今月のおすすめ輸入楽譜
◆ 輸入楽譜をご注文いただく前に ◆
●
●

 入楽譜の価格は、為替レートの変動や出版元の定価改正、重版などの理由により常に変動いたしますので、
輸
予めご了承ください。
商品は一部を除いて海外発注となります。納期は当サイトの各商品情報にてご確認ください。

鍵

盤

楽

器

Busy Lizzy & Lazy Daisy: 不思議な花の 16 のピアノ小品
Busy Lizzy & Lazy Daisy: 16 Curious Flower Pieces for Piano

お花からインスピレーションを得て作られたユニークな16
曲です。比較的易しいですが、ちょっと不思議でステキな
楽曲が多いので、オシャマにピアノを弾きたい女の子には
お似合いの曲集です。

●ブライトコップ & ヘルテル社
●注文番号 GYP00126687 ●予定定価［本体 3,500 円＋税］

ピアノのための作品集／Mahlert 編
Spielbuch fur Klavier/Ed. Mahlert

ピアノを始めたばかりの子どもでも初めから両手奏が楽し
めるテクニック & レパートリー集です。レパートリー集の
中には、みなさんがよく知っている作曲家の楽曲も含まれ
ています。かわいいイラスト入りで、楽しく練習できるこ
とでしょう。

●ブライトコップ & ヘルテル社
●注文番号 GYP00126688 ●予定定価［本体 4,500 円＋税］
弦

ベートーヴェン Ludwig van BEETHOVEN

楽

器

バイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61
／児島新編／ギドン・クレーメル・エディション

Violin-Konzert D-Dur Op.61/Gidon Kremer Edition/Ed. Kojima

70 歳を迎えたギドン・クレーメルとヘンレ原典版がコラボ
レーションした贅沢な一品が登場。クレーメルの横顔をあ
しらったボックスに、クレーメルによる運指、カデンツ、
解説入りのバイオリンパート譜と、ピアノ・リダクション
版が入っています。カデンツ部分にもオーケストラのスコ
ア＆パート譜が付いています。

●ヘンレ社 2 冊セット、化粧箱入り
●注文番号 GYS00126799 ●予定定価［本体 9,800 円＋税］
室

ベートーヴェン Ludwig van BEETHOVEN

内

楽

弦楽四重奏曲 第 12 番 変ホ長調 Op.127
／原典版／デル・マー編
Streich-Quartett Es-dur Op.127/Urtext/Ed. Del Mar

ベートーヴェン研究の第一人者、ジョナサン・デル・マー
氏が、草稿に至るまで全ての資料を検証し直し、作曲者の
意図により近づけ従来版の誤りを正した最新原典版。スコ
アと校訂報告は別売です。

●ベーレンライター社 パート譜セット（スコアなし）
●注文番号 GYS00126474 ●予定定価［本体 5,300 円＋税］
■スタディスコア
●注文番号 GYA00127093 ●予定定価［本体3,100円＋税］

ボルヌ Francois BORNE

管

楽

器

カルメン幻想曲 & オペラ「ヒラルダ」より情景

（フルートとピアノ）／ヴィーゼ編
Fantaisie Brillante sur L'Opera "Carmen" & Scene from The Opera
"Giralda"(Fl,P)

19世紀フランスの作曲家でフルート奏者でもあったフラン
ソワ・ボルネによる、ビゼーによるオペラ「カルメン」の
テーマと、アドルフ・アダムのオペラ「ヒラルダ」からの
初の「シェーン」のテーマの「ファンタジー・ブリリアント」
の 2 曲を収載しています。バイエルン放送交響楽団の首席
奏者ヘンリック・ウィーゼの監修曲集です。
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注文番号、商品画像をクリックすると
詳細をご覧いただけます！

カーナウ James CURNOW

ネクサス - ソロ・トランペットと吹奏楽のための：
ピアノ・リダクション版
Nexus for Solo Trumpet, Winds and Percussion: Piano Reduction

吹奏楽作曲家で著名なジェームズ・カーナウのトランペッ
トと吹奏楽のための作品のピアノ・リダクション版です。
タイトルの「ネクサス」は繋がり、結びつきを意味し、作曲
者カーナウと教育家アルフレッド・ワトキンスとの友情を
元に作曲されました。アルフレッドの息子クリストファー・
ワトキンズをソリストにバーミンガム・ウィンドシンフォ
ニーによって初演されました。楽曲は快活なモチーフと
深淵なバラードのメロディとの対比で構成され高度なテク
ニックも要求されます。

●ハル・レナード社 トランペットとピアノ
●注文番号 GYW00126956 ●予定定価［本体 3,800 円＋税］

ゼレンカ Jan Dismas ZELENKA

コ

ス

ア

ミサ・ヴォティヴァ ホ短調 ZWV 18／原典版／クビーク編
Missa Votiva e-moll ZWV 18/Urtext/Ed. Kubik

大バッハと同時代を生きたボヘミア出身のバロック作曲家、
ゼレンカのミサ曲です。彼の作品は当時バッハからも大変
高い評価を受けていました。
「Das Erbe deutsche Musik（ド
イツ音楽遺産）
」シリーズを基にした学術的批判校訂版。

●ブライトコップ & ヘルテル社 指揮者用大型スコア
●注文番号 GYA00126946 ●予定定価［本体 18,600 円＋税］

ドヴォルザーク Antonin DVOŘÁK

バイオリン協奏曲 イ短調 Op.53／原典版／Cividini 編
Concerto for Violin and Orchestra A minor Op. 53/Urtext/Ed. Cividini

ドヴォルザークならではの民族色溢れるバイオリン協奏曲。
初版を基にしたベーレンライター原典版ですが、作曲家の
自筆譜も考慮することにより、初版やそれ以降の版では曖
昧とされていた記譜を明確にしています。

●ベーレンライター社 指揮者用大型スコア
●注文番号 GYA00127084 ●予定定価［本体 12,500 円＋税］

ワイル Kurt WEILL

声

楽

ジングシュピール「マハゴニー」

（独語・英語）／G. シューベルト編：ヴォーカル・スコア
Mahagonny-Songspiel/G,E/Ed. G. Schubert: Klavierauszug

「三文オペラ」で知られるクルト・ワイルの、仮想都市「マ
ハゴニー」を舞台としたコミック・オペラのヴォーカル・ス
コアが発売されました。クルト・ワイル全集に基づく実用
的なピアノ・リダクション版。
●ウニヴァザール社
●注文番号 GYC00126374

●予定定価［本体 10,600 円＋税］

ヴェルディ Giuseppe VERDI

オペラ「リゴレット」

（伊語・英語・独語）／ヴェルディ全集版／Chusid 編：ヴォーカル・スコア
Rigoletto/I,E,G/Edizione Critica/Ed. Chusid: Vocal Score

自筆譜やあらゆる資料を見直した批判校訂版。譜面も実用
に適した読みやすいレイアウトになりました。

●リコルディ社 ピアノリダクション版
●注文番号 GYC00126829 ●予定定価［本体 6,500 円＋税］

●ウニヴァザール社 フルートとピアノ
●注文番号 GYW00126783 ●予定定価［本体 5,100 円＋税］

●本誌に掲載されている輸入楽譜の価格はいずれも 2017 年 5 月現在のものであり、為替の変動などにより予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
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ヘンレ社

鍵盤楽器（ピアノ ･ ソロ）
Keyboard Instruments

J.S. バッハ

Johann Sebastian Bach

フランス組曲全曲 BWV 812-817/Scheideler 編 /Schneidt 運指
■運指あり ●注文番号 GYP00125998 ●予定定価［本体 2,800 円＋税］
■運指なし ●注文番号 GYP00125999 ●予定定価［本体 2,800 円＋税］
■布装 ( 運指あり ) ●注文番号 GYP00127042 ●予定定価［本体 5,900 円＋税］
GYP00071957( 運指あり )、GYP00054174( 運指なし ) の改訂新版
資料の新しい評価に完全に基づき、最近の版を系統的に研究した原典版
■ どんな演奏者にとっても中心となる作品
■
■

フローベルガー

Johann Jacob Froberger

鍵盤楽器のための作品選集 /Wollny 編
●注文番号 GYP00125758

●予定定価［本体 2,500 円＋税］

とても美しい旋律で演奏しがいのある作品
■ レッスンにはもってこいの一曲
■ 学習者、古楽の専門家など、あらゆる演奏者向け
■

ヤナーチェク

Leos Janácek

霧の中で /Zahrádka 編 /Várjon 運指
●注文番号 GYP00125363

●予定定価［本体 3,000 円＋税］

1924 年の改訂版を基にし、さまざまな資料、版、初版の重版などによっても
たらされる複雑な情報を整理して収載した新版。
■ ヤナーチェク専門家 Dénes Várjon による運指
■ 洗練された音楽、技巧的でユニークな調性
■

ラヴェル

Maurice Ravel

「鏡」より 洋上の小舟 /Jost 編
●注文番号 GYP00125753

●予定定価［本体 1,900 円＋税］

GYP00050909 の単曲版
■ 単曲での原典版としては唯一の出版
■ 大きめの版型
■ 学習者、プロフェッショナル向け
■

サン・サーンス

Camille Saint-Saëns

ピアノ協奏曲 第 2 番 ト短調 Op.22
/Jost 編 /Rogé 運指 : ピアノ ･ リダクション版 (Umbreit)

●注文番号 GYP00125362

●予定定価［本体 5,300 円＋税］

サン・サーンスのピアノ協奏曲の中で最も人気のある作品
オーケストラ用演奏譜は Durand 社からレンタル譜として出版あり
■ 学習者、プロフェッショナル向け
■
■
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●本誌に掲載されている輸入楽譜の価格はいずれも 2017 年 5 月現在のものであり、為替の変動などにより予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

ルモワンヌ社

管楽器新刊

Une Flute Itinerante
: CD 付
LESBURGUERES Jacques

フル ートとピ アノの ため の
10 のラテン･ アメリカ風小品

アルバニア民謡集
NONAJ Gjovalin

: CD 付
ARRIAGADA Sergio

伝統的なアルバニアの旋律と舞
曲を集めました。C 調楽器用に
編曲されています。

フランス、日本、インドの音楽
スタイルを織り込んだ、6 つの
小品集です。中級演奏者向け。

10 のラテンアメリカ小 品 集 で
す。初心者にオススメ。

■フルート・ソロ
●注文番号 GYW00126857
●予定定価［本体 4,600 円＋税］

■フルートとピアノ
●注文番号 GYW00126858
●予定定価［本体 6,200 円＋税］

■ C 調 楽 器 ( メロディーライン
＋コード )
●注文番号 GYP00126042
●予定定価［本体 4,600 円＋税］

24 Pièces pittoresques
en Pays de Loire
SIMON Jean-Pierre

フランスのペイ・ド・ラ・ロワール地方
にインスパイアされており、その情
景が目に浮かぶような 24 の小品
集です。やさしくもありながら革新
的なアレンジのこの作品は、試験
やオーディションにおすすめです。
■サクソフォン教本・練習曲
● 注文番号 GYW00126217
●予定定価［本体 4,200 円＋税］

< 一押し吹奏楽新譜特集 >
定期演奏会やコンクール向けなど特におすすめの新譜レパートリーをご紹介します！
ベネット , Harold（フィルモア , Henry）

ベートーヴェン , Ludwig van

エルガー, Edward

／L. クラーク編曲：スコアとパート譜セット

／ブルーベイカー編曲：スコアとパート譜セット

／グローヴァー編曲：スコアとパート譜セット

ノーマル（マーチ）

20 世 紀 の 米 国 作 曲 家、 バ ン
ドリーダーとしても有名な
ヘ ン リ ー・ フ ィ ル モ ア の 明
るいマーチ。カール・フィッ
シャー社の筆頭作曲家のラ
リー・クラークによる現代の
吹奏楽編成でも演奏しやすい
編曲版。パレードなどにも最
適です。

歓喜のフラッシュ・モブ（交響曲 第 9 番「歓喜の歌」より）
ネットや口コミで呼びかけ突
如街角でパフォーマンスを繰
り広げるフラッシュモブ。こ
の作品はベートーベンの第九
の「歓喜の歌」を題材にトロン
ボーン、クラリネット、トラ
ンペットなどのソリストでス
タート。終盤はドラムセット
も加わり、スウィング調で華
やかに締めくくります。

愛の挨拶 Op.12

エルガーの 最 も 有 名 な 小 品 を
ソリストと吹奏楽にアレンジし
ました。ソロはフルート、オー
ボエ、クラリネット、トランペッ
ト、アルト・サクソフォン、ホ
ルン、ユーフォニアムなどどの
楽器でも可能。吹奏楽部内の
ソリストを 立 てた 定 期 演 奏 会
などのレパートリーに 最 適 で
す。

●カール・フィッシャー社
●注文番号 GYW00124086 ●グレード：2
●演奏時間 2：13 ●予定定価［本体 18,000 円＋税］

●アルフレッド社
●注文番号 GYW00121999 ●グレード：2.5
●演奏時間 2：30 ●予定定価［本体 10,300 円＋税］

●バーンハウス社
●注文番号 GYW00123317 ●グレード：3
●演奏時間 3：11 ●予定定価［本体 13,600 円＋税］

ロジャーズ , Richard & ハマースタイン , Oscar

ピアソラ , Astol

ソーセイド , Richard

ロングフィールド編曲：スコアとパート譜セット

／マーサ編曲：スコアとパート譜セット

「サウンド・オブ・ミュージック」より ドレミの歌
定 番 曲「 サ ウ ン ド・ オ ブ・
ミュージック」より ドレミの
歌をロバート・ロングフィー
ルドがグレード 2、中学校初
級バンドでも充分に取り組め
る作品にしました。コンサー
トのポピュラー・ステージに
使用できます。

●ハル・レナード社
●注文番号 GYW00123631 ●グレード：2
●演奏時間 2：55 ●予定定価［本体 9,000 円＋税］

リベルタンゴ

ピアソラ・ブームの折り、チェ
リストのヨーヨー・マの CM
で非常に有名になったリベル
タンゴの初級バンド用編曲が
登 場！ リ ズ ム は ラ テ ン の
ロック・スタイルになってい
ます。

●ハル・レナード社
●注文番号 GYW00123588 ●グレード：2
●演奏時間 2：28 ●予定定価［本体 9,400 円＋税］

雲の中へ！（フレックス編成版）
スコアとパート譜セット

昨年のジャパン・バンドクリ
ニックに来日したリチャー
ド・ソーセイドの名曲「雲の
中へ！」のフレックス編成版。
パワフルな打楽器のリズムと
金管楽器のファンファーレが
響きます。コンクールにも最
適です。

●ハル・レナード社
●注文番号 GYW00123654 ●グレード：2-3
●演奏時間 1：50 ●予定定価［本体 9,900 円＋税］

●本誌に掲載されている輸入楽譜の価格はいずれも 2017 年 5 月現在のものであり、為替の変動などにより予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
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ショット社

カプースチン：ピアノ作品刊行リスト

さらに
続々
出版予定

Nikolai Kapustin – published by Schott Music

実
シリーズ充
中
好評発売

『８つの演奏会用エチュード』
『24 のジャズ・プレリュード Op.53』に続く
全 27 巻シリーズがますます充実 !!
著名なピアニストであり作曲家でもあるニコライ・カプースチンは、クラシックとジャズの要素を見事に融
合した作品で名声を得ています。2017 年に 80 歳の誕生日を迎えるカプースチンのピアノ作品がショット
社より続々出版されています。
「ピアニストは、進化する」の著者で、近年話題のこのロシア人作曲家の作品の研究と普及活動において日
本の第一人者として知られる川上昌裕さんに、カプースチンの楽曲との出会いや想いについて語っていただ
いたサイトもぜひご覧ください。

QR コード

カプースチン特集サイトは下記 URL またはこちらの QR コードからご覧いただけます。→
http://gakufu-ymm.com/feature/kapustin/index.html
商品番号

GYP00124766
GYP00124764

4

タイトル

8 つの演奏会用エチュード Op.40（全曲）
24 のジャズ・プレリュード Op.53

ジャンル

ダントツ
人気 !!

ピアノ・ソロ
ピアノ・ソロ

予定価格
( 税抜 )
¥3,900
¥5,100

好評発売中
好評発売中

GYP00115274

24 の前奏曲とフーガ Op.82 第 1 巻

¥5,800

好評発売中

GYP00115275

24 の前奏曲とフーガ Op.82 第 2 巻

ピアノ・ソロ

¥5,800

好評発売中

GYP00111086

ピアノ・ソナタ 第 3 番 Op.55

ピアノ・ソロ

¥3,300

好評発売中

ピアノ・ソロ

GYP00111512

ピアノ・ソナタ 第 7 番 Op.64

ピアノ・ソロ

¥3,300

好評発売中

GYP00113344

ピアノ・ソナタ 第 10 番 Op.81

ピアノ・ソロ

¥3,300

好評発売中

GYP00114977

ピアノ・ソナタ 第 11 番 Op.101（オーソライズ版）

ピアノ・ソロ

¥3,300

好評発売中

GYP00111511

ピアノ・ソナタ 第 13 番 Op.110

ピアノ・ソロ

¥3,300

好評発売中

GYP00115176

ピアノ・ソナタ 第 14 番 Op.120（オーソライズ版）

ピアノ・ソロ

¥3,300

好評発売中

GYP00115301

ピアノ・ソナタ 第 15 番 Op.127「幻想風ソナタ」

ピアノ・ソロ

¥4,000

好評発売中

GYP00115177

ピアノ・ソナタ 第 16 番 Op.131（オーソライズ版）

ピアノ・ソロ

¥3,300

好評発売中

GYP00115499

ピアノ・ソナタ 第 17 番 Op.134（オーソライズ版）

ピアノ・ソロ

¥3,300

好評発売中

GYP00117855

ピアノ・ソナタ 第 18 番 Op.135

ピアノ・ソロ

¥3,600

好評発売中

GYP00121062

ピアノ・ソナタ 第 19 番 Op.143

ピアノ・ソロ

¥3,600

好評発売中

GYP00121063

ピアノ・ソナタ 第 20 番 Op.144

ピアノ・ソロ

¥3,300

好評発売中

GYP00118657

ダイアログ Op.148

ピアノ・ソロ

¥2,800

好評発売中

GYP00117703

短いけれど超絶技巧の練習曲 Op.149

ピアノ・ソロ

¥2,100

好評発売中

GYP00117704

誰も完璧ではない Op.151

ピアノ・ソロ

¥2,800

好評発売中

GYP00117705

危ういピアニスト Op.152

ピアノ・ソロ

¥2,800

好評発売中
好評発売中

GYP00117706

放浪 Op.153

ピアノ・ソロ

¥2,100

GYP00119806

8つの演奏会用エチュード Op.40より 第3番
「トッカティーナ」ピアノ・ソロ

¥1,900

好評発売中

GYP00124760

好奇心 Op.157

¥2,100

好評発売中

ピアノ・ソロ

GYP00124761

雨模様 Op.159

ピアノ・ソロ

¥2,100

好評発売中

GYP00124763

夜明け Op.26

ピアノ・ソロ

¥1,700

GYP00124762

ピアノ・ソナタ 第 1 番 Op.39「ソナタ・ファンタジー」

ピアノ・ソロ

¥3,600

好評発売中

好評発売中

GYP00124765

変奏曲 Op.41

ピアノ・ソロ

¥2,500

好評発売中

●本誌に掲載されている輸入楽譜の価格はいずれも 2017 年 5 月現在のものであり、為替の変動などにより予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

NEW

