,200 HL

（2'39"）G:4

ゲーム「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」のパワフルでド
ラマチックなテーマ曲。 03746286 (arr. Conaway) ￥11,440 HL

23. 「展覧会の絵」よりバーバヤーガ （2'06"）G:4
「バーバヤーガ」のみを使用したスピード感あるアレンジに
なっています。
M675 (arr. Wallace) ￥17,600 AP
24. 交響曲第５番「運命」 (1'44") G:4
アレンジャーズ出版のセットものとは違う、ソーセード氏が
アレンジした作品！
03744621 (arr. Saucedo) ￥11,440 HL

管楽器のための教則教材、基礎練習曲

Wind

s

1. アルティメット マーチングバンド ウォームアップ
		
		
		
		
		
		
		

ジェイ・ボコック氏が管楽器セク
ション（金管楽器、木管楽器）の
レベルアップに欠かすことのでき
ない練習プログラムを作りました。
11 パターンの基礎楽譜と４つの
コラールが収録されています。
HLUMBW06 ￥4,752 HL

2. コンテスト シリーズ
		 ４曲の管楽器編成（金管楽器、木管楽器）コラールが収録
		 されています。響きを大切に感じるスキル、ダイナミックス
		 レンジの幅をマスターする簡単な練習曲としてだけでなく、
		 ショーの中での挿入にも使えます。
			
M831（by Joe Murphy） ￥14,300 AP
3. マキシマム ストレングス ウォームアップ
		
		
		
		

この楽譜はパーカッションも一緒にできる優れもの！裏拍を
明確に感じながら基礎合奏用に最適な楽譜です。スラーから
ハーモニーまで、基礎練習がメドレー形式で一つの曲に
なっています。
M727（by Gary Gilroy）￥13,200 AP

4. スウィート , スウィート スピリット (3'04") G:2-3
ウォームアップの最後にコラールで締めてはいかがですか？
M204 (arr. Dawson) ￥13,200 AP
5. バトル ヒムン コラール

(1'04") G:3

「リパブリック賛歌」をコラール風にアレンジ。ショーで
使うこともできます！
M272 (arr. Kerchner) ￥15,400 AP
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インドアドラムライン コレクション
日本でもパーカッションコンテストが始まりました。 パーカッション楽譜の専門出版社がマーチングやコンサート楽譜を組み合わせて、かっこ
いい Drumline Show を構成しています。 これを使用してパーカッションコンテストにエントリーしてみてはいかがですか？
もちろんステージドリルなどでも使用できます！ 既成の楽譜を本当に上手に繋げているので、聴くだけもかっこいいパーカッションショーです！
音源は記載されているいくつかの単曲を組み合わせて構成されています。もちろん単曲のみの購入も可能です（音源中、どの曲か分からない場合
は弊社までご相談ください）。ビジュアルは皆さんの発想で独自のショーを考えてみてください (^^)
※記載されているタイムは、単曲をカットや組み替えして演奏したときのトータルタイムになります。

EASY selection : Grade 2-3
1. EASY Show 1
ブギーマン
デジャ ブー
モー ディドゥリー
グルーブ マシーン

2. EASY Show 2

トータルタイム（5'05）

RL-9502 (Brooks) ￥8,415
RL-9404 (Putnam) ￥8,415
RL-9801 (Crockarell) ￥8,415
RL-0003 (Brooks) ￥8,415
トータルタイム（4'49）

シロフォビア
キューバン ブリーズ

RL-9504 (Putnam) ￥8,415
RL-9402 (Jebe) ￥8,415

ファンキー モンキー
ヒップスター

RL-9104 (Brooks) ￥8,415
RL-0001 (Crockarell) ￥8,415

3. EASY Show 3
ゲットルースマザーグース
キャントストップ M' レッグ
ボンゴラマ
アフロスリー

4. EASY Show 4
キャンタスティック
シューボップ

トータルタイム（5'15）

RL-9803 (Sexton) ￥8,415
RL-0104 (Brooks) ￥8,415
RL-9501 (Crockarell) ￥8,415
RL-0103 (DeLucia) ￥8,415
トータルタイム（5'33）

RL-0102 (Brooks) ￥8,415
RL-0201 (Crockaress) ￥8,415

リーフル リーキー
RL-0101 (Crockarell) ￥8,415
ブーム - ワッカ - ワッカ - ワッカ - ブーム RL-9804 (Brooks) ￥8,415

5. EASY Show 5
ロッカータとフーガ
ジャンプストリート
バッシン
ジョージ エル ロコ

トータルタイム（5'00）

RL-0305 (Brooks) ￥7,480
RL-9901 (Brooks) ￥8,415
RL-0304 (Crockarell) ￥8,415
RL-9802 (Davila) ￥8,415

6. EASY Show 6

トータルタイム（5'10）

ボンゴ ルーイ
ゴッタ ハブ イット ホット

RL-0301 (Brooks) ￥8,415
RL-9701 (Davila) ￥8,415
RL-03CS1 (Brooks) ￥6,545
RL-0404 (Hearnes) ￥8,415

モザンビーク
トラフィックジャム

7. EASY Show 7

トータルタイム（5'10）

ウォーク ザ ウォーク
ペズ

RL-0601 (Ceglia) ￥8,415
RL-9302 (Crockarell) ￥8,415

ティトズ タクシーキャブ
ヘビーメタル ジャム

RL-9102 (Brooks) ￥8,415
RL-0602 (Crockarell) ￥8,415

8. EASY Show 8

トータルタイム（4'38）

RL-0703 (Horvath) ￥8,415
RL-0702 (Crockarell) ￥8,415

ブレイズド ブルース
オワンボ
ルフス from "Bucket Beats"
オルビタル ベロシティ

9. EASY Show 9

RL-8022 ( 曲集 ) ￥6,545
RL-0903 (Hearnes) ￥8,415
トータルタイム（4'30）

ロッカータとフーガ
ウィル ウィリアム テル

RL-0305 (Brooks) ￥7,480
RL-0403 (Brooks) ￥7,480
RL-M104 (England) ￥5,610
RL-0704 (Brooks) ￥8,415

トム トム トマホーク
ブーレイ

10. EASY Show 10

トータルタイム（4'10）

RL-M504 (Crockarell) ￥8,415
RL-M201 (Hearnes) ￥8,415

シュワンキー
トラッシュ モブ

" クロスファイヤー from "Backpack O' Cadences"
RL-8044 ( 曲集 ) ￥6,545
トカンド ミー ティンバル
RL-M204 (Davila) ￥8,415

MEDIUM selection : Grade 3-4
1. MEDIUM Show 1
ソルトゥティス
サンバレロ

トータルタイム（6'00）

RL-9605 (Johnson) ￥9,350
RL-9409 (Davila) ￥9,350

チックコリア チルドレン ソング 9（Songs Set 1 より）
RL-94CS5 (Steinquest) ￥6,545
ネオン サンライズ
RL-9506 (Brooks) ￥9,350

2. MEDIUM Show 2
バジャ
シュアリー ユー ジャウスト
バリー オブ ネパール
デイライド

3. MEDIUM Show 3

トータルタイム（5'35）

RL-9909 (Mason) ￥9,350
RL-9708 (Brooks) ￥9,350
RL-94CS9 (Brooks) ￥8,415
RL-9508 (Crockarell) ￥9,350
トータルタイム（5'36）

4. MEDIUM Show 4

トータルタイム（5'36）

ミッドナイト ヴォヤージ
アイヴォイ パッセージ

RL-9905 (Wylie) ￥9,350
RL-0107 (Brooks) ￥9,350
RL-0209 (Crockarell) ￥9,350
RL-0206 (Crockarell) ￥9,350

サハラドリーム
シエスタ

5. MEDIUM Show 5

トータルタイム（6'03）

ジュピター II
クイーザー

RL-0311 (Mason) ￥8,415
RL-0306 (Hearnes) ￥9,350

CC コンガ
サミット
ガントレット

RL-0109 (Hannum) ￥9,350
RL-0108 (Davila) ￥9,350
RL-9406 (Brooks) ￥9,350

6. MEDIUM Show 6

トータルタイム（5'38）

ホーカス ポーカス
スプーキー

RL-9505 (Crockarell) ￥9,350
RL-9304 (Davila) ￥9,350

ジャマイカン ホリディ
トゥインクル タイム

RL-0406 (Brooks) ￥9,350
RL-0308 (Crockarell) ￥8,415

ジッターズ
ビヨンド ザ スター

RL-9705 (Crockarell) ￥9,350
RL-0009 (Brooks) ￥9,350

エクスカリバー
チキータ エクスプレス
ボーダーライン

RL-96CS4 (Brooks) ￥8,415
RL-9808 (Brooks) ￥9,350
RL-9806 (Brooks) ￥9,350
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MEDIUM selection : Grade 3-4

続き

7. MEDIUM Show 7

トータルタイム（7'20）

10. MEDIUM Show 10

トータルタイム（5'28）

トライフェクタ
クーリータ！

RL-0608 (Wylie) ￥9,350
RL-0208 (Hunnum) ￥9,350

フライング ガーバンゾウ
キャン キャン

フォー オブ ア カインド
サー ランセロット
チリペッパー

RL-0606 (McIntosh) ￥9,350
RL-0408 (Wylie) ￥9,350
RL-0411 (McIntosh) ￥9,350

サーカス サーカス
RL-93CS4 (Crockarell) ￥8,415
パス ザ セイバー プリーズ！ RL-0706 (Crockarell) ￥9,350

8. MEDIUM Show 8
ピコ デ パコ
パス ザ サルサ
マンボレロ
ブルーグルーブ

9. MEDIUM Show 9
インフェルノ
ハイパーノヴァ

11. MEDIUM Show 11

トータルタイム（5'38）

RL-0309 (Wylie) ￥9,350
RL-9209 (Crockarell) ￥9,350
RL-0409 (Davila) ￥9,350
RL-0705 (Wylie) ￥9,350

RL-0708 (Brooks) ￥9,350
RL-0709 (Hearnes) ￥9,350

マーチングシーズン（1st 1:22）RL-01CS9 (Brooks) ￥10,285
スヴェンガリー
RL-9809 (Crockarell) ￥9,350

トータルタイム（5'04）

デモリション ドグ
グリズリー

RL-0905 (Crockarell) ￥9,350
RL-0811 (Schletzer) ￥5,610

5th ディメンション
パッセージ トゥ カラハリ

RL-0807 (Crockarell) ￥9,350
RL-0810 (Brooks) ￥9,350

12. MEDIUM Show 12

トータルタイム（5'46）

RL-9106 (Brooks) ￥9,350
RL-9707 (Crockarell) ￥9,350

トータルタイム（5'00）

ハバナ ホット
サン ステップ

RL-M010 (Davila) ￥9,350
RL-M004 (Wylie) ￥9,350

パラス カリエンテ
マーチ オブ ザ マタダー

RL-M006 (Brooks) ￥5,610
RL-M007 (Smith) ￥9,350

13. MEDIUM Show 13

トータルタイム（5'02）

RL-M203 (Wylie) ￥9,350
RL-M803 (Curley) ￥8,415

シックス ペンス
アペックス

RL-M402 (Schletzer) ￥5,610
RL-M603 (Curley) ￥9,350
RL-M505 (Brooks) ￥9,350

バッジャー
クラウドバースト
ファイヤーストーム

ADVANCED selection : Grade 4-5
1. ADVANCED Show 1
ヘリチョプター
サンズ ライバル
メトリック リップス
マダガスカル

2. ADVANCED Show 2
アウェイクニング
ダンザン マカーブ
デス バイ ウーガ ブーガ
セブンス デグリー

3. ADVANCED Show 3
オルカ
ネプチューン
リトル グリーン マン
コヌンドラム

トータルタイム（5'11）

4. ADVANCED Show 4

RL-9410 (Crockarell) ￥10,285
RL-9606 (Brooks) ￥9,609
RL-95CS7 (Steinquest) ￥4,675
RL-9611 (Davila) ￥10,285

5. ADVANCED Show 5

トータルタイム（5'12）

プロムナード フロム バレー オブ ザ チックス イン ゼァ シェルズ
（＊曲間等に使用）
RL-10CS6 (Steinquest) ￥6,545
スウォーム
RL-0911 (Hearnes) ￥10,285

RL-97CS8 (Freytag) ￥8,415
RL-9810 (Davila) ￥10,285

RL-0912 (Davila) ￥10,285
RL-0907 (Schletzer) ￥5,610
RL-0913 (England) ￥10,285

フェイズ II
バラクーダ
マニアック

トータルタイム（6'37）

RL-9311 (Crockarell) ￥10,285
RL-0210 (Wylie) ￥10,285
RL-9712 (Brooks) ￥10,285
RL-0011 (Wylie) ￥10,285

RL-0412 (Davila) ￥10,285
RL-05CS6 (Freytag) ￥6,545
RL-0610 (Mason) ￥10,285

メンデルスゾーン 4th
レター フロム ホーム
エアリアル アタック

トータルタイム（6'46）

RL-9911 (Brooks) ￥10,285
RL-0110 (Wylie) ￥10,285

トータルタイム（5'36）

RL-0609 (Davila) ￥9,350
RL-0607 (Brooks) ￥5,610

ダイバージェンス
マッド マン マドックス

6. ADVANCED Show 6

トータルタイム（6'12）

RL-M011 (England) ￥10,285
RL-M111 (England) ￥10,285

インテンション
トラヴェイル

RL-M112 (Mason) ￥10,285
RL-M009 (Fronzaglia) ￥10,285
RL-M110 (Davila) ￥10,285

3 バイ スリー
イントゥ ザ アビス
レベル 7.4

Drop 6 - Complete selection : Grade 4-5
1. エニグマ (5'14")
この怪しい雰囲気。。。ビジュアルをしっかり作らなければ
いけませんね。 05MAR02 (by Doug Rosener) ￥32,725 D6

2. ファントムズ アンド シャドウズ (5'39")
テンポ感のある部分と怪しい部分。対照的なビジュアルで魅
せられます。
06MAR03 (by Doug Rosener) ￥32,725 D6

3. ゾディアック (6'00")
エキゾチックな雰囲気でかっこいいドラムショーです！
07MAR01 (by Doug Rosener & Mike Nevin) ￥34,595 D6

5. ピクチャー パーフェクト (6'25") G:
ご存じの「展覧会の絵」をモチーフにしたショーです。かっ
こいいアレンジ！！ 10MAR02 (arr. Brian Blume) ￥37,400 D6

6. スキュードゥ (4'52")
鍵盤楽器の楽しげなメロディと、かっこいいバッテリーセク
ショが GOOD ！
11MAR01 (by Brian Blume) ￥30,855 D6

7. サルコフィガス (4'48")
怪しく、そして芸術性溢れる展開が魅力です。なりきって
演技しましょう！ 09MAR05 (by Michael Cores) ￥34,595 D6

4. アブ オヴォ (4'38")
耳に残るフレーズが印象的。展開がありメリハリある構成が
良いですね。
08MAR03 (by Brian Blume) ￥30,855 D6
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パーカッション セレクション

ショー中のドラムショーだけでなく、定期演奏会などでパーカッションショーはいかがですか？

1. ザ フォース (1'20") G:3
「火星」のリズムをモチーフに、スピード感があってとにかく
格好いい人気曲です！
RL-9110 (Brooks) ￥10,285 RL

2. ヒドゥン アジェンダ (0'51") G:4
16 分がはまると気持ちよい！スピード感があり、勢いのある
オリジナルソロです。
RL-M205 (Brooks) ￥8,415 RL

3. ゲームランド (1'31") G:3
どこかで聞いたことがあるメロディ？あのゲーム音楽をモ
チーフにしました！
RL-9805 (O'Grady) ￥9,350 RL
＊

コメディアンズ ギャロップ
運動会の定番曲！２つのアレンジから選ぶことができます。

4.
5.

(1'29") G:3 01MAR02 (arr. Pipitone) ￥9,350 D6
(1'20") G:3-4 RL-9306 (arr. Crockarell & Dawson) ￥10,285 RL

6. ファールプレイ (0'55") G:3
「藁の中の七面鳥」。誰もが知っているこのメロディ。遊びが
ある楽しいアレンジ！ RL-0605 (arr. Crockarell) ￥7,480 RL

7. コンフリクト (1'30") G:5
映画「グラディエーター」の音楽をモチーフにした、マニア
ックなかっこいいソロ！ 11MAR02 (arr. Moore) ￥10,285 D6

8. クール (1'18") G:5
題名のとおり、クールなフレーズにスピード感あるバッテリ
ーが絡みます。
RL-M705 (Savage) ￥10,285 RL

9. エクスプローション (0'56") G:5
かなり激しい曲調とフレーズは曲間の挿入としても使用でき
るでしょう。
RL-0711 (England) ￥10,285 RL

10. ギターノ フラメンコ (0'56") G:3-4
フラメンコのハンドクラップから始まる、スパニッシュの雰
囲気を醸し出した作品です！ RL-M208 (Mason) ￥9,350 RL

11. マニフェステーション (1'22") G:5
変拍子がかっこ良く、展開も面白いアレンジになっています。
ジュリーダビラのオリジナル！ RL-0710 (Davila) ￥10,285 RL

12. ビースト モード (0'52") G:4
怪しく、荒々しい雰囲気の場面に最適なソロです！
RL-M210 (Freytag&Cokeroft) ￥10,285 RL

13. マジシャン (2'04") G:5
根強い、絶大なる人気でロングヒット曲！とにかくカッコい
いアレンジです！！
04MAR04 (Davila) ￥10,285 D6

14. ディアブロ ジャム (1'43") G:5
ブルーデビルスの Scott Johnson が書き下ろしたオシャレな
オリジナルナンバ−！ RL-9812 (Scott Johnson) ￥10,285 RL

15. ハイウェイ (2'35") G:5
高速道路を飛ばしているような、爽やかな雰囲気で、なおか
つカッコ良い作品 。 08MAR04 (arr. Burleson) ￥11,220 D6

16. エクセデス (1'16") G:5
エスニックな雰囲気のオリジナルナンバー！ シンセサイザー
は鍵盤楽器に置き換えて。 RL-M209 (England) ￥10,285 RL

17. エイリアン アンブッシュ (1'50") G:5
クラシカルなメロディにのせた、展開がおもしろいスピード
感ある作品です。
RL-0814 (Smith) ￥10,285 RL

18. トルチュガ (1'45") G:5
民族的な雰囲気の冒頭からスタート。 ブライアンメイスンの
激しいオリジナル作品です。 RL-0413 (Mason) ￥10,285 RL

19. ワイルダーネス (0'45") G:5
今どきの手数が多いバッテリー楽譜 になっています。是非と
も挑戦してみては？！
RL-M508 (England) ￥10,285 RL

20. ザラゴザ (1'18") G:5
スピード感があり、スパニッシュな雰囲気もかもし出すロン
グセラー、人気作品です。
RL-9510 (Brooks) ￥10,285 RL

21. テル イット トゥ ザ ガバナー (1'52") G:5
バンジョー奏者ベラフレックの曲。変拍子がマーチングパー
カッションに合います！
RL-0010 (arr. Davila) ￥10,285 RL

22. ストーム (1'40") G:4-5
キーボードのみの冒頭からスタート。エンディングもマリン
バだけでオシャレに。
02MAR04 (Pipitone) ￥10,285 D6

23. ベガス (1'19") G:5
軽快なキーボードのフレーズにスネアやテナーが絡んでくる
音楽的な作品です。
RL-9412 (Thompson) ￥10,285 RL

24. ワズアップ !? (1'07") G:4
明るくシンプルに始まります。各楽器のソロはトリッキーで
今どきのフィーチャー！
RL-M005 (Crockarell) ￥8,415 RL

25. パルサー (1'22") G:3-4
なぜ？沖縄音階がベースになったキーボードに、かっこいい
各楽器のソロが絡みます。
RL-0604 (Hearnes) ￥9,350 RL

26. ラ タンボナ (1'52") G:5
スパニッシュの雰囲気漂うナンバー。各楽器ソロがクールで、
音楽的な展開も素晴らしい作品です。
01MAR04 (arr. Rennick & Schietroma) ￥11,220 RL

27. アーバン (1'43") G:3-4
緊張感あるクールなメロディとスピード感溢れるナンバー で
す！
06MAR04 (arr. Boerma, Johnson, Yakas) ￥11,220 D6

28. ミッドナイト イン チュニジア (1'26") G:5
エスニックな香りが印象的！展開の質が高いアレンジです！
ロングセラー、人気曲です！ RL-9411 (Brooks) ￥10,285 RL

29. エンデバー (1'36") G:5
コンサートスネアとの掛け合いから始まる、スピード感ある
かっこいい作品！
RL-9711 (Crockarell) ￥10,285 RL

30. ブラスト オフ (1'17") G:5
ダークな雰囲気でカッコ良い展開のオリジナルナンバー。
RL-0813 (Gonzalez) ￥ 10,285 RL

31. ローリング ブラックアウト (1'09") G:4
キーボードのフレーズがカッコ良く、そこにバッテリーが
気持ちよく絡んできます。
RL-0908 (Brooks) ￥9,350 RL

32. ビニース ア ジャイアント (1'46") G:4
シンプルな編成で演奏できます。スピード感たっぷりの、
かっこいいアレンジです！ 10MAR01 Morrow) ￥9,350 D6

33. スペイン (1'15") G:3-4
故チックコリアの圧倒的な人気を誇る名作です。難易度も
手頃な作品です。
RL-9308 (arr. Brooks) ￥9,350 RL
Page 16

※表示価格はすべて「税込み価格」です

34. トレパック (0'55") G:2
くるみ割り人形から有名なこのフレーズ。易しいグレードで
もかっこいいアレンジ！
00MAR01 (Hearnes) ￥8,415 D6

35. セビリアの理髪師 (1'28") G:3
クラシックの名曲。このメロディにマーチングパーカション
が絶妙に絡みます。 00MAR03 (arr. Schietroma) ￥9,350 D6

36. ルスランとリュドミラ (1'49") G:5
ミハイル・グリンカ作曲のオペラを、Paul Rennick 氏がアレ
ンジしました！
05MAR03 (arr. Rennick) ￥11,220 D6

37. ドボルザーク #9 (1'18") G:4
爽やかなメロディから格好いいドラムソロに繋がります。
人気曲です！
RL-9910 (arr. Thompson) ￥10,285 RL

38. ベートーベン：交響曲第５番

第１楽章

(1'44") G:5

クラシック音楽の中でも最も有名な曲のひとつ。『運命』を
クールにアレンジ！
09MAR03 (arr. Hayes) ￥10,285 D6

39. ベートーベン：交響曲第９番 (2'08") G:5
年末恒例の「第九」。『歓喜の歌』をパーカッションだけで
聞かせます。
07MAR02 (arr. Wylie) ￥11,220 D6

40. チャイコフスキー：交響曲第４番 第４楽章 (2'08") G:5
チャイコフスキーの代表曲を原曲よりもテンポアップ。スピ
ード感あるアレンジです。 08MAR02 (arr. West) ￥10,285 D6

41. チャイコフスキー：交響曲第２番 第４楽章 (1'29") G:5
チャイコフスキーの作品の中では非常に陽気な楽曲のひとつ。
楽しくカッコ良く！
01MAR03 (arr. Pipitone) ￥10,285 D6

42. ショスタコーヴィッチ：交響曲第５番 (2'15") G:5
ショスタコの作品の中でも特に著名な作品『革命』をカッコ
良くまとめています！
03MAR04 (arr. Hayes) ￥11,220 D6

バッテリーパーカッションのみの楽譜です。曲中のドラムブレイク
やドラムソロ、練習曲、またはストリートビートなどでも使えます！
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

アナコンダ (50") G:5
RL-M507 (Schletzer) ￥5,610
チーター (53") G:4
RL-0707 (Schletzer) ￥5,610
イグアナ (0'45") G:4
RL-M207 (Schletzer) ￥5,610
ナイト シフト (1'00") G:4 RL-M604 (Brooks) ￥5,610
パスト クーフュー (46") G:5 RL-M506 (Reed) ￥5,610
バーン ノティス (56") G:5 RL-M804 (Davila) ￥6,545
ハンマーヘッド (53") G:5 RL-M606 (Schletzer) ￥6,545
ニィアンダソォール (1'06") G:5 RL-M703 (Brooks) ￥6,545
ショックウェーブ (48") G:4 RL-M902 (Schletzer) ￥6,545
バイパー (59") G:5
RL-M605 (Hearnes) ￥6,545
ワイルドビースト (45") G:5 RL-M008 (Wylie) ￥6,545
サード ホースマン (1'03") G:5 RL-M903 (England) ￥6,545
オン ザ ジャーニー (51") G:4RL-M404 (England) ￥7,480

RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL

＊ オン ザ ロード
		 DCI 団体が実際に使用していたストリートビート（ドラムマーチ）
		 の楽譜集です。各冊 7 曲ずつ収録されています。
￥5,610 RL

14.

			

Phantom Regiment 1985-1986
Cadets 1987-1993

			

Carolina Crown 1998-2000

...on the road

DT01

15. ...on the road (again)
			

DT07

Bridgemen 1978-1983
Bluecoats 2004

			

Carolina Crown 2003-2004

			

Magic Of Orlando 2003

			

Blue Knights 2000

			

Madison Scouts 2002

			

Spirit Of Atlanta 1987-1988

パーカッションのための教則教材
ルーディメント・楽器別教本、DVD、曲集
◆フィールドレベル
指導者のためのガイドです。リハーサルテク
ニック、ピットのセッティングや奏法、バッテ
リーパーカッションのチューニングやメンテナ
ンス、そして練習プログラムなど、多岐にわた
った教則本です。CD-ROM にはベーシッ ク楽譜
などが収録されています。 RL-1020 ￥7,480 RL

◆ルーディメンタル ロジック by ビル・バックマン
40 種類の PAS ルーディメントの他、90 以上
のルーディメントを紹介。実際に演奏しながら
説明している「ルーディメンタルビーツ」DVD
と併せればさらに効果的！ RL-1010 ￥2,805 RL
「ルーディメンタル ビーツ」DVD 080BBRUB ￥5,610 RL

◆クォード ロジック by ビル・バックマン
写真やイラストが豊富で非常にわかりやすく
合理的な練習法を紹介。実際に演奏しながら
説明しているテナードラム教則 DVD「リーフト
ビーツ」と併せればさらに効果的！超絶技巧な
テクニックも必見！
RL-1009 ￥2,805 RL
「リーフト ビーツ」DVD

080BBRB ￥5,610 RL

◆ベース ロジック by ビル・バックマン
写真やイラストが豊富で、わかりやすく練習
法が紹介されています。おそらく唯一のマーチ
ングベースドラム教則本。 RL-1015 ￥2,805 RL

◆ルーディメンタル クックブック
すべてのドラマーのためになるルーディメン
ト教本。練習曲 25 曲入り！練習 CD 付き。
		
RL-1001 ￥3,740 RL

◆ジャスト デザート
「クックブック」にはない新しいルーディメン
トと、簡単なものから難しいものまで 25 のス
ネアソロが収録。CD 付き RL-1012 ￥3,740 RL

◆ライフズ リトル ハイブリッド ルーディメント ブック
今日演奏されている、最も人気のある 40 の
ハイブリッドルーディメントを収録した、最新
ルーディメント教本です。 RL-1031 ￥1,870 RL

◆モダン マルチテナー テクニック＆ソロ
元祖マルチテナー用教本です！初級から超上
級まで練習曲が 16 曲掲載。
RL-1003 (by Julie Davila) ￥2,805 RL

◆ブルーブック
アメリカ DCI のインディビジュアルコンテス
トなどで演奏されたスネアソロ、テナーソロ、
そしてバスドラムアンサンブル。全 40 の楽譜
が収録されている！
TSPB-BB ￥5,500 TS

フロントピット教則本
◆アップフロント
フロントピット専用教本！ 70 種類以上に及
ぶピット楽器の使用法を写真入りで解説！
TSPB-06 (by Jim Casella & Jim Ancona) ￥9,900 TS

◆アップフロント エチュード
「アップフロント」の次ステップ版！練習曲
集で更なるレベルアップを！デモ CD も付属。
		
TSPB-10 (by Jim Ancona) ￥6,600 TS

◆シンプリー ４
鍵盤楽器の 4 本マレットを習得するための教
則本。スティーブンスグリップとバートングリ
ップを多くの写真とともに細かく説明。
		
TSPB-S4 (by Gifford Howarth) ￥5,000 TS

BLUE DEVILS：スコット・ジョンソン氏の教則本
DEVILS：スコット・ジョンソン氏の教則本
◆プログレッション

【プロモーション】

４つのグレードに分けられた 15 のソロ曲集。
スコット・ジョンソン氏の模範演奏 DVD 付き。
		
RL-1023 ￥3,740 RL

◆チョップス

【サンプルスコア♫】

30 の練習曲と 7 つのソロ楽譜が収録されて
います。
RL-1028 ￥2,805 RL

◆リズム オブ ミュージック 【サンプルスコア♫】
スコット・ジョンソン氏が、コンサートスネ
アのための、30 パターンの練習曲をプロデュー
スしました。
RL-1030 ￥2,805 RL

◆ Para-Dise

【参考動画】

もっともポピュラーなルーディメント「パラ
ディドル」をベースに作られた練習曲。		
		
RL-SBD001 ￥3,740 RL

◆ Devils - 16th

【参考動画】

16 分音符をベースに作られた練習曲。		
		
RL-SBD007 ￥3,740 RL

◆ Blue Devils Battry Warm-Up Pak
名実共に人気ナンバーワンの BLUE DEVILS
のウォームアップ集。 RL-SBD006 ￥4,675 RL
Page 17

※表示価格はすべて「税込み価格」です

ノベルティ アンサンブル

バケツなどを使って楽しく手軽に音楽を作り演出することができます。演奏会のプログラムとしても重宝されます！

1.

ミ ターザン

（2'08"）G:3

コレが原点！身体を叩いたり足踏みしたり、どこでもできる
いわゆるボディパーカッションです！
サンプルスコア♫
RL-95CS5（Chris Crockarell）￥4,675 RL
2.

クラップ ハッピー

（3'03"）G:3

手を叩いたり、指をならしたり、地面を踏んだり、、、手軽に
できます。
サンプルスコア♫
RL-04CS7（Chris Crockarell）￥4,675 RL
2.

スラップハッピー

クリーン スイープ

10.

コミック リリーフ

ブルームズ ヒルダ

11.

20.

8.

ディナーズ クラブ

（3'06"）G:3

5.

ダブル ドリブル

（4'15"）G:3

バスケットボールのみを使用する手軽なアンサンブルです。
振り付けもいれるとさらに格好良くなるでしょう。
サンプルスコア♫ ・ 【参考動画】
RL-03CS4（Chris Brooks）￥5,610 RL
18.

リサイクルド

（1'52"）G:3-4

スティックとプラスチック製のバケツのみを使用したシンプ
ルな曲です。ドラムや他のものを叩いてもおもしろいかも？
価格もお手頃！
【参考動画】
RL-09CS4（Julie Davila）￥2,805 RL
21.

ヘッドラインズ

（4'15"）G:3-4

新聞紙のみを利用した手軽なアンサンブルです。体全体を
使って、楽しく演出できるプログラムです。
サンプルスコア♫ ・ 【チュートリアル】
RL-08CS14（Julie Davila）￥4,675 RL
3.

ジャンクヤード ルンバ

（2'58"）G:4

リベットがついたブリキのバケツを
使用します。STOMP でも同じよう
な演目がありました。格好良く演出
できるプログラムです。
【参考動画】 ・ 【チュートリアル】
RL-05CS9（Julie Davila）￥6,545 RL

（4'15"）G:4

スティック シュティック

（3'17"）G:2-3

スティッキン ガーベッジ

（2'31"）G:4

大きな金属製のバケツを使用します。数が多ければ多いほど
効果は抜群です！
サンプルスコア♫
RL-97CS9（Ed Argenzino）￥3,740 RL
7.

コーヒー ブレイク

（6'00"）G:3-4

スティック、マレットのメーカー " イノベイティブ パーカッ
ション " からもコーヒーカップを使用した楽譜が出版されて
います！
【参考動画】
E-MF-COF（Mark Ford）￥5,280 IP

（3'19"）G:3

台所にある食器などを使用した、音色多彩な面白い曲です。
強く叩くとガラスは割れるので、マイクの使用がオススメ！
サンプルスコア♫
RL-98CS4（Chris Crockarell）￥5,610 RL

ノイズ オン

長い木の棒とスティックのみを使用したシンプルな曲です。
サンプルスコア♫
RL-00CS2（Chris Brooks）￥5,610 RL

デッキブラシを使用した曲です。
ステージングや振り付けの解説付き。
サンプルスコア♫
RL-97CS5（Chris Crockarell）￥5,610 RL

（2'45"）G:4

新聞紙のみを利用した手軽なアンサンブルです。体全体を
使って、楽しく演出できるプログラムです。
サンプルスコア♫ ・ 【チュートリアル】
RL-02CS8（Chris Crockarell）￥6,545 RL

（2'50"）G:3

ハンドクラップとスティックだけでも演奏できるので、手軽
なのが売りです！
サンプルスコア♫
RL-01CS7（Chris Crockarell）￥5,610 RL
15.

4.

（3'31"）G:3-4

デッキブラシ、バケツ、ちりとりなどを使用した曲です。
サンプルスコア♫ ・ 【チュートリアル】
RL-09CS9（Chris Crockarell）￥4,675 RL

ストール ピジョン

ブラストの休憩時間におこなわれる
「インターミッション」でもお馴染み
の、木製イスを使用した、４〜８人で
演奏できる楽譜です。
【参考動画】
RL-13CS13（Julie Davila）￥4,675 RL

（3'45"）G:3

上と同様、手を叩いたり、地面を踏んだり、
、、いつでもどこ
でも手軽にできる作品です。
サンプルスコア♫
07CMP04（Joel Smales）￥6,545 D6
16.

12.

14.

ヘッド トーク

G:3-4

上に同じく、５人のプレイヤーで様々なドラムヘッドを使用
してアンサンブルします。
【参考動画】
E-MF-HTA（Mark Ford）￥5,456 IP
22. ショート サーキット （3'50"）G:4
ブラックライトを使用し、BGM に合わせて演奏します。
4、8 人または１２人のスネアドラムで演技します。光るステ
ィックの魅せ方はアイデア次第！
【参考動画】
RL-99CS2（Lalo Davila）￥7,480 RL
23. ハイボルテージ （4'35"）G:4
ショートサーキット同様ブラックライトを使用し、BGM に合
わせて演奏します。ショートサーキットとは違い、スネア６
台とテナー２台、そしてタムなどを使用します。【参考動画】
RL-02CS4（Lalo Davila）￥7,480 RL

楽器ではないもの（掃除用具、台所用品、椅子、バケツ）を使用した
アンサンブルが何曲か収録されているお得なパックです。初心者の小学
生や中学生など、すべての学生が正確なリズムを勉強をするのに最適な
ツールです。学校の授業にも使えるプログラムです。
G:2-3（Lamar Burkhalterl）各￥7,480 RL

24. ノベルティ ジャムズ

RLNJAMZ01

Bucket Jam【参考動画】／ Broom Jam【参考動画】
Chair Jam【参考動画】／ Kitchen Jam【参考動画】
Body Jam【参考動画】／ Jumble Jam【参考動画】
24. ノベルティ ジャムズ TOO ！

RLNJAMZ02

Eatz 【参考動画】／ Scientz【参考動画】
Bottlz【参考動画】／ Sitz【参考動画】／ Sportz【参考動画】
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"Row-Loff", "Drop6" パーカッション楽譜

「攻略の手引き」

このカタログに載っている「Row-Loff」や「Drop 6」のパーカッション楽譜は絶大な人気を誇り、多くのお客様から好評いただいております。
しかしデモ CD を聞いてもわかるように、カッコ良いアレンジが多いけれど難易度が高く「やりたいけど難しくてできない。。。」という声が
聞こえてきます。そこで、曲の雰囲気を崩さずにいかに簡単にアレンジできるか、５つのポイントをここにご紹介させていただきます。
これを学ぶことで、難易度にかかわらない選曲が可能になり、皆さんの団体のレパートリーの幅が大きくなること間違いありません。

1. フラムを取る

2. ダブルストロークをシングルに替える
ドラッグ、ショートロールはもとより、場合によってはロングロールもシン
グルストロークになおして演奏することもできます。

A

上のようなパターンからフラムをすべて取り除いても、アクセントが楽譜
通りに付いていればアンサンブル上何も問題ありません。フラムが苦手な
場合は思い切ってすべて取ってしまいましょう。

〇フラムとダブルストップについて
「フラム」は基本的にスティックハイト、タイミングとも左右の手で差を
つけなければならず、両方とも差をつけてはいけない「ダブルストップ」
とは根本的に違います。解釈に注意が必要です。

➡ フラム

×

B

C
（A）からただ単にドラッグや
ロールを取り去り（B) のように
してしまうと音楽でなくなって
しまうが、ニュアンスを理解した上でアクセントを付け足し、（C）のよう
に手直しすれば、無理なく演奏できる上に音楽性も損なわれません。

➡ ダブルストップ

3. 手順などを変更する（テナードラム）
A

（A）のパターンでは小節の
境目で左手が重複し、演奏
しずらい状態になっていま
すが、（B）のように簡単な
ルーディメント（パラディ
ドル）を用いて書き直せば、
ニュアンスを損なわずに
演奏しやすい手順になります。

B

（D）のスネアのロングロールをすべて 16 分音符に直して演奏するのは、
いささか抵抗を感じてしまうが、（E）のような少々の工夫で演奏する側の
気恥ずかしさは激減し、聞く側は最初からそういうものだったと思って
しまうでしょう。

テナードラムだけでなく、スネアドラムでも難しいルーディメントの手順を
簡単な手順に直すことも出来るかともいます。

4. 叩く場所を変更する（テナードラム）
A

1. 手順は右から左なのに、左のタムから
右のタムへ移動しなければならない。
2. 手順は左か右なのにタムの移動は
右から左。

B

（A）では下線部分の手順と
楽器上の手の移動の方向が
反対になっており非常に
演奏しずらいですが、
（B) のように直せば上昇
下降のパターンを崩すこと
なく、演奏しやすい状態を
作ることができます。

5. パルスの変更による読み替え
A

（A）のようなパターンを拍
ごとに捉えていくと多少やや
こしさを感じてしまいますが、
（譜面から感じ取れるパルス１＋１＋１＋１＝４）
冷静になって（B) のように
16 分音符 6 個を一組でくくり
直してみれば、ただの「ダブ
B
ルパラディドル」や「パラディ
ドルディドル」になります。
（譜面から感じ取れるパルス１. ５＋１. ５＋１＝４）

ルーディメントについて・・・・・
数多くのマーチングパーカッション楽譜のすべては、使う側（プレイヤー、インストラクターを問わず）が N.A.R.D.（ナショナル・
アソシエイション・オブ・ルーディメンタル・ドラマー）の定めた 26 種類のルーディメント程度は学習済みであることを、大前提として
創作されています。実際にはグレード４を超えると、N.A.R.D. のルーディメントだけでは対応できない部分を含む作品が少なからず出版
されているようです。「Row-Loff」や「Drop 6」のアドバンスレベルの作品に余裕を持って取り組むには、少なくとも 60 種類程度のルーディ
メントを把握しておく必要があると思われます。現時点でのルーディメントの総数は 100 種類以上あるとも言われています。しかし「増
え続けるアルファベット」とも言える性格上、大量に記憶すれば良いとばかりは言えません。辞書１冊分の単語を記憶していても文法を
理解していなければ文章を解読できないのと同じことが起こりえます。
現在では様々な種類の「参考書」が発売されています。以前はマーチング専門の打楽器の教則本など無いに等しかったのですが、今は
プレイヤーが使用するタイプの教則本から、指導者が学べる「教科書ガイド」のようなもの、そしてデイリーなウォームアップのプログ
ラムなど様々な書籍がでています。それらを必要に応じて勉強することで、今よりさらにステップアップすることが可能になるでしょう。
17 ページの教則教材紹介を参照ください。

