
エレクトーン曲集　発売状況一覧 H30.12.17現在

※メーカー・問屋在庫状況・店舗在庫状況を元に作成しております。場合によっては品切れ・再販未定・絶版となる
商品がございます。在庫確認をご希望の方はスタッフへお気軽にご相談ください。

【ＳＴＡＧＥＡシリーズ５～３級】

★ポピュラー★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<2> ファンキー・ブラス ｿｳﾙ･ｲﾝﾄﾛ～ｻﾞ･ﾁｷﾝ～ﾘﾊﾞﾃｨ･ｼﾃｨﾒﾄﾞﾚｰ 村上``ﾎﾟﾝﾀ''秀一 発売中

SAMBA DE恋して PE'Z

ｳｫｰﾀｰﾒﾛﾝ･ﾏﾝ

ｻﾞ･ｻｲﾄﾞﾜｲﾝﾀﾞｰ GRP ALL-STAR BIG BAND

ｽﾍﾟｲﾝ 熱帯JAZZ楽団

<4> テレビ･テーマ･ミュージック Road Of Gokusen-Return Version ﾄﾞﾗﾏ｢ごくせん｣ 発売中

その時歴史が動いた　ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾃｰﾏ NHK｢その時歴史が動いた｣

Open Mind ﾃﾚﾋﾞ朝日｢報道STATION｣

伝説、そして神話へ～ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ～ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢義経｣

炎上～蝶のﾜﾙﾂ～華のﾜﾙﾂﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢大奥　第一章｣

<5> Ｊ－インストゥルメンタル 情熱大陸～ｴﾄﾋﾟﾘｶﾒﾄﾞﾚｰ 葉加瀬太郎 TBS｢情熱大陸｣ 発売中

Dear modestman coba ﾃﾚﾋﾞ東京｢美の巨人たち｣

Oriental Wind 久石譲

Dry&Wet 千住明 ｱﾙｺｰﾙ飲料CM

Stargazer 松谷卓 ﾃﾚﾋﾞｱｻﾋ｢ｽｰﾊﾟｰJﾁｬﾝﾈﾙ｣

<6> ＴＶ＆ＣＭ洋楽セレクション ﾄﾞﾗｺﾞｽﾃｱ･ﾃﾞｨﾝ･ﾃｲ～恋のﾏｲｱﾋ～ O-ZONE ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ｢SMAP×SMAP｣ 発売中

ﾄﾜｲﾗｲﾄ ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾗｲﾄ･ｵｰｹｽﾄﾗ ﾄﾞﾗﾏ｢電車男｣

ｻﾝﾃﾞｲ･ﾓｰﾆﾝｸﾞ ﾏﾙｰﾝ5 CM｢TOYOTA Vit's｣

ｼﾞｬｰｸ･ｲｯﾄ･ｱｳﾄ ｼｰｻﾞｰｽﾞ CM｢iPod shuffle｣

ﾎﾜｯﾄ･ｱ･ﾌｰﾙ･ﾋﾞﾘｰｳﾞｽ ﾏｯﾄ･ﾋﾞｱﾝｺ CM｢NISSAN　ﾃｨｱﾅ｣

<7> ミュージカル ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｸﾚｲｼﾞｰ･ﾌｫｰ･ﾕｰ｣ 発売中

ﾏﾝﾏ･ﾐｰｱ! ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾏﾝﾏ･ﾐｰｱ!｣

ｵｰﾙ･ｻﾞｯﾄ･ｼﾞｬｽﾞ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｼｶｺﾞ｣

ﾜﾝ･ﾃﾞｲ･ﾓｱ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾚ･ﾐｾﾞﾗﾌﾞﾙ｣

ｷﾝｸﾞ･ｵﾌﾞ･ﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ﾛｯｸ/ｻｰｸﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾗｲｵﾝｷﾝｸﾞ｣



<8> ダンスポップ・クラシック ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番変ロ短調第1楽章 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 発売中

ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲 J.ｼｭﾄﾗｳｽ

愛のよろこび ｸﾗｲｽﾞﾗｰ&ｶﾝﾊﾟﾆｰ

交響曲第40番ト短調第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ

<9> ＣＬＵＢ　ＭＵＳＩＣ Beyond the sunshine 吉澤はじめ 発売中

EVERYTHING NEEDS LOVE MONDO GROSSO

ﾁｭﾆｼﾞｱの夜

Love Addict 中島美嘉

Lupin The Third akiko ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣

<11> ウィンド･オーケストラ ｱｳﾞｧﾏｰ序曲 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾞ 発売中

ｻﾝﾊﾞﾃﾞｱｲｰﾀﾞ

ｿｰﾗﾝ･ﾌｧﾝｸ　ﾊﾞﾝﾄﾞとｺｰﾗｽのための

ｽｰｻﾞﾒﾄﾞﾚｰ ｽｰｻﾞ

ﾌﾆｸﾘ･ﾌﾆｸﾗ狂詩曲

<13> ブラジリアン ﾏｼｭ･ｹ･ﾅﾀﾞ 発売中

ｸﾘｽﾀﾙ･ﾄﾞﾘｰﾑ 小野ﾘｻ

ｳｪｰﾌﾞ ｱﾝﾄﾆｱ･ｶﾙﾛｽ･ｼﾞｮﾋﾞﾝ

ｶﾘｵｶの夜 ｼｳﾞｰｶ

恋のｶｰﾆｳﾞｧﾙ ｾﾙｼﾞｵ･ﾒﾝﾃﾞｽ

<16> ファンキー･オルガン 超ｿｳﾙﾐｰﾃｨﾝ ﾕｱ･ｿﾝｸﾞ･ｲｽﾞ･ｸﾞｯﾄﾞ 発売中

ｽﾗｯﾌﾟﾄﾞ･ｼﾘｰ ﾅｲｱｼﾝ

ﾙﾉﾜｰﾙ 大高清美

ｾﾝﾄ･ﾙｲｽ･ﾌﾞﾙｰｽ ｼﾞﾐｰ･ｽﾐｽ

ｵｰﾊﾞｰｼﾞｮｲﾄﾞ ｽﾃｨｰｳﾞ･ﾜﾝﾀﾞｰ

<19> ＴＶ＆ＣＭセレクション 風林火山ﾒﾄﾞﾚｰ 千住明 大河ﾄﾞﾗﾏ｢風林火山」 発売中

ﾓﾝﾀｷﾞｭｰ家とｷｬﾋﾟｭﾚｯﾄ家 S.ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ CM｢ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ｣

ﾒｲﾝﾃｰﾏ･ｵﾌﾞ･華麗なる一族 服部隆之 ﾄﾞﾗﾏ｢華麗なる一族｣

ﾘﾀｰﾝｽﾞﾒｲﾝﾃｰﾏ 山下康介 ﾄﾞﾗﾏ｢花より男子2｣

ﾗｳﾞｨﾝ･ﾕｰ･ﾍﾞｲﾋﾞｰ KISS CM｢Canon　EOSKiss｣

<20> 洋楽ヒット ｻﾀﾃﾞｨ･ｲﾝ･ｻﾞ･ﾊﾟｰｸ ｼｶｺﾞ 発売中



気取りやﾌﾗｯﾂ ｻﾞ･ﾌﾗﾃﾘｽ

ﾄﾞﾝﾄ･ﾉｰ･ﾎﾜｲ ﾉﾗ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ

ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞ･ｼｽﾀｰ ﾉｰﾗﾝｽﾞ

ﾃﾞｽﾍﾟﾗｰﾄﾞ ｲｰｸﾞﾙｽ

<21> ダンス・グルーブ ﾀﾞﾝｽ･ｸﾗｼｯｸｽﾒﾄﾞﾚｰ 発売中

ｻﾀﾃﾞｲ･ｲﾝ･ｻﾞ･ﾊﾟｰｸ ｼｶｺﾞ

ﾊｲﾊﾟｰ･ﾕｰﾛﾋﾞｰﾄﾒﾄﾞﾚｰ

ﾀﾞﾝｽ･ﾐｯｸｽ･ｵﾍﾟﾗﾒﾄﾞﾚｰ

J-ﾃｸﾉ･ﾊｲﾊﾟｰﾐｯｸｽﾒﾄﾞﾚｰ2007

<22> 世界のうた　ｉｎ　ＪＡＺＺ ﾄﾛｲｶ 上野山英里 発売中

ﾌﾆｸﾘ･ﾌﾆｸﾗ 鷹野雅史

いとしのｸﾚﾒﾝﾀｲﾝ 小川真澄

ねこふんじゃった 柏木玲子

ｺﾝﾄﾞﾙは飛んでゆく 倉沢大樹

<24> ギター・イズム ﾌﾞﾗｯｸ･ﾅｲﾄ DEEP PURPLE 発売中

ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ･ﾍｯﾄﾞ～ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾒﾄﾞﾚｰ THE VENTURES

Sky!Sky!'07ver. DEPAPEPE

禁じられた遊び

ｴﾘｰｾﾞのために(ｽﾊﾟﾆｯｼｭ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ)

<25> シンフォニック・オブ・アメリカ ｽｺｯﾄ･ｼﾞｮﾌﾟﾘﾝﾒﾄﾞﾚｰ ｽｺｯﾄ･ｼﾞｮﾌﾟﾘﾝ 発売中

｢ﾐｼｼｯﾋﾟ組曲｣よりﾏﾙﾃﾞｨ･ｸﾞﾗ ｸﾞﾛｰﾌｪ

ｽ･ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ

｢11人のｶｳﾎﾞｰｲ｣序曲

草競馬 ﾌｫｽﾀｰ

<26> テレビ･テーマ･ミュージック２ 篤姫ﾒｲﾝﾃｰﾏ 吉俣良 大河ﾄﾞﾗﾏ｢篤姫｣ 発売中

Security Police ﾄﾞﾗﾏ｢SP｣

夜空の花 ﾃﾚﾋﾞ東京｢ｶﾞｲｱの夜明け｣

ﾀｲﾑﾄﾞｸのﾃｰﾏ～ﾒｲﾝﾃｰﾏ～ ﾄﾞﾗﾏ｢太王四神記｣

鹿男あをによし ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾃｰﾏ ﾄﾞﾗﾏ｢鹿男あをによし｣

<27> ラブ・サウンズ ｵｰﾙｳｪｲｽﾞ ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸ･ｽﾀｰ 発売中

～Ｇｒｅａｄ５セレクション～ 素直になれなくて ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞ・ﾌｫｽﾀｰ



愛のﾊｰﾓﾆｰ ﾃﾞｨｵﾝﾇ&ﾌﾚﾝｽﾞ 映画｢ﾗﾌﾞINﾆｭｰﾖｰｸ｣

ｵﾈｽﾃｨ ﾋﾞﾘｰ･ｼﾞｮｴﾙ

ｼﾞｬｽﾄ･ｻﾞ･ﾄｩ･ｵﾌﾞ･ｱｽ ｸﾞﾛｰﾊﾞｰ･ﾜｼﾝﾄﾝJr.

<28> スタジオジブリ作品集 ｢崖の上のﾎﾟﾆｮ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 久石譲 映画｢崖の上のﾎﾟﾆｮ｣ 発売中

｢ﾊｳﾙの動く城｣ﾒﾄﾞﾚｰ 久石譲 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣

組曲｢となりのﾄﾄﾛ｣より 久石譲 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣

｢天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 久石譲 映画｢天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ｣

ｱｼﾀｶｾｯ記 久石譲 映画｢もののけ姫｣

<29> アニソン ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾗｰ 坂本真綾 ｱﾆﾒ｢ﾏｸﾛｽF(ﾌﾛﾝﾃｨｱ)｣ 発売中

射手座☆午後九時Don’t be late ｼｪﾘﾙ･ﾉｰﾑ ｱﾆﾒ｢ﾏｸﾛｽF(ﾌﾛﾝﾃｨｱ)｣

残酷な天使のﾃｰｾﾞ 高橋洋子 ｱﾆﾒ｢新世紀ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｵﾝ｣

Go Tight! ｱﾆﾒ｢創聖のｱｸｴﾘｵﾝ｣

｢ｻｸﾗ大戦｣ｼﾘｰｽﾞより御旗のもとに～檄!帝国華撃団 ｱﾆﾒ｢ｻｸﾗ大戦｣

<30> ビート･オンクラシック・ベスト 交響曲第40番ﾄ短調第1楽章 ﾓｰﾂｧﾙﾄ 発売中

ﾄﾙｺ行進曲 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第8番｢悲愴」第2楽章 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ﾓﾙﾀﾞｳ ｽﾒﾀﾅ

剣の舞 ﾊﾁｬﾄｩﾘｬﾝ

組曲｢惑星｣より木星-快楽の神- ﾎﾙｽﾄ

<31> エモーショナル・ミュージック ﾀｲﾑ･ﾄｩ･ｾｲ･ｸﾞｯﾊﾞｲ ｻﾗ･ﾌﾞﾗｲﾄﾏﾝ 発売中

彼方の光 ﾄﾞﾗﾏ｢氷壁｣

ｶﾞｲｱの夜明け～鼓動～ ﾃﾚﾋﾞ朝日｢ｶﾞｲｱの夜明け｣

誰も寝てはならぬ ﾌﾟｯﾁｰﾆ

ﾒｲﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ｵﾘﾝｽﾞ ﾃﾚﾋﾞ朝日｢ｵｰﾗの泉｣

<33> 吹奏楽作品集 吹奏楽のための｢風之舞｣ 福田洋介 発売中

～オーケストラ・アレンジ 星条旗よ永遠なれ ｽｰｻﾞ

ｱｳﾞｧﾏｰ序曲 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾞ

三日月に架かるﾔｺﾌﾞの梯子 真島俊夫

ｴﾙ･ｶﾐｰﾉ･ﾚｱﾙ A.ﾘｰﾄﾞ

<35> ラテン＆ボサノバ ﾏｼｭ･ｹ･ﾅﾀﾞ ｼﾞｮﾙｼﾞ･ﾍﾞﾝ 発売中

ｿｳﾙ･ﾎﾞｻﾉﾊﾞ



小舟

ﾃｨｺ･ﾃｨｺ～ｴﾙ･ｸﾝﾊﾞﾝﾁｪﾛﾒﾄﾞﾚｰ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ｱﾘｰ･ﾊﾞﾛｰｿﾞ

<36> ＮＨＫ大河ドラマ 天地人～ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢天地人｣ 発売中

人～賛歌 大河ﾄﾞﾗﾏ｢天地人｣

功名が辻ﾒｲﾝﾃｰﾏ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢功名が辻｣

颯流(ﾒｲﾝﾃｰﾏ) 大河ﾄﾞﾗﾏ｢利家とまつ～加賀百万石物語｣

独眼竜政宗 大河ﾄﾞﾗﾏ｢独眼竜政宗｣

｢篤姫｣ﾒﾄﾞﾚｰ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢篤姫｣

<38> マーチ・サウンド ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲 J.ｼｭﾄﾗｳｽ 発売中

双頭の鷲の旗の下に ﾜｰｸﾞﾅｰ

ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾎﾟｽﾄ ｽｰｻﾞ

ﾄﾘｯﾁ･ﾄﾗｯﾁ･ﾎﾟﾙｶ ﾖﾊﾝ･ｼｭﾄﾗｳｽ

ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ･ﾏｰﾁ ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣

ｼｮｳ･ﾐｰ･ﾕｱ･ﾌｧｲｱｰﾄﾗｯｸ 映画｢ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗﾌﾄ｣

<40> ブラス・ロック ﾎﾜｯﾄ･ｲｽﾞ･ﾋｯﾌﾟ ﾀﾜｰ･ｵﾌﾞ･ﾊﾟﾜｰ 発売中

ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ ｶﾞｰｼｭｲﾝ ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣

崖の上のﾎﾟﾆｮ 藤岡藤巻と大橋のぞみ 映画｢崖の上のﾎﾟﾆｮ｣

ｲﾝ･ｻﾞ･ﾑｰﾄﾞ ｼｶｺﾞ

黒い炎 ﾁｪｲｽ

<41> テレビ･テーマ・ミュージック３ The First Truck 日本ﾃﾚﾋﾞ｢世界の果てまでｲｯﾃQ｣ 発売中

～聴けばわかる！あのテーマ～ ﾚﾏｹﾞﾝ鉄橋 ﾃﾚﾋﾞ朝日｢いきなり!黄金伝説｣

いのちの歌 ﾄﾞﾗﾏ｢だんだん｣

破壊摩定光ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ･ﾃｰﾏ 日本ﾃﾚﾋﾞ｢世界の果てまでｲｯﾃQ｣

Come Around 映画｢ｼﾑｿﾝｽﾞ」

<42> ストリング・バラード ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ 発売中

星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣

虹の彼方に

ﾃﾝﾀﾞﾘｰ

ﾑｰﾝ･ﾘﾊﾞｰ

ﾗｳﾝﾄﾞ･ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ



<43> ＴＨＥサムライＢＡＮＤ Smile Smile Smile T-SQUARE 発売中

Skip Away TRIX

I'M A SLIGGER PE'Z

Bear#5 DIMENSION

PARAISO SOIL&``PIMP''SESSIONS

<44> 懐かしいアニメ＆特撮ヒーロー ｢宇宙戦艦ﾔﾏﾄ｣より ｱﾆﾒ｢宇宙戦艦ﾔﾏﾄ｣ 発売中

｢機動戦士ｶﾞﾝﾀﾞﾑ｣ｼﾘｰｽﾞより ｱﾆﾒ｢機動戦士ｶﾞﾝﾀﾞﾑ｣

｢ｳﾙﾄﾗﾏﾝ｣ｼﾘｰｽﾞより ｱﾆﾒ｢ｳﾙﾄﾗﾏﾝ｣

魔訶不思議ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ! ｱﾆﾒ｢ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙ｣

｢銀河鉄道999｣より ｱﾆﾒ｢銀河鉄道999｣

<46> ショパン・イン・ジャズ 華麗なる大円舞曲 ｼｮﾊﾟﾝ 発売中

小犬のﾜﾙﾂ ｼｮﾊﾟﾝ

夜想曲 ｼｮﾊﾟﾝ

別れの曲 ｼｮﾊﾟﾝ

ﾜﾙﾂ 第7番 嬰ﾊ短調 ｼｮﾊﾟﾝ

<48> テレビ・テーマ・ミュージック４ JIN-仁-Main Title ﾄﾞﾗﾏ｢JIN-仁-｣ 発売中

龍馬伝 大河ﾄﾞﾗﾏ｢龍馬伝｣

Code Blue ﾄﾞﾗﾏ｢ｺｰﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ緊急救命｣

譲れないもの ﾄﾞﾗﾏ｢太陽と海の教室｣

The Main Theme-Emergency Room24hours ﾄﾞﾗﾏ｢救命病棟24時2009｣

<49> ＴＶ＆シネマ ｱﾘｽのﾃｰﾏ 映画｢ｱﾘｽ･ｲﾝ･ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ｣ 発売中

ｼﾞｪｲｸ、初めてのﾌﾗｲﾄ 映画「ｱﾊﾞﾀｰ｣

｢借りぐらしのｱﾘｴｯﾃｨ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢借りぐらしのｱﾘｴｯﾃｨ｣

Mystic Antique ﾄﾞﾗﾏ｢ﾄﾘｯｸ｣

C.X.～Rhythm And Police～Love Somebodyﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢踊る大捜査線｣

<50> Ｐａｓｓｉｏｎ２ THE HEAT OF THE DAY PAT METHENY GROUP 発売中

～情熱的に弾きたい～ Guitar Concerto KAMWN&HOTEL

Spanish Qaltz 塩谷哲

ｼﾁﾘｱの月の下で～DANZA LUNATICA～ coba

Rules of The Blood quasimode

<51> ニュース・テーマ・ミュージック Beyond the sunset～TV version～ 関西ﾃﾚﾋﾞ｢ｽｰﾊﾟｰﾆｭｰｽ ｱﾝｶｰ｣ 発売中



ｽﾞｰﾑｲﾝ!!朝! 日本ﾃﾚﾋﾞ｢ｽﾞｰﾑｲﾝ!!朝!｣

｢TheｻﾝﾃﾞｰNEXT｣ﾒｲﾝﾃｰﾏ 日本ﾃﾚﾋﾞ｢TheｻﾝﾃﾞｰNEXT｣

翼 TBS｢NEWS23｣

Open Mind ﾃﾚﾋﾞ朝日｢報道ｽﾃｰｼｮﾝ｣

<53> ビック・バンド・スタイル CHEROKEE 発売中

Watermelon Man

I Wish ｽﾃｨｰﾋﾞｰ･ﾜﾝﾀﾞｰ

Smoke Gets In Your Eyes ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾛﾊﾞｰﾀ｣

Fascinating Rhythm ｶﾞｰｼｭｲﾝ

<54> ＴＶ＆シネマ２ ひまわり 葉加瀬太郎 ﾄﾞﾗﾏ｢てっぱん｣ 発売中

大奥ﾒｲﾝﾃｰﾏ 映画｢大奥｣

二人の絆 ﾄﾞﾗﾏ｢ｹﾞｹﾞｹﾞの女房｣

｢THE LAST MESSAGE海猿｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢THE LAST MESSAGE海猿｣

<55> ジャズ＆フュージョン２ ﾗ･ﾌｨｴｽﾀ ﾁｯｸ･ｺﾘｱ 発売中

OMENS OF LOVE～宝島ﾒﾄﾞﾚｰ T-SQUARE

Gemma TRIX

T FOR2 小曽根真

ASIAN MOGLER 須藤満

<56> フォスターｄｅアレンジ おおｽｻﾞﾝﾅ ﾌｫｽﾀｰ 発売中

～ケンタッキーの我が家～ ｹﾝﾀｯｷｰの我が家 ﾌｫｽﾀｰ CM｢ｹﾝﾀｯｷｰ｣

夢路より ﾌｫｽﾀｰ

草競馬 ﾌｫｽﾀｰ

故郷の人々 ﾌｫｽﾀｰ

<57> アニソン×ＪＡＺＺ ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝのﾏｰﾁ ｱﾆﾒ｢それいけ!ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝ｣ 発売中

宇宙戦艦ﾔﾏﾄ ｱﾆﾒ｢宇宙戦艦ﾔﾏﾄ｣

おしえて ｱﾆﾒ｢ｱﾙﾌﾟｽの少女ﾊｲｼﾞ｣

ﾃﾞﾋﾞﾙﾏﾝのうた ｱﾆﾒ｢ﾃﾞﾋﾞﾙﾏﾝ｣

魔法使いｻﾘｰ ｱﾆﾒ｢魔法使いｻﾘｰ｣

<58> プレグレッシブ・ロック Elbow Grease Niacin 発売中

Crack The Meter Jordan Rudess

CLUB SODA Niacin



Ra Jordan Rudess

<59> 弾いておきたい！ ｽﾓｰｶｰからの脱出 映画｢ｳｫｰﾀｰﾜｰﾙﾄﾞ｣ 発売中

映画の名テーマたち ﾊﾞｯｸ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ 映画｢ﾊﾞｯｸ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ｣

ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ｣

ﾀｰﾐﾈｰﾀｰのﾃｰﾏ 映画｢ﾀｰﾐﾈｰﾀｰ｣

ｼｮｳ･ﾐｰ･ﾕｱ･ﾌｧｲｱｰﾄﾗｯｸ 映画｢ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗﾌﾄ｣

ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ｣

<60> ＴＶ＆シネマ３ 江～姫たちの戦国～(ﾒｲﾝﾃｰﾏ) 大河ﾄﾞﾗﾏ｢江～姫たちの戦国～｣ 発売中

SPACE BATTLESHIPﾔﾏﾄOpeningTitle 映画｢SPACE BATTLESHIPﾔﾏﾄ｣

I See The Light 映画｢塔の上のﾗﾌﾟﾝﾂｪﾙ｣

風の詩～THE世界遺産 TBS｢THE世界遺産｣

80$$ ﾄﾞﾗﾏ｢BOSS｣

<61> ファンタスティック・サウンド MAIN STREET ELECTRICAL PALADE TDLﾊﾟﾚｰﾄﾞ 発売中

MICKEY MOUSE MARCH ｱﾆﾒ｢ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ｸﾗﾌﾞ｣

Voyager 角田季子

輝く光の中へ 谷村敬子

海溝 塩谷哲

Comical Train 渡辺睦樹

<62> 弾いておきたい！ ｽﾙｰ･ｻﾞ･ﾌｧｲｱｰ ﾁｬｶ･ｶｰﾝ 発売中

洋楽スタンダード 素顔のままで ﾋﾞﾘｰ･ｼﾞｮｴﾙ

愛のｾﾚﾌﾞﾚｲｼｮﾝ ﾋﾟｰﾎﾞ･ﾌﾞﾗｲｿﾝ&ﾛﾊﾞｰﾀ･ﾌﾗｯｸ

二人だけ ﾎﾞｽﾞ･ｽｷｬｯｸﾞｽ

ﾁｪﾝｼﾞ･ｻﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ ｴﾘｯｸ･ｸﾗﾌﾟﾄﾝ 映画｢ﾌｪﾉﾐﾅﾝ｣

<63> ５級セレクションＢＥＳＴ 情熱大陸 葉加瀬太郎with小松亮太 TBS｢情熱大陸｣ 発売中

ﾕｰ･ﾚｲｽﾞ･ﾐｰ･ｱｯﾌﾟ ｹﾙﾃｨｯｸ･ｳｰﾏﾝ

ﾙﾊﾟﾝ三世'78 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣

星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾘｶﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑﾗｲﾂ TDLﾊﾟﾚｰﾄﾞ

<64> 日本のうた ふるさと 発売中

～オーケストラ・アレンジ 赤とんぼ 山田耕筰

ｿｰﾗﾝ節



さくらさくら

砂山

<65> クリスマス・スタンダード ｻﾝﾀが町にやってくる 発売中

ｸﾘｽﾏｽ･ｿﾝｸﾞ

賛美歌ｼﾞｬｽﾞ･ﾒﾄﾞﾚｰ

ﾏﾏがｻﾝﾀにｷｯｽした ｼﾞｬｸｿﾝ5

voyager

<66> ＴＶ＆シネマ４ ｢家政婦のﾐﾀ｣ﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢家政婦のﾐﾀ｣ 発売中

～ミステリアス・サウンド～ ｱﾝﾌｪｱ(ﾒｲﾝﾃｰﾏ) 映画｢ｱﾝﾌｪｱthe movie｣

｢LIAR GAME｣ﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢LIAR GAME｣

SPEC-Main Theme- ﾄﾞﾗﾏ｢SPEC｣

探偵ｶﾞﾘﾚｵ ﾄﾞﾗﾏ｢探偵ｶﾞﾘﾚｵ｣

<67> ジャズ＆ファンク･オルガン Uncle Junior Soulive 発売中

22 大高清美

Sudden Samba Neil Larsen

High Spirits KK JAM

Pin Stripe 鈴木一浩

<68> ラブ・サウンズ２ ｵｰﾙｳｪｲｽﾞ･ﾗﾌﾞ･ﾕｰ ﾎｲｯﾄﾆｰ･ﾋｭｰｽﾄﾝ 映画｢ﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｰﾄﾞ｣ 発売中

ﾋｰﾛｰ ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘｰ

ﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄ ｽｳｨﾝｸﾞ･ｱｳﾄ･ｼｽﾀｰ

ﾄｩ･ﾗﾌﾞ･ﾕｰ･ﾓｱ ｾﾘｰﾇ･ﾃﾞｨｵﾝ ﾄﾞﾗﾏ「恋人よ｣

すべてをあなたに ﾎｲｯﾄﾆｰ･ﾋｭｰｽﾄﾝ

<69> ＴＶ＆シネマ５ 平清盛ﾃｰﾏ曲 大河ﾄﾞﾗﾏ｢平清盛｣ 発売中

ﾎﾀﾙﾉﾋｶﾘ2-MAIN THEME- ﾄﾞﾗﾏ｢ﾎﾀﾙﾉﾋｶﾘ2｣

ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾅｲﾄ ﾄﾞﾗﾏ｢ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾅｲﾄ｣

神様のｶﾙﾃ=ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ= 辻井伸行 映画｢神様のｶﾙﾃ｣

｢ﾀﾞｰｸﾅｲﾄ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾀﾞｰｸﾅｲﾄ｣

<70> カフェ・ミュージック ｹ･ｾﾗ･ｾﾗ～ﾎﾞｯｻ･ﾏｷｱｰﾄver.～ 映画｢知りすぎていた男｣ 発売中

ｄｅアレンジ ﾄﾘｽﾃｰｻﾞ～ｸﾗﾌﾞ･ﾎﾞｯｻ･ｼｮｺﾗｰﾀver.～ ｱﾝﾄﾆｱ･ｶﾙﾛｽ･ｼﾞｮﾋﾞﾝ

ｼﾞｭ･ﾄｩ･ｳﾞ～ﾊｰﾌﾞﾃｨｰ･ﾎﾞｯｻver.～ ｻﾃｨ

Land of Hope and Glory(威風堂々第1番)～ｱｰﾙｸﾞﾚｲ･ｼﾞｬｽﾞ･ﾎﾞｯｻver.～ ｴﾙｶﾞｰ



ﾜﾙﾂ･ﾌｫｰ･ﾃﾞﾋﾞｰ～ｶﾌｪﾓｶ･ﾎﾞｯｻver.～ ﾋﾞﾙ･ｴｳﾞｧﾝｽ

<71> ガーシュインdeアレンジ ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ ｶﾞｰｼｭｲﾝ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｶﾞｰﾙ･ｸﾚｲｼﾞｰ｣ 発売中

ｻﾑﾜﾝ･ﾄｩ･ｳｫｯﾁ･ｵｰﾊﾞｰ･ﾐｰ ｶﾞｰｼｭｲﾝ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢Oh,Kay!｣

ﾌｧｼﾈｲﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｽﾞﾑ ｶﾞｰｼｭｲﾝ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾚﾃﾞｨｰ･ﾋﾞｰ･ｸﾞｯﾄﾞ｣

ｻﾏｰﾀｲﾑ ｶﾞｰｼｭｲﾝ ｵﾍﾟﾗ｢ﾎﾞｷﾞｰとﾍﾞｽ｣

ﾋﾟｱﾉ･ｺﾝﾁｪﾙﾄ･ｲﾝ･ｴﾌ ｶﾞｰｼｭｲﾝ

<72> ファンタスティック・バイオリン 煌きの大地へ 古澤厳 発売中

Les enfants de la Terre～地球のこどもたち 宮本笑里 TBS｢THE世界遺産｣

Child's Anthem(子供の凱歌) David Garrett CM｢ｽｽﾞｷ　ﾜｺﾞﾝR｣

ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ 中西俊博

ﾊﾟｯｼｮﾝ(ｱﾙﾋﾞﾉｰﾆ:ｱﾀﾞｰｼﾞｮより) 川井郁子

<73> Ｊ－インストゥルメンタル２ First Impression 河野啓三 発売中

Future 大瀬戸千嶋 広島県食育ﾃｰﾏ曲

台風 →Pia-no-jaC←

久保田 TRIX

Starneon 小松亮太with鳥山雄司 ﾃﾚﾋﾞｱｻﾋ｢ｽｰﾊﾟｰJﾁｬﾝﾈﾙ｣

<74> ファンク・ロック・ブラス spinning Wheel Blood,Sweat&Tears 発売中

宇宙のﾌｧﾝﾀｼﾞｰ Earth,Wind&Fire

Pick Up The Pieces Average White Band

I Got You[I Feel Good] James Brown

<75> ＴＶ＆ＣＭセレクション 八重の桜ﾒｲﾝﾃｰﾏ 坂本龍一 大河ﾄﾞﾗﾏ｢八重の桜｣ 発売中

ｹﾞﾊﾞｹﾞﾊﾞ90分!ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾃｰﾏ CM ｢ｷﾘﾝ　のどごし生｣

心の譜面 CM｢日清ｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙ｣

謎解きはﾃﾞｨﾅｰのあとで ﾄﾞﾗﾏ｢謎解きはﾃﾞｨﾅｰのあとで｣

The Big Shoe ﾃﾚﾋﾞ朝日｢お試しかっ!{帰れま10}」

<76> ジャズ＆クロスオーバー Ｂｉｒｄｌａｎｄ Ｗｅａｔｈｅｒ　Ｒｅｐｏｒｔ 発売中

Ｉｒｏｎｓｉｄｅ Ｑｕｉｎｃｙ Ｊｏｎｅｓ 映画｢ＫＩＬＬ BILL

Tell Me A Bedtime Story Herbie Hancock

燃えるｶｰﾆｳﾞｧﾙ Joe Sample

<77> アニメソング・コレクション ｳｨｰｱｰ! ｱﾆﾒ｢ONE PIECE｣ 発売中

めざせﾎﾟｹﾓﾝﾏｽﾀｰ ｱﾆﾒ｢ﾎﾟｹｯﾄﾓﾝｽﾀｰ｣



ｳｨｰｺﾞｰ ｱﾆﾒ｢ONE PIECE｣

名探偵ｺﾅﾝ ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ ｱﾆﾒ｢名探偵ｺﾅﾝ ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ｣

CHA-LA HEAD-CHA-LA ｱﾆﾒ｢ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙZ｣

<78> ＮＥＷビート・オン・クラシック ｢四季｣より｢春｣第1楽章 ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 発売中

｢眠りの森の美女｣よりﾜﾙﾂ ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

ｱﾆﾄﾗの踊り ｸﾞﾘｰｸﾞ

ｺﾞﾘｳｫｯｸﾞのｹｰｸｳｫｰｸ ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ

歌劇｢ﾘﾅﾙﾄﾞ｣より私を泣かせてください ﾍﾝﾃﾞﾙ 歌劇｢ﾘﾅﾙﾄﾞ｣

<79> テレビ･テーマ・ミュージック５ 軍師官兵衛ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢軍師官兵衛｣ 発売中

MOVE ON KAZSIN ﾃﾚﾋﾞ朝日｢報道ｽﾃｰｼｮﾝ｣

Asian Roses 葉加瀬太郎 CM｢ｱｼﾞｴﾝｽ｣

ｺﾞﾁｿｳﾉｵﾄ 菅野よう子 ﾄﾞﾗﾏ｢ごちそうさん｣

LEGAL-HIGH RG-Mix ﾄﾞﾗﾏ｢ﾘｰｶﾞﾙ･ﾊｲ｣

<80> クリスマス・セレクション ｼﾝﾌｫﾆｯｸ･ｸﾘｽﾏｽ･ﾒﾄﾞﾚｰ 発売中

ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｽﾉｰ

賛美歌ﾒﾄﾞﾚｰ

そりすべり ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

ﾒﾘｰ･ｸﾘｽﾏｽ･ﾐｽﾀｰ･ﾛｰﾚﾝｽ 坂本龍一 映画｢戦場のﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ｣

<81> 弾いておきたい！ ｺﾞｼﾞﾗのﾃｰﾏ 映画｢ｺﾞｼﾞﾗVSﾒｶｺﾞｼﾞﾗ｣ 発売中

映画の名テーマ曲たち ﾙｰﾓｽ!～ﾏｰｼﾞおばさんのﾜﾙﾂ～ﾊﾞｯｸﾋﾞｰｸの飛行ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾘｰ･ﾎﾟｯﾀｰとｱｽﾞｶﾊﾞﾝの囚人｣

｢ｽﾀｰ･ﾄﾚｯｸ ﾌｧｰｽﾄ･ｺﾝﾀｸﾄ｣ｴﾝﾄﾞ･ｸﾚｼﾞｯﾄ 映画｢ｽﾀｰ･ﾄﾚｯｸ ﾌｧｰｽﾄ・ｺﾝﾀｸﾄ｣

ﾊﾑﾅﾌﾟﾄﾗ2-ﾒｲﾝﾃｰﾏ 映画｢ﾊﾑﾅﾌﾟﾄﾗ2黄金のﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ｣

決闘～彼こそが海賊ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ呪われた海賊たち｣

<82> ウィ・ラヴ・ジャズ・ Tank 菅野よう子/ｼｰﾄﾍﾞﾙﾂ ｱﾆﾒ｢COWBOY BEBOP｣ 発売中

アンド・フュージョン Gun's&Roses Paradise Lunch ｱﾆﾒ｢ﾊﾞｯｶｰﾉ!｣

The Tom And Jerry Show 上原ひろみ

Jawa Jawa AYAKI/TRIX

Just Kidding MichelCamilo

<83> ラテン ﾏﾝﾎﾞ･ﾒﾄﾞﾚｰ ﾍﾟﾚｽ･ﾌﾟﾗｰﾄﾞ 発売中

ｵｴ･ｺﾓ･ﾊﾞ ﾃｨﾄ･ﾌﾟｴﾝﾃ

ﾗ･ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾘｯﾁｰ･ｳﾞｧﾚﾝｽ



ｵﾙﾌｪのｻﾝﾊﾞ 映画｢黒いｵﾙﾌｪ｣

ﾋﾟｰﾅｯﾂ･ﾍﾞﾝﾀﾞ- ﾓｲｾｽ･ｼﾓﾝｽ

<84> ５級セレクション 『ワンス・アポン・ア・タイム』メドレー TDLショー 発売中

～TRUTH～ 『HERO』メドレー ﾄﾞﾗﾏ｢HERO｣

TRUTH T-SQUARE F-1ﾃｰﾏ曲

ﾎﾜｯﾄ･ｱ･ﾌｰﾙ･ﾋﾞﾘｰｳﾞｽ ﾄﾞｩｰﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ

『くるみ割り人形』ﾒﾄﾞﾚｰ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

<85> スタイリッシュ・ベース～ ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ･ｿﾝｸﾞｽ～ﾀﾞﾝｽ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～ ｲﾜﾉ･ﾋﾞｯﾁ 発売中

両足ベースを攻略！～ ｽﾋﾟｰｸ･ﾛｰ～ﾗﾃﾝ&4ﾋﾞｰﾄ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～ ｸﾙﾄ･ﾜｲﾙ

ﾊﾊﾞﾈﾗ～ﾌｭｰｼﾞｮﾝ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～ ﾋﾞｾﾞｰ 歌劇｢ｶﾙﾒﾝ｣

ｻﾏｰﾀｲﾑ～6/8ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～ G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ ｵﾍﾟﾗ｢ﾎﾞｷﾞｰとﾍﾞｽ｣

ｺﾝﾄﾞﾙは飛んでゆく～ﾌｧﾝｸ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～

<86> ボサノバ＆サンバ ﾄﾘｽﾃｰｻﾞ 発売中

ﾏｼｭ･ｹ･ﾅﾀﾞ ｼﾞｮﾙｼﾞ･ﾍﾞﾝ

おいしい水 ｱﾝﾄﾆｱ･ｶﾙﾛｽ･ｼﾞｮﾋﾞﾝ

小舟 ﾛﾍﾞﾙﾄ･ﾒﾈｽｶﾙ

ｷｬﾘｵｶ～ﾃｨｺ･ﾃｨｺ

<87> 吹奏楽作品集２ 三つのｼﾞｬﾎﾟﾆｽﾞﾑ 真島俊夫 発売中

～オーケストラ・アレンジ ﾃﾞｨｽｺ･ｷｯﾄﾞ 東海林修

風紋 保科洋

宝島 和泉宏隆/真島俊夫

吹奏楽のための第一組曲より　ﾏｰﾁ G.ﾎﾙｽﾄ

<88> ５級セレクション ｶﾉﾝ･ﾛｯｸ ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙ 発売中

～パート・オブ・ユア・ワールド～ ﾊﾟｰﾄ･ｵﾌﾞ･ﾕｱ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ﾘﾄﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ｣

Battle Without Honor Or Humanity(新･仁義なき戦いのﾃｰﾏ) 布袋寅泰 映画｢ｷﾙ･ﾋﾞﾙ｣

Dazzling CASIOPEA

ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第8番｢悲愴」第2楽章 L.ｖ.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

<89> ミュージカル３ ｱﾝﾀﾞｰ･ｻﾞ･ｼｰ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾘﾄﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ｣ 発売中

2幕ﾌｨﾅｰﾚ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｱﾗｼﾞﾝ｣

ｷﾝｸﾞ･ｵﾌﾞ･ﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ﾛｯｸ/ｻｰｸﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ(ﾘﾌﾟﾗｲｽﾞ) ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾗｲｵﾝｷﾝｸﾞ｣

ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ﾅｲﾄ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｵﾍﾟﾗ座の怪人｣



私のお気に入り ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ｣

<90> ５級セレクション ｾﾌﾟﾃﾝﾊﾞｰ ｱｰｽ･ｳｨﾝﾄﾞ&ﾌｧｲｱｰ 発売中

～セプテンバー～ 愛を感じて 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣

大江戸捜査網ﾃｰﾏ ﾃﾚﾋﾞ朝日｢世界が驚いたﾆｯﾎﾟﾝ!ｽｺﾞ～ｲﾃﾞｽﾈ!!視察団｣

管弦楽組曲第3番よりｱﾘｱ J.S.ﾊﾞｯﾊ

ｷｬﾌﾟﾃﾝ･ｶﾘﾌﾞ ﾃﾞｲﾌﾞ･ｸﾞﾙｰｼﾝ

<91> アニソン・イン・ラテンジャズ ｹﾞｹﾞｹﾞの鬼太郎 ｱﾆﾒ｢ｹﾞｹﾞｹﾞの鬼太郎｣ 発売中

ｻｻﾞえさんﾒﾄﾞﾚｰ ｱﾆﾒ｢ｻｻﾞえさん｣

残酷な天使のﾃｰｾﾞ 高橋洋子 ｱﾆﾒ｢新世紀ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｵﾝ｣

ﾀｯﾁ 岩崎宏美 ｱﾆﾒ｢ﾀｯﾁ｣

おどるﾎﾟﾝﾎﾟｺﾘﾝ ｱﾆﾒ｢ちびまる子ちゃん｣

<92> ５級セレクション ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ﾌｧﾝﾃｨﾘｭｰｼﾞｮﾝ! TDLショー 発売中

～君をのせて～ ｢ﾛｯｷｰ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾛｯｷｰ｣

君をのせて 映画｢天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ｣

｢展覧会の絵｣より ﾑｿｸﾞｽｷｰ

ﾄﾞｸﾀｰ･ﾏｸﾝﾊﾞ ｱｰﾙ･ｸﾙｰ

<93> スタイリッシュ・ベース～ ｽｶﾎﾞﾛ･ﾌｪｱ～ｽﾊﾟﾆｯｼｭ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～ 発売中

めざせ！両足ベースの達人 情熱大陸～AOR･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～ 葉加瀬太郎with小松亮太 TBS｢情熱大陸｣

花のﾜﾙﾂ～ﾌﾞﾗｽ･ﾌｧﾝｸ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

海の見える街～ｻﾝﾊﾞ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～ 久石譲 映画｢魔女の宅急便｣

ｻﾃﾝ･ﾄﾞｰﾙ～ｼﾞｬｽﾞ･ﾌｧﾝｸ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～

<94> ﾋﾞﾊﾞ!ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌｭｰｼﾞｮﾝ Paradise Has No Border 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ CM ｢ｷﾘﾝ　氷結｣ 発売中

OMENS OF LOVE T-SQUARE

Rush! 菅野よう子/ｼｰﾄﾍﾞﾙﾂ ｱﾆﾒ｢COWBOY BEBOP｣

Hard-Wired Dave Wired

Some Skunk Funk The Brecker Brothers

<95> ５級セレクション ｺﾝﾊﾟｽ･ｵﾌﾞ･ﾕｱ･ﾊｰﾄ TDS｢ｼﾝﾄﾞﾊﾞｯﾄの冒険｣ 発売中

～コンパス・オブ・ユア・ハート～ ｻﾝﾊﾞ･ﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ

｢ｻｻﾞｴさん｣ﾒﾄﾞﾚｰ ｱﾆﾒ｢ｻｻﾞｴさん｣

ｼｬｲｶｰ･ｿﾝｸﾞ

ﾀｲｽの瞑想曲 ﾏｽﾈ



<96> ハリウッド・CGアニメ 映画｢ｶﾝﾌｰﾊﾟﾝﾀﾞ｣より 映画｢ｶﾝﾌｰﾊﾟﾝﾀﾞ｣ 発売中

・セレクション 映画｢ﾁｷﾝﾗﾝ｣より 映画｢ﾁｷﾝﾗﾝ｣

映画｢ﾋｯｸとﾄﾞﾗｺﾞﾝ2｣より 映画｢ﾋｯｸとﾄﾞﾗｺﾞﾝ｣

映画｢ｼｭﾚｯｸ｣より 映画｢ｼｭﾚｯｸ｣

<97> 吹奏楽作品集３ ｱﾙﾒﾆｱﾝ･ﾀﾞﾝｽ ﾊﾟｰﾄ1 ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ･ﾘｰﾄﾞ 発売中

～オーケストラ・アレンジ～ 吹奏楽のための交響詩｢ぐるりよざ｣よりⅢ.祭り 伊藤康英

海の男達の歌 ﾛﾊﾞｰﾄ･W.ｽﾐｽ

巴里の幻影 真島俊夫

海を越える握手 J.P.ｽｰｻﾞ

<98> 元気がでる！J-インスト MORNING SHOW 葉加瀬太郎 ﾃﾚﾋﾞ朝日｢羽鳥慎一ﾓｰﾆﾝｸﾞｼｮｰ｣ 発売中

帝都医科大学付属病院～Power Game～ﾄﾞｸﾀｰXのﾃｰﾏ 沢田完 ﾄﾞﾗﾏ｢ﾄﾞｸﾀｰX～外科医･大門未知子｣

Miracle Shot KAZSIN ﾃﾚﾋﾞ朝日｢報道ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂｺｰﾅｰ｣

Hopeful～Beginning 林ゆうき ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ｢Mr.ｻﾝﾃﾞｰ｣

Starting Five J Squad ﾃﾚﾋﾞ朝日｢報道ｽﾃｰｼｮﾝ｣ 発売中

<99> 千本桜ｄｅアレンジ 千本桜～ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱﾝ･ｱﾚﾝｼﾞ～ 初音ﾐｸ

千本桜～無国籍ｱﾚﾝｼﾞ～ 初音ﾐｸ

千本桜～ｵｰｹｽﾄﾗ･ｱﾚﾝｼﾞﾞ～ 初音ﾐｸ

千本桜～ﾋﾞｯｸﾞ･ﾊﾞﾝﾄﾞ･ｱﾚﾝｼﾞ～ 初音ﾐｸ

千本桜～ｵﾙﾝｼﾞｶﾞﾝ･ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾚﾝ～ 初音ﾐｸ

<100> PIANO MODE-ﾋﾟｱﾉ･ﾓｰﾄﾞ- 組曲『』 →Pia-no-jaC← 発売中

あしたのﾜﾙﾂ H ZETTRIO

Piano Ninja maras k

Neo Japanesque H ZETTRIO

Baby,God Bless You 清塚信也 ﾄﾞﾗﾏ「ｺｳﾉﾄﾞﾘ」

<101> 弾いておきたい! 情熱大陸 葉加瀬太郎 TBS「情熱大陸」 発売中

超定番J-ｲﾝｽﾄ～情熱大陸～ JIN-仁-Main Title 高見優 ﾄﾞﾗﾏ「JIN-仁-」

ﾒﾘｰ･ｸﾘｽﾏｽ･ﾐｽﾀｰ･ﾛｰﾚﾝｽ 坂本龍一 映画｢戦場のﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ｣

ｴﾄﾋﾟﾘｶ 葉加瀬太郎 TBS「情熱大陸」

<102> ｼﾈﾏ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ 美女と野獣　序曲 映画｢美女と野獣｣ 発売中

夢やぶれて 映画｢ﾚ･ﾐｾﾞﾗﾌﾞﾙ」

ﾃﾞｰﾄ-夢灯籠-前前前世-ｽﾊﾟｰｸﾙ-なんでもないや 映画｢君の名は。｣



Don't You Worry'Bout A Thing 映画｢ｼﾝｸﾞ｣

<103> ﾃﾚﾋﾞ･ｻｳﾝｽﾞ･ｺﾚｸｼｮﾝ 天虎～虎の女 大河ﾄﾞﾗﾏ「おんな城主　直虎｣ 発売中

～恋～ 恋 星野源 ﾄﾞﾗﾏ「逃げるが恥だが役に立つ」

Yuri on ICE 梅林太郎 ｱﾆﾒ「ﾕｰﾘ!!on ICE｣

Mexican Flyer Skeewiff CM｢ﾎﾝﾀﾞ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝModuloX｣

STAY　TUNE Suchmos CM｢ﾎﾝﾀﾞVEZEL｣

<104> 日本の四季ﾒﾄﾞﾚｰ 日本の春ﾒﾄﾞﾚｰ 発売中

～ｵｰｹｽﾄﾗ･ｱﾚﾝｼﾞ～ 日本の夏ﾒﾄﾞﾚｰ

日本の秋ﾒﾄﾞﾚｰ

日本の冬ﾒﾄﾞﾚｰ

ふるさと

<105> 吹奏楽作品集4 伝説のｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ﾛﾊﾞｰﾄ･W.ｽﾐｽ 発売中

～ｵｰｹｽﾄﾗ･ｱﾚﾝｼﾞ～ さくらのうた 福田洋介

``地球``-美しき惑星- 真島俊夫

吹奏楽のための第1組曲よりｼｬｺﾝﾇ G.ホルスト

ｵｰﾒﾝｽﾞ･ｵﾌﾞ･ﾗﾌﾞ 和泉宏隆/真島俊夫

<106> ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ･ｾﾚｸｼｮﾝ1 ｢鳥の人｣～ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ～ 久石譲 映画｢風の谷のﾅｳｼｶ｣ 発売中

となりのトトロ 久石譲 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣

風のとおり道 久石譲 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣

もののけ姫 久石譲 映画｢もののけ姫｣

ｱｼﾀｶｾｯ記　ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 久石譲 映画｢もののけ姫｣

<107> ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ･ｾﾚｸｼｮﾝ2 空から降ってきた少女 久石譲 映画｢天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ｣ 発売中

海の見える街 久石譲 映画｢魔女の宅急便｣

あの夏へ 久石譲 映画｢千と千尋の神隠し」

ふたたび 久石譲 映画｢千と千尋の神隠し｣

世界の約束～人生のﾒﾘｰｺﾞｰﾗﾝﾄﾞ-ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ- 久石譲 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣

<108> ﾃﾚﾋﾞ･ｻｳﾝｽﾞ･ｺﾚｸｼｮﾝ Code Blue 佐藤直紀 ﾄﾞﾗﾏ｢ｺｰﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰ　-ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ緊急救命-｣ 発売中

～Code Blue～ 西郷どん-ﾒｲﾝﾃｰﾏ- 大河ﾄﾞﾗﾏ｢西郷どん｣

99.9～ﾒｲﾝﾃｰﾏ～ 井筒昭雄 ﾄﾞﾗﾏ｢99.9-刑事専門弁護士-」

精霊の守り人　ﾒｲﾝﾃｰﾏ 大河ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ｢精霊の守り人｣

Dear Family(TV Version) ﾃﾚﾋﾞ朝日系｢ｻﾀﾃﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ｣&｢ﾀﾞﾝﾃﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ｣



★アーチスト★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> ＰＥ’Ｚ　つくしんぼ WILD GYPSY～明日は明日の風が吹く～ PE'Z 発売中

春疾風～ﾊﾙﾊﾔﾃ～ PE'Z

POP'N'ROLL PE'Z

ﾋﾟｴﾛ PE'Z

AUCTION♯2 PE'Z

<2> 平井堅 瞳をとじて 平井堅 映画｢世界の中心で愛をさけぶ｣ 発売中

Love Love Love 平井堅

Ring 平井堅

思いがかさなるその前に・・・ 平井堅 自動車CM曲

ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙ 平井堅

<3> 熱帯ＪＡＺＺ楽団 ﾏﾁｪｰﾃ 熱帯JAZZ楽団 発売中

ｵｰﾙﾓｽﾄ･ｾﾞｱ 熱帯JAZZ楽団

回想 熱帯JAZZ楽団

ﾊﾟﾗﾝﾃ･ﾊﾟｺﾞｻｰﾙ 熱帯JAZZ楽団

ﾊﾞｰﾄﾞﾗﾝﾄﾞ 熱帯JAZZ楽団

<5> T-SQUARE TRUTH T-SQUARE F1ﾃｰﾏ曲 発売中

EL MIRAGE T-SQUARE

ALL ABOUT YOU T-SQUARE

OMENS OF LOVE T-SQUARE

TAKARAJIMA T-SQUARE

TWILIGHT IN UPPER WEST T-SQUARE

<6> 中村幸代 Soleil 中村幸代 ﾃﾚﾋﾞ東京｢音遊人｣ 発売中

Morning Glory 中村幸代 NHK｢生活ほっとﾓｰﾆﾝｸﾞ｣

Grace 中村幸代 長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ

Your Song 中村幸代

Space Bee 中村幸代

Somewhere in the Night 中村幸代

<7> 葉加瀬太郎 情熱大陸 葉加瀬太郎 TBS｢情熱大陸｣ 発売中

以下続刊



陽のあたる家 葉加瀬太郎

ｱﾅｻﾞｰ･ｽｶｲ 葉加瀬太郎

ｴﾄﾋﾟﾘｶ 葉加瀬太郎 TBS｢情熱大陸｣

交響詩｢希望｣Symphonic Poem''Hope''よりﾒﾄﾞﾚｰ 葉加瀬太郎 ｹﾞｰﾑ｢FINAL FANTASYⅩⅡ｣

<9> ＴＲＩＸ FIRE TRIX 発売中

ｻﾑﾗｲ TRIX

Jumping Flash( +Dr.) TRIX

Waiting for you TRIX

Ramdash(+Dr.) TRIX

<10> ＴＨＥ　ＳＱＵＡＲＥ ｺﾞｰ･ﾌｫｰ･ｲｯﾄ THE SQUARE 発売中

ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞ THE SQUARE

ﾐｽﾄﾗﾙ THE SQUARE

ﾌﾟﾗｲﾑ THE SQUARE

ﾃｷｻｽ･ｷｯﾄﾞ～ｻﾊﾞﾅ･ﾎﾃﾙ～ﾏｼﾞｯｸﾒﾄﾞﾚｰ THE SQUARE

<11> ＳＯＩＬ＆‘‘ＰＩＭＰ’’ SUFFOCATION ＳＯＩＬ＆‘‘ＰＩＭＰ’’ＳＥＳＳＩＯＮＳ 発売中

ＳＥＳＳＩＯＮＳ SAHARA ＳＯＩＬ＆‘‘ＰＩＭＰ’’ＳＥＳＳＩＯＮＳ 缶ｺｰﾋｰCM 

Crush! ＳＯＩＬ＆‘‘ＰＩＭＰ’’ＳＥＳＳＩＯＮＳ

ﾏｼﾛｹ ＳＯＩＬ＆‘‘ＰＩＭＰ’’ＳＥＳＳＩＯＮＳ

SUMMER GODDESS ＳＯＩＬ＆‘‘ＰＩＭＰ’’ＳＥＳＳＩＯＮＳ

<12> 塩谷哲 SIDE BY SIDE(WE GO) 塩谷哲 発売中

LIFE WITH YOU 塩谷哲

According to la meteo 塩谷哲

あこがれのﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ 塩谷哲

HUMAN-TECH BOY 塩谷哲

EARTH BEAT～大地の鼓動～ 塩谷哲

<13> アンジェラ・アキ ｻｸﾗ色 ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ 発売中

たしかに ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ

This Love ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ

孤独のｶｹﾗ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ

Kiss Me Good Bye ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ

<14> ジョン・ウィリアムズ作品集 ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ ﾒｲﾝ･ﾀｲﾄﾙ～帝国のﾏｰﾁﾒﾄﾞﾚｰ ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ 発売中



E.T. ﾌﾗｲﾝｸﾞ･ﾃｰﾏ ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢E.T.｣

ﾚｲﾀﾞｰｽ 失われたｱｰｸ ﾚｲﾀﾞｰｽ･ﾏｰﾁ ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ﾚｲﾀﾞｰｽﾏｰﾁ･失われたｱｰｸ｣

ｼﾞｭﾗｼｯｸ･ﾊﾟｰｸﾃｰﾏ ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ｼﾞｭﾗｼｯｸ･ﾊﾟｰｸ｣

JAWSﾒｲﾝ･ﾀｲﾄﾙ ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢JAWS｣

<15> カーペンターズ ｲｴｽﾀﾃﾞｨ･ﾜﾝｽ･ﾓｱ ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ 発売中

ﾄｯﾌﾟ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

雨の日と月曜日は ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

愛のﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

遥かなる影 ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

青春の輝き ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

<16> 服部隆之作品集 ｢王様のﾚｽﾄﾗﾝ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 服部隆之 ﾄﾞﾗﾏ｢王様のﾚｽﾄﾗﾝ｣ 発売中

｢HERO｣-Main Title 服部隆之 ﾄﾞﾗﾏ｢HERO｣

｢新撰組!｣ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ 服部隆之 大河ﾄﾞﾗﾏ｢新撰組!｣

ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ｢ｵｹﾋﾟ!｣ 服部隆之 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｵｹﾋﾟ｣

OLULU MAKANI～SmaSTATION!!のﾃｰﾏ 服部隆之 ﾃﾚﾋﾞ朝日｢SmaSTASTION!!｣

ﾒｲﾝﾃｰﾏ･ｵﾌﾞ･華麗なる一族 服部隆之 ﾄﾞﾗﾏ｢華麗なる一族｣

<18> Ｓ．Ｅ．Ｎ．Ｓ The Key S.E.N.S ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ｢ｴﾁｶの鏡｣ 発売中

人と時と風の中へ CM｢ｵﾝﾜｰﾄﾞ組曲｣

海神 NHK｢海のｼﾙｸﾛｰﾄﾞ｣

Sican TBS｢黄金の都ｼｶﾝ展｣ﾃｰﾏ

Magic Warriors NHK｢故宮｣

<19> カーペンターズ２ ｼﾝｸﾞ ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ 発売中

愛は夢の中に ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

ｽｰﾊﾟｰｽﾀｰ ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

ｵﾝﾘｰ･ｲｴｽﾀﾃﾞｲ ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

ﾐｽﾀｰ･ｸﾞｰﾀﾞｰ ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

愛にさよならを ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

<20> マイケル・ジャクソン ﾋﾞﾘｰ･ｼﾞｰﾝ ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｬｸｿﾝ 発売中

今夜はﾋﾞｰﾄ･ｲｯﾄ ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｬｸｿﾝ

ｽﾘﾗｰ ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｬｸｿﾝ

ﾊﾞｯﾄﾞ ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｬｸｿﾝ



ﾏﾝ･ｲﾝ･ｻﾞ･ﾐﾗｰ ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｬｸｿﾝ

<21> 本田雅人 放課後は日曜日 本田雅人 発売中

Funky Monsters 本田雅人

僕のこいのぼり 本田雅人

Captain Giovanni 本田雅人

Joy 本田雅人

<22> 熱帯ＪＡＺＺ楽団２ ﾘﾊﾞﾃｨ･ｼﾃｨ 熱帯JAZZ楽団 発売中

ｽﾍﾟｲﾝ 熱帯JAZZ楽団

ｺｺﾅｯﾂ･ﾍﾞｲﾋﾞｰ 熱帯JAZZ楽団

ﾑｰﾝﾗｲﾄ･ｾﾚﾅｰﾃﾞ 熱帯JAZZ楽団

ｻﾑﾊﾞﾃｨ･ｱｲ･ﾉｳ 熱帯JAZZ楽団

<23> Ｐｅｒｆｕｍｅ ﾎﾟﾘﾘｽﾞﾑ Perfume 発売中

ﾁｮｺﾚｲﾄ･ﾃﾞｨｽｺ Perfume

VOICE Perfume

NIGHT FLIGHT Perfume

575 Perfume

Dream Fighter Perfume

<24> アストル・ピアソラ ﾘﾍﾞﾙﾀﾝｺﾞ ｱｽﾄﾙ･ﾋﾟｱｿﾗ 発売中

ｱﾃﾞｨｵｽ･ﾉﾆｰﾉ ｱｽﾄﾙ･ﾋﾟｱｿﾗ

ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽの春 ｱｽﾄﾙ･ﾋﾟｱｿﾗ

ｵﾌﾞﾘﾋﾞｵﾝ ｱｽﾄﾙ･ﾋﾟｱｿﾗ 映画｢ｴﾝﾘｺ4世｣

ﾊﾞﾝﾄﾞﾈｵﾝ協奏曲 第3楽章 ｱｽﾄﾙ･ﾋﾟｱｿﾗ

<25> ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＯＦ Round Dance 窪田宏 発売中

 ＨＩＲＯＳＨＩ ＫＵＢＯＴＡ Association 窪田宏

～Ｓｐｉｎ Ｋｉｃｋ～ 5000Watt Power 窪田宏

Chattanooga Choo Choo 窪田宏

Spin Kick 窪田宏

<26> T-SQUARE TRUTH T-SQUARE 発売中

　ベスト・コレクション OMENS OF LOVE T-SQUARE

TAKARAJIMA T-SQUARE

EL MIRAGE T-SQUARE



TWILIGHT IN UPPER WEST T-SQUARE

KNIGHT'S SONG T-SQUARE

ALL ABOUT YOU T-SQUARE

<27> ｺﾞｰﾄﾞﾝ･ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝ作品集 THE JAZZ POLICE ｺﾞｰﾄﾞﾝ･ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝ 発売中

HIGH MAINTENANCE ｺﾞｰﾄﾞﾝ･ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝ

SAMBA DEL GRINGO ｺﾞｰﾄﾞﾝ･ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝ

RHAPSODY IN BLUE ｺﾞｰﾄﾞﾝ･ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝ

<28> 安室奈美恵 TRY ME～私を信じて～ 安室奈美恵 発売中

～ﾀﾞﾝｽ･R&B編～ Body Feels EXIT 安室奈美恵

Chase the Chance 安室奈美恵

Don't wanna cry 安室奈美恵

You're my sunshine 安室奈美恵

SWEET 19 BLUES 安室奈美恵

<29> 安室奈美恵 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 発売中

～ﾊﾞﾗｰﾄﾞ編～ NEVER END 安室奈美恵

Love Story 安室奈美恵

Hero 安室奈美恵

Just You and I 安室奈美恵

Finaly 安室奈美恵

<30> H　ZETTRIO1 Beautiful Fight H　ZETTRIO 発売中

Something Special H　ZETTRIO

Neo Japanesque H　ZETTRIO

Get Happy! H　ZETTRIO

Happy Saturday Night H　ZETTRIO

ﾊﾟﾉﾗﾏﾋﾞｭｰ H　ZETTRIO

<31> H　ZETTRIO2 Dancing in the mood H　ZETTRIO 発売中

晴天-Hale Sola H　ZETTRIO

夢と希望のﾊﾟﾚｰﾄﾞ H　ZETTRIO

What"s Next H　ZETTRIO

Fiesta H　ZETTRIO

Playin'Swingin'!!!H ZETTRIO!!! H　ZETTRIO



★パーソナル★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> 渡辺睦樹「ペールギュント」 ｢ﾍﾟｰﾙｷﾞｭﾝﾄ組曲｣より朝 渡辺睦樹 発売中

｢ﾍﾟｰﾙｷﾞｭﾝﾄ組曲｣よりｱﾆﾄﾗの踊り 渡辺睦樹

｢ﾍﾟｰﾙｷﾞｭﾝﾄ組曲｣より山の魔王の宮殿にて 渡辺睦樹

｢ﾎﾙﾍﾞﾙｸ組曲｣よりｶﾞｳﾞｫｯﾄ 渡辺睦樹

｢叙情小曲集｣より農夫の歌 渡辺睦樹

Intermezzo-間奏曲- 渡辺睦樹

<3> 柏木玲子 Someday,Somewhere 柏木玲子 発売中

「Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ Ｐｌａｃｅ」 夢(Debussy) 柏木玲子

September in Blue 柏木玲子

ﾙｸﾞﾗﾝ･ｽﾄﾘｰﾄ 柏木玲子

ｼﾞｮｱﾝ 柏木玲子

Free Way 柏木玲子

ｴﾄﾜｰﾙ 柏木玲子

<5> 松本淳一 雲ｶﾗ光 松本淳一 発売中

「オトノキモチ　ヒト　ツナグ」 ﾐｾｽ･ﾊﾞｯﾊ 松本淳一

FLYING FAR AWAY 松本淳一

ｿﾗ 松本淳一

ｼｬｸﾄﾘﾑｼﾉｺｲ 松本淳一

HOMETOWN 松本淳一

<7> 森俊雄「ＥＸＰＲＥＳＳＩＯＮ～ ｼｮｰほど素敵な商売はない ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｱﾆｰよ銃をとれ｣ 発売中

ｐａｓｔ ａｎｄ ｐｒｅｓｅｎｔ ｏｆ ﾊﾞﾛｯｸ･ﾎｳﾀﾞｳﾝ TDL｢ﾎｰﾝﾃｯﾄﾞ･ﾏﾝｼｮﾝ｣

Ｍａｎｈａｔｔａｎ～」 ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ ｶﾞｰｼｭｲﾝ ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣

ｻｳｽ･ﾗﾝﾊﾟｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ﾊﾟﾚｰﾄﾞ

Night Flight 森俊雄

Anniversary 森俊雄

<8> 尾野カオル Domiciliation to floating(place) 尾野ｶｵﾙ 発売中

「Ｌｏｖｅ　Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ」 Spinning Wheel 尾野ｶｵﾙ

B.d.N 尾野ｶｵﾙ

以下続刊



LOOP 尾野ｶｵﾙ

onabys 尾野ｶｵﾙ

Lose Regulations 尾野ｶｵﾙ

<9> 三原善隆 Champion! 三原善隆 発売中

No More Blue Christmas' 三原善隆

G線上のｱﾘｱ 三原善隆

星に願いを 三原善隆 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣

Get Your Heart 三原善隆

KALEIDOSCOPE 三原善隆

<10> 高田和泉 WINDSCAPE 高田和泉 発売中

CLOSE TO YOU 高田和泉

A-LIVE 高田和泉

ｵﾗﾝｳｰﾀﾝ 高田和泉

花 高田和泉

ELEGY 高田和泉

<12> ＦＵＮＫＹ　ＦＯＸ Milky Way～君にﾃﾞｼﾞｬ･ｳﾞ FYNKY FOX 発売中

mission complete<<< FYNKY FOX

Love…my memoriese collection FYNKY FOX

Destiny FYNKY FOX

Starry Night FYNKY FOX

Go!Go!Boys! FYNKY FOX

<13> 森下絹代・渡辺睦樹 交響曲 第40番 ﾄ短調 第1楽章 森下絹代・渡辺睦樹 発売中

弦楽ｾﾚﾅｰﾃﾞ 第1楽章 渡辺睦樹

ｳﾞｫｶﾘｰｽﾞ 渡辺睦樹

交響曲 第6番 ﾛ短調｢悲愴｣第4楽章 森下絹代

組曲｢展覧会の絵｣より｢ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ｣ 渡辺睦樹

組曲｢展覧会の絵｣より｢ｷｴﾌの大門｣ 渡辺睦樹

<14> 鷹野雅史「ＭＡＸ  ｔｏ ＭＡＸ！！ ｽﾃｰｼﾞｱ･ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ 鷹野雅史 発売中

ＶＯＬ．ⅡＭｏｒｅ ｻｰｸﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ 鷹野雅史 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣
 ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ to ｇｏ！！」 ｻﾞ･ｷｬｯﾄ 鷹野雅史 映画｢危険がいっぱい｣

誰も寝てはならぬ 鷹野雅史 歌劇｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣



ﾃｨｺ･ﾃｨｺ 鷹野雅史

戦場のﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ 鷹野雅史 映画｢戦場のﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ｣

<15> 倉沢大樹「ＪＡＺＺ ｉｚ」 Cleopatra's Dream 倉沢大樹 発売中

Satin Doll 倉沢大樹

S Wonderful 倉沢大樹

Love for Sale 倉沢大樹

That's All 倉沢大樹

Armando's Rhumba 倉沢大樹

<16> ｙａＳｙａ「ＡｎＡｎｄＡ」 Blues Box yaSya 発売中

Traffic Jam yaSya

ﾏﾀﾊﾘ･ｾﾝｼﾞｬ yaSya

絶対ｷｬﾍﾞﾂ yaSya

Journey to love yaSya

Ghibli Trance Mix yaSya

<17> 渡辺睦樹２「イースの伝説」 ｼﾞﾑﾉﾍﾟﾃｨ第1番 渡辺睦樹 発売中

月の光～｢ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ組曲｣より 渡辺睦樹

沈める寺～｢前奏曲集第1巻｣より 渡辺睦樹

夢のあとに 渡辺睦樹

ｼｼﾘｴﾝﾇ～｢ﾍﾟﾚｱｽとﾒﾘｻﾞﾝﾄﾞ｣より 渡辺睦樹

妖精の園～｢ﾏ･ﾒｰﾙ･ﾛﾜ｣より 渡辺睦樹

<18> 鈴木一浩 ﾎﾜｯﾂ･ｺﾞｰｲﾝ･ｵﾝ 鈴木一浩 発売中

「オルガンマニア♯２リズマチック」 ﾛﾋﾞﾝ･ﾁｬﾝ 鈴木一浩

ﾗ･ﾉﾅ･ﾘｶ 鈴木一浩

ｽｰﾊﾟｰ･ｽﾄﾗｯﾄ 鈴木一浩

ﾗｽﾄ･ﾀﾝｺﾞ･ｲﾝ･ﾒﾝﾌｨｽ 鈴木一浩

<19> 柏木玲子２ ｸﾛｽ･ﾄｩｰ･ﾕｰ 柏木玲子 発売中

ﾒﾓﾘｰｽﾞｵﾌﾞｼﾞｮﾋﾞﾝ 柏木玲子

遠い空に 柏木玲子

いつか風のように 柏木玲子

千の風になって 柏木玲子

ｱｸﾛｽ･ｻﾞ･ﾎﾞｰﾀﾞｰ 柏木玲子



<20> 安藤禎央２ ｷｾｷ 安藤禎央 発売中

「０　ｍｉｎｄｓｃａｐｅ<<４」 ORANGE 安藤禎央

YES!! 安藤禎央

Smile 安藤禎央

風のゆくえ 安藤禎央

扉 安藤禎央

<21> 加曽利康之 約束の朝 加曽利康之 発売中

「Ｆｅｅｌ Ｔｈｅ ‘‘ＫＳＸ’’」 ｽｶｲ･ﾊｲ 加曽利康之

ｹﾙﾃｨｯｸ･ﾛﾏﾝｽ 加曽利康之

Father's Eyes 加曽利康之

Some Day My Prince Will Come 加曽利康之

ﾗﾙｺﾞ 加曽利康之

<22> 鷹野雅史「ＭＡＸ  ｔｏ ＭＡＸ！！ ﾊﾞｯｸ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰのﾃｰﾏ 鷹野雅史 映画｢ﾊﾞｯｸ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ｣ 発売中

ＶＯＬ．Ⅲｉｎ　Ｃｏｎｃｅｒｔ」 ｢崖の上のﾎﾟﾆｮﾒﾄﾞﾚｰ 鷹野雅史 映画｢崖の上のﾎﾟﾆｮ｣

ﾊﾟﾘのあやつり人形 鷹野雅史

ﾂｧﾗﾄｩｽﾄﾗはかく語りき 鷹野雅史

ﾄｩﾙｰｽ(ﾗﾃﾝ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) 鷹野雅史 F1ﾃｰﾏ

星に願いを 鷹野雅史 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣

<23> 渡辺睦樹３「春夏秋冬 ``春''第1楽章:ｱﾚｸﾞﾛ～ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲集｢四季｣ 渡辺睦樹 発売中

　-ＬＥ ＳＴＡＧＩＯＮＩ-」 春の歌～｢無言歌集｣より 渡辺睦樹

ｱﾗ･ﾎｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ～｢水上の音楽｣より 渡辺睦樹

ﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲 第6番 渡辺睦樹

冬の楽しみ 渡辺睦樹

主よ人の望みの喜びよ～ｶﾝﾀｰﾀ147番より 渡辺睦樹

<24> 冴咲賢一「ＯＮＥＳ ＷＡＹ」 きんとうん 冴咲賢一 発売中

陽の光を浴びて 冴咲賢一

ONE! 冴咲賢一

さくら 冴咲賢一

TOMORROW 冴咲賢一

ONES　WAY 冴咲賢一

<25> 高田和泉２ Road to The Sky 高田和泉 発売中



ｻﾗﾀﾞのうた 高田和泉

Harvest 高田和泉

Overjoyed 高田和泉

哀愁ｱﾝﾀﾞﾙｼｱ 高田和泉

おおｽｻﾞﾝﾅ 高田和泉

<26> 加曽利康之２ 僕は君の味方 加曽利康之 発売中

「Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｕ」 Happy-Go-Lucky 加曽利康之

DestinyⅡ～I swear．．． 加曽利康之

Russian Love Story 加曽利康之

線路は続くよどこまでも～Boys Be Ambitious Orchestra 加曽利康之

<27> 安藤禎央３「ＳＯＲＡ」 あぐり 安藤禎央 発売中

空へ 安藤禎央

天上の光 安藤禎央

凱歌 安藤禎央

サクラ 安藤禎央

祈り 安藤禎央

<28> ＡＹＡＫＩ Nutville AYAKI 発売中

The deep time on the seaside AYAKI

Moldau AYAKI

Greensleeves AYAKI

Sunlight AYAKI

<29> 鷹野雅史４「Ｍｏｓｔｌｙ， ｢勇気100%｣の主題による序奏とﾌｰｶﾞ 鷹野雅史 ｱﾆﾒ｢忍たま乱太郎｣ 発売中

Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ！～ＭＡＸ ＴＡＫＡＮＯ 映画｢道｣より 鷹野雅史 映画｢道｣
@STAGEA Ｐｈｉｌｈａｒｍｏｎｙ～」 ｺﾞｾｯｸのｶﾞｳﾞｫｯﾄ 鷹野雅史

交響曲第9番 ニ短調 作品125｢合唱つき｣より第4楽章 鷹野雅史

<30> 倉沢大樹「b.T.ＪＡＺＺ」 Blues Bossa 倉沢大樹 発売中

It's Only A Paper Moon 倉沢大樹 映画｢ﾃｲｸ･ｱ･ﾁｬﾝｽ｣

All The Things You Are 倉沢大樹 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢5月にしては暑つすぎる｣

The Eternal triangle 倉沢大樹

Georgia On My Mind 倉沢大樹

Nocturne No.2 倉沢大樹



<31> 安藤禎央4｢Mostly,Orchestra！ 君と旅立とう～ﾀｲﾑ･ﾄｩｾｲ･ｸﾞｯﾊﾞｲ～ 安藤禎央 発売中

～MAX TAKANO＠ ELAN 安藤禎央
STAGEA Philharmony～｣ ｆｏｒｅｖｅｒ 安藤禎央

SEPTEMBER 安藤禎央

Another Century 安藤禎央

<32> 安藤禎央5｢～feat, Where We Are 安藤禎央 発売中

``mindscape''``mindscape<<2''｣ あの場所へ 安藤禎央

sincerely 安藤禎央

GLORIA 安藤禎央

blue 安藤禎央

HORIZON 安藤禎央

<34> 廣田奈緒子 Anniversary 廣田奈緒子 発売中

ｴﾘｰｾﾞのために(ｽﾊﾟﾆｯｼｭ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) 廣田奈緒子

Belle Lumie're 廣田奈緒子

明治ﾁｮｺﾚｰﾄ･ﾃｰﾏ 廣田奈緒子

思い出のｱﾙﾊﾞﾑ 廣田奈緒子

ﾋﾟｱﾉｺﾝﾁｪﾙﾄ～光を求めて～ 廣田奈緒子

<36> 松内愛 on your side 松内愛 発売中

渡れない河 松内愛

ﾎﾟﾝｺﾂ車は虫の息 松内愛

ﾄﾞｩﾄﾞｩｰ･ﾓﾜﾝ 松内愛

FLY! So HIGH 松内愛

Tears 松内愛

<37> 平部やよい ﾊﾟｶﾞﾆ変奏曲 平部やよい 発売中

｢Sound Gallery｣ 雨 平部やよい

Natural Marvel 平部やよい

街が暮れる時 平部やよい

Sound Gallery 平部やよい

Black　Hole 平部やよい

<38> 高田和泉3 Keep　On Shining 高田和泉 発売中

｢Rendez-Vous！｣ Rendez-Vous! 高田和泉



さんぽ日和 高田和泉

風の都 高田和泉

Skyscraper 高田和泉

誇り高き者へ 高田和泉

<39> THE BEST OF 遠い空に 柏木玲子 発売中

 REIKO KASHIWAGI Dream of Dream 柏木玲子

Circle Line 柏木玲子

Do You Remember? 柏木玲子

Across the Border 柏木玲子

Prelude 柏木玲子

A Bientot～GX-1とｵｰｹｽﾄﾗの為の三章より～ 柏木玲子

<40> 窪田宏2 Inspire 窪田宏 発売中

Funky D Town 窪田宏

Out of Pity 窪田宏

The Electric Future 窪田宏

Road Star 窪田宏

<41> 冴咲賢一2「from 蜜会」 いい人、悪い人 冴咲賢一 発売中

ｻﾙｻﾊﾟﾘﾙﾗ 冴咲賢一

not alone… 冴咲賢一

いっそこのまま 冴咲賢一

雪どけの詩 冴咲賢一

Memories of the future～未来の想い出 冴咲賢一

<42> 平沼有梨｢愛の賛歌｣ 空と大地のうた 平沼有梨 発売中

Leprechaun 平沼有梨

Spica 平沼有梨

空と夜明けの太陽 平沼有梨

An American Hymn～｢ｴﾃﾞﾝの東｣より 平沼有梨 ﾄﾞﾗﾏ｢ｴﾃﾞﾝの東｣

愛の賛歌 平沼有梨

<43> 渡辺睦樹4 ｱﾙﾏﾝﾄﾞ｢ﾌﾗﾝｽ組曲第5番｣より 渡辺睦樹 発売中

｢音彩(おといろ)～Colors～｣ ﾒﾛﾃﾞｨｰ｢こどものためのｱﾙﾊﾞﾑ｣より 渡辺睦樹

雨だれ前奏曲｢24の前奏曲｣より 渡辺睦樹



ため息｢3つの演奏会用練習曲｣より 渡辺睦樹

ｱﾗﾍﾞｽｸ第2番｢2つのｱﾗﾍﾞｽｸ｣より 渡辺睦樹

3つのﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ 渡辺睦樹

<44> 安藤禎央6 FLY HIGH( Symphonic ver.) 安藤禎央 発売中

｢maindscape<<5｣ Sunny 安藤禎央

Pandora 安藤禎央

A Cheerful Day 安藤禎央

木漏れ日の樹の下で 安藤禎央

HOPE 安藤禎央

<45> 倉沢大樹3 Billie's　Bounce 倉沢大樹 発売中

｢Jazz Addiction｣ ｴﾘｰｾﾞのために 倉沢大樹

ｵｰﾗ･ﾘｰ 倉沢大樹

これからの人生 倉沢大樹

君をのせて 倉沢大樹 映画｢天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ｣

You Are The Sunshine Of My Life? 倉沢大樹

<46> 鷹野雅史5｢MaxTAKANO ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞのﾃｰﾏ 鷹野雅史 ﾄﾞﾗﾏ｢ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ｣ 発売中

conducts AMAZING!! ｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 鷹野雅史 映画｢ｽﾀｰｳｫｰｽﾞ｣
STAGEA PHILHARMONY♪｣ 結(You) 鷹野雅史

交響曲第5番 第4楽章 ｱﾀﾞｰｼﾞｪｯﾄ 鷹野雅史

威風堂々 第1番 鷹野雅史

<47> 高田和泉4｢Tree of Life｣ Horizon 高田和泉 発売中

Playground 高田和泉

Graceful 高田和泉

Taiga～森の鼓動～ 高田和泉

Mother 高田和泉

Tree of Life～生命の樹～ 高田和泉

<48> 渡辺睦樹ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ 組曲｢惑星｣より｢木星-快楽の神｣ 渡辺睦樹 発売中

歌劇｢ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ｣より｢間奏曲｣ 渡辺睦樹

沈める寺 渡辺睦樹

ﾎﾞﾚﾛ 渡辺睦樹

｢吹奏楽のための第2組曲｣より第1楽章ﾏｰﾁ 渡辺睦樹



Intermezzo-間奏曲- 渡辺睦樹

Comical Train 渡辺睦樹

<49> 窪田宏3｢Vocalize｣ Vocalize 窪田宏 発売中

Endless Marvel 窪田宏

Real Spin Kick 窪田宏

Kindness 窪田宏

Tokyo Games 窪田宏

<51> 加曽利康之3 Sonrisa～ﾋﾟｱﾉｿﾅﾀ｢悲愴｣第2楽章～ 加曽利康之 発売中

｢ﾌｨｰﾙ･ｻﾞ･ｶｿﾘｯｸⅡ｣ Jupiter～Ksx Mix. 加曽利康之

ﾄﾞﾝﾊﾟﾝ節 加曽利康之

Father's Eyes(New Edition) 加曽利康之

Midtown Manhattan～NHKﾆｭｰｽﾜｲﾄﾞ'85ﾃｰﾏ～ 加曽利康之

交響詩｢ﾌｨﾝﾗﾝﾃﾞｨｱ｣ 加曽利康之

<52> 島田聖子「Colorful Box｣ ﾙﾊﾟﾝ三世のﾃｰﾏ～Drum'n'bass　Arr.～ 島田聖子 発売中

ｷｬﾗﾊﾞﾝ～Latin JAZZ Arr.～ 島田聖子

ｸﾞﾙｰﾝｽﾘｰﾌﾞｽ～Fusion Arr.～ 島田聖子

ｼﾞｭ･ﾄｩ･ｳﾞ～Bossa Nova Arr.～ 島田聖子

ｵｰﾗ･ﾘｰ 島田聖子

<54> 平部やよい2 ﾀﾞｯﾀﾝ人の踊り 平部やよい

｢New Direction｣ 星に願いを 平部やよい 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣ 発売中

Satisfaction 平部やよい

Mobius Circle 平部やよい

Sound Relief 平部やよい

<55> 尾野ｶｵﾙ3 Quality Time 尾野ｶｵﾙ 発売中

Jazz Affect-Exclusive mix- 尾野ｶｵﾙ

Ladybog Soul 尾野ｶｵﾙ

ｼﾛｸﾏ 尾野ｶｵﾙ

君をのせて 尾野ｶｵﾙ

素顔のままで 尾野ｶｵﾙ

<56> 中野正英｢いちばん、 いちばん、たいせつなもの。 中野正英 発売中

たいせつなもの。」 郷邑 中野正英



勇気100％ 中野正英 ｱﾆﾒ｢忍たま乱太郎」

古い日記 中野正英

美ら星ラプソディー 中野正英

Beijing gallop 中野正英

<57> 鷹野雅史６｢Amazing!! ﾊﾟﾘのｱﾒﾘｶ人 ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｰｼｭｲﾝ 発売中

STAGEA PHILHARMONY♪ ﾊｯﾋﾟｰ ﾌｧﾚﾙ･ｳｨﾘｱﾑｽ 映画｢怪盗ｸﾞﾙｰのﾐﾆｵﾝ危機一髪｣

ON STAGEA!｣ 『ｼﾝｺﾞｼﾞﾗ』より ｺﾞｼﾞﾗのﾃｰﾏ/悲劇 伊福部昭 映画｢ｼﾝｺﾞｼﾞﾗ｣

ｺﾞｰｽﾄﾊﾞｽﾀｰｽﾞ ﾚｲ･ﾊﾟｰｶｰJr 映画｢ｺﾞｰｽﾄﾊﾞｽﾀｰｽﾞ｣

序奏と四つの主題歌 映画｢君の名は。｣

ｸﾘｽﾃｨｰﾅ 樋口康雄

<58> 安藤ヨシヒロ７｢Orchestra」 La vie 安藤ﾖｼﾋﾛ 発売中

Joan of Are 安藤ﾖｼﾋﾛ

Joy to you 安藤ﾖｼﾋﾛ

Eternal Sea 安藤ﾖｼﾋﾛ

La vie( ﾋﾟｱﾉ用ｽｺｱ) 安藤ﾖｼﾋﾛ

★クラシック★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<2> ｵﾍﾟﾗ ｢ｶﾙﾒﾝ｣より前奏曲 G.ﾋﾞｾﾞｰ ｵﾍﾟﾗ｢ｶﾙﾒﾝ｣ 発売中

｢ｶﾙﾒﾝ｣よりﾊﾊﾞﾈﾗ G.ﾋﾞｾﾞｰ ｵﾍﾟﾗ｢ｶﾙﾒﾝ｣

｢ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ｣間奏曲 P.ﾏｽｶｰﾆ ｵﾍﾟﾗ｢ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ｣

｢ﾌｨｶﾞﾛの結婚｣序曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｵﾍﾟﾗ｢ﾌｨｶﾞﾛの結婚｣

｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣より誰も寝てはならぬ G.ﾌﾟｯﾁｰﾆ ｵﾍﾟﾗ｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣

｢ｼﾞｮｺﾝﾀﾞ｣より時の踊り A.ﾎﾟﾝｷｴﾙﾘ ｵﾍﾟﾗ｢ｼﾞｮｺﾝﾀﾞ｣

<4> ﾓｰﾂｧﾙﾄ 交響曲第25番　第1楽章 ﾓｰﾂｧﾙﾄ 発売中

ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第15番第1楽章 ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ第1番第1楽章 ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ第1楽章 ﾓｰﾂｧﾙﾄ

歌劇｢ﾌｨｶﾞﾛの結婚｣序曲 ﾓｰﾂｧﾙﾄ

<6> ｸﾗｼｯｸ名曲集2 交響曲第9番｢新世界より｣第4楽章 A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ 発売中

～新世界より～ ﾉｸﾀｰﾝ第2番 F.ｼｮﾊﾟﾝ

以下続刊



ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番第1楽章 S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ

｢ｱﾙﾙの女｣第2組曲よりﾌｧﾗﾝﾄﾞｰﾙ G.ﾋﾞｾﾞｰ

組曲｢惑星｣より火星－戦争の神 G.ﾎﾙｽﾄ

<7> ﾊﾞﾚｴ音楽 ｢白鳥の湖｣より情景 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 発売中

｢白鳥の湖｣よりﾒﾄﾞﾚｰ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

｢くるみ割り人形｣よりﾒﾄﾞﾚｰ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 映画｢眠れる森の美女｣

｢眠れる森の美女｣よりﾜﾙﾂ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 映画｢眠れる森の美女｣

｢ｺｯﾍﾟﾘｱ｣前奏曲より ﾄﾞﾘｰﾌﾞ

｢ｶﾞｲｰﾇ｣より剣の舞 ﾊﾁｬﾄｩﾘｬﾝ

<8> ﾄﾞﾗﾏｽﾃｨｯｸ･ｸﾗｼｯｸ 狂詩曲｢ｽﾍﾟｲﾝ｣ ｼｬﾌﾞﾘｴ 発売中

ﾚｸｲｴﾑ怒りの日 ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ

歌劇｢ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ｣より入場の行進曲 ﾜｰｸﾞﾅｰ 歌劇｢ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ｣

歌劇｢ｶﾙﾒﾝ｣よりﾊﾊﾞﾈﾗ～闘牛士の歌 ﾋﾞｾﾞｰ 歌劇｢ｶﾙﾒﾝ｣

軍隊ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ ｼｮﾊﾟﾝ

<9> ｽﾃｰｼﾞで弾きたい 歌劇｢ﾙｽﾗﾝとﾘｭﾄﾞﾐﾗ｣序曲 M.ｸﾞﾘﾝｶ 歌劇｢ﾙｽﾗﾝとﾘｭﾄﾞﾐﾗ｣ 発売中

派手ｸﾗｼｯｸ 交響詩｢ﾛｰﾏの祭り｣よりⅠ.ﾁﾙﾁｪﾝｾｽ O.ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ

道化師の朝の歌 M.ﾗｳﾞｪﾙ

交響詩｢ﾌｨﾝﾗﾝﾃﾞｨｱ J.ｼﾍﾞﾘｳｽ

序曲｢謝肉祭｣ A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ

<10> ﾊﾞﾚｴ組曲　くるみ割り人形 ﾛｼｱの踊り(ﾄﾚﾊﾟｰｸ) P.Ｉ.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 発売中

あし笛の踊り P.Ｉ.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

小序曲 P.Ｉ.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

ｱﾗﾋﾞｱの踊り P.Ｉ.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

花のﾜﾙﾂ P.Ｉ.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

こんぺい糖の踊り P.Ｉ.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

行進曲 P.Ｉ.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

中国の踊り P.Ｉ.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

<11> 祝典･ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ作品集 舞踏詩｢ﾗ･ﾍﾟﾘ｣よりﾌｧﾝﾌｧｰﾚ P.ﾃﾞｭｶ 発売中

ｼﾝﾌｫﾆｴｯﾀよりﾌｧﾝﾌｧｰﾚ L.ﾔﾅｰﾁｪｸ

明日へのﾌｧﾝﾌｧｰﾚ R.W.ｽﾐｽ

歌劇｢ﾑﾗﾀﾞ｣より貴族たちの行列 N.ﾘﾑｽｷｰ=ｺﾙｻｺﾌ



祝典序曲 D.ｼｮｽﾀｺｰﾋﾞｯﾁ

<13> 新･ｸﾗｼｯｸ名曲集1 組曲｢惑星｣より木星 G.ﾎﾙｽﾄ 発売中

～木星～ 亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧｰﾇ M.ﾗｳﾞｪﾙ

はげ山の一夜 M.ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ

楽劇｢ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸのﾏｲｽﾀｰｼﾞﾝｶﾞｰ｣より第1幕への前奏曲 R.ﾜｰｸﾞﾅｰ

組曲｢四季｣より冬第1楽章 A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ

ｳﾞｫｶﾘｰｽﾞ S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ

<14> ｽﾃｰｼﾞで輝く! 歌劇｢雪娘｣より曲芸師たちの踊り N.ﾘﾑｽｷｰ=ｺﾙｻｺﾌ 歌劇｢雪娘｣ 発売中

華麗なるｸﾗｼｯｸ ﾀﾞﾌﾆｽとｸﾛｴ第2組曲より夜明け M.ﾗｳﾞｪﾙ

ｶﾚﾘｱ組曲より行進曲 J.ｼﾍﾞﾘｳｽ

ﾊﾞﾚｴ組曲｢ｼﾊﾞの女王ﾍﾞﾙｷｽ｣より第4楽章 狂宴の踊り O.ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ

交響曲第5番《革命》より第4楽章 D.ｼｮｽﾀｺｰﾋﾞｯﾁ

<15> ｽﾃｰｼﾞで輝く! ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ G.ｶﾞｰｼｭｳｲﾝ ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 発売中

華麗なるｸﾗｼｯｸ2 『ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆの主題による狂詩曲』より｢第18変奏｣ S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ

ﾀﾞﾝｽ(ｽﾃｲﾘｰ風ﾀﾗﾝﾃﾗ) C.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ

交響曲第4番第4楽章 P.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

『ﾀﾞﾌﾆｽとｸﾛｴ第2組曲』より｢全員の踊り｣ M.ﾗｳﾞｪﾙ

<16> Classitronic ﾎﾞﾚﾛ M.ﾗｳﾞｪﾙ 発売中

～電子音で弾くｸﾗｼｯｸ～ 主よ人の望みの喜びよ J.S.ﾊﾞｯﾊ

ｱﾗﾍﾞｽｸ第1番 D.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ

熊蜂の飛行～歌劇｢ｻﾙﾀﾝ皇帝の物語｣より N.ﾘﾑｽｷｰ=ｺﾙｻｺﾌ

火祭りの踊り～ﾊﾞﾚｴ音楽｢恋は魔術師｣より M.ﾌｧﾘｬ

★ディズニー★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ・ﾒﾄﾞﾚｰ 白雪姫ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢白雪姫｣ 発売中

ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣

ﾎﾟｯﾌﾟ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾒﾄﾞﾚｰ

美女と野獣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢美女と野獣｣

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｼﾞｬｽﾞﾒﾄﾞﾚｰ

<4> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ・ｵﾝ･ﾌﾞﾗｽ ﾒﾘｰ･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ ﾒｲﾝ･ﾀｲﾄﾙ 映画｢ﾒﾘｰ･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ｣ 発売中

以下続刊



ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ/呪われた海賊たち｣

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ﾒﾄﾞﾚｰ

ｽｰﾊﾟｰ･ｸﾚｼﾞｯﾄ 映画｢Mr.ｲﾝｸﾚﾃﾞｨﾌﾞﾙ｣

<5> 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ ｼﾞｭﾋﾞﾚｰｼｮﾝ! TDLｼｮｰ 発売中

～ｼｮｰ&ﾊﾟﾚｰﾄﾞ～ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ﾌｧﾝﾃｨﾘｭｰｼﾞｮﾝ! TDLｼｮｰ

ﾜﾝﾏﾝｽﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑⅡ-ｻﾞ･ﾏｼﾞｯｸﾘﾌﾞｽﾞ･ｵﾝ TDLｼｮｰ

ﾐﾆｰ･ｵｰ･ﾐﾆｰ TDLｼｮｰ

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾘｶﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑﾗｲﾂ TDLｼｮｰ

<6> ﾀﾞﾝｽ･ﾎﾟｯﾌﾟ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ﾀﾞﾝｽ･ﾎﾟｯﾌﾟﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾒﾄﾞﾚｰ 発売中

ﾌｪｱﾘｰ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ TDLｼｮｰ

ﾊﾟｰﾄ･ｵﾌﾞ･ﾕｱ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ｣

星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣

彼こそが海賊 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ｣

<8> ﾗﾃﾝ&ﾎﾞｻﾉﾊﾞ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ 不思議の国のｱﾘｽ 映画｢不思議の国のｱﾘｽ｣ 発売中

ﾊﾞﾛｯｸ･ﾎｳﾀﾞｳﾝ TDL｢ﾎｰﾝﾃｯﾄﾞ･ﾏﾝｼｮﾝ｣

ﾋﾞﾋﾞﾃﾞｨ･ﾊﾞﾋﾞﾃﾞｨ･ﾌﾞｰ 映画｢ｼﾝﾃﾞﾚﾗ｣

ﾁﾑ･ﾁﾑ･ﾁｪﾘｰ 映画｢ﾒﾘｰ･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ｣

ﾎﾞｯｻ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾒﾄﾞﾚｰ

<9> 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰﾐｭｰｼﾞｯｸ It'll Be Magical! TDSｼｮｰ 発売中

ｺﾝﾊﾟｽ･ｵﾌﾞ･ﾕｱ･ﾊｰﾄ TDS｢ｼﾝﾄﾞﾊﾞｯﾄﾞ･ｽﾄｰﾘｰﾌﾞｯｸ･ｳﾞｫﾔｯｼﾞ｣

ﾃｰﾌﾞﾙ･ｲｽﾞ･ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ TDSｼｮｰ

ﾐｽﾃﾘｱｽ･ﾏｽｶﾚｰﾄﾞ TDSｼｮｰ

ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｼｶ TDSｼｮｰ

ﾌｧﾝﾀｽﾞﾐｯｸ! TDSｼｮｰ

<10> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ﾌﾟﾘﾝｾｽ いつか王子様が 映画｢白雪姫｣ 発売中

夢はひそかに 映画｢ｼﾝﾃﾞﾚﾗ｣

いつか夢で 映画｢眠れる森の美女｣

ｱﾝﾀﾞｰ･ｻﾞ･ｼｰ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ｣

美女と野獣 映画｢美女と野獣｣

ﾎｰﾙ･ﾆｭｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ｣

輝く未来 映画｢塔の上のﾗﾌﾟﾝﾂｪﾙ｣



<11> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ﾒﾄﾞﾚｰ 　「美女と野獣」ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢美女と野獣｣ 発売中

「塔の上のﾗﾌﾟﾝﾂｪﾙ」ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢塔の上のﾗﾌﾟﾝﾂｪﾙ｣

「ﾗｲｵﾝｷﾝｸﾞ」ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ」

「白雪姫」ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢白雪姫｣

「ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ」ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ」

<12> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ﾒﾄﾞﾚｰ ｢ｱﾅと雪の女王｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ｱﾅと雪の女王｣ 発売中

～ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ② ｢ｱﾗｼﾞﾝ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ｣

｢くるみ割り人形｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ｣

｢ﾄｲ･ｽﾄｰﾘｰ2｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾄｲ･ｽﾄｰﾘｰ2｣

｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ｣

<13> 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ35周年 Brand New Day 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ35周年''HappiestCelebration!ﾃｰﾏｿﾝｸﾞ 発売中

'ﾊﾋﾟﾈｽﾄｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ!'' ﾊﾋﾟﾈｽ･ｲｽﾞ･ﾋｱ TDLｼｮｰ

ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｱﾙﾊﾞﾑ ﾜﾝｽ･ｱﾎﾟﾝ･ｱ･ﾀｲﾑ TDLｼｮｰ

ﾌﾟｰさんのﾊﾆｰﾊﾝﾄ TDL[ﾌﾟｰさんのﾊﾆｰﾊﾝﾄ｣

ｶﾘﾌﾞの海賊 TDL｢ｶﾘﾌﾞの海賊｣

★ディズニー★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> ｱﾅと雪の女王 ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ～ありのままで～ 松たか子 映画｢ｱﾅと雪の女王｣ 発売中

生まれてはじめて 神田沙也加･松たか子 映画｢ｱﾅと雪の女王｣

ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ～ありのままで～(ｴﾝﾄﾞｿﾝｸﾞ) May.J 映画｢ｱﾅと雪の女王｣

ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ ｲﾃﾞｨﾅ･ﾒﾝｾﾞﾙ 映画｢ｱﾅと雪の女王｣

ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ～ありのままで～(弾語り) 松たか子 映画｢ｱﾅと雪の女王｣

<2> ｱﾅと雪の女王/ｴﾙｻのｻﾌﾟﾗｲｽﾞ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ･ﾃﾞｲ～特別な一日～ 映画｢ｱﾅと雪の女王ｴﾙｻのｻﾌﾟﾗｲｽﾞ｣ 発売中

 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ･ﾃﾞｲ～特別な1日～ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ･ﾃﾞｲ～特別な一日～ 映画｢ｱﾅと雪の女王ｴﾙｻのｻﾌﾟﾗｲｽﾞ｣

<3> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ﾂﾑﾂﾑ ﾂﾑﾂﾑ ﾒｲﾝﾃｰﾏ ｹﾞｰﾑ｢ﾂﾑﾂﾑ｣ 発売中

ﾂﾑﾂﾑ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾒﾄﾞﾚｰ ｹﾞｰﾑ｢ﾂﾑﾂﾑ｣

ﾂﾑﾂﾑ･ﾏｰﾁ ｹﾞｰﾑ｢ﾂﾑﾂﾑ｣

<4> ﾓｱﾅと伝説の海 どこまでも～How Far I'll Go～ 映画｢ﾓｱﾅと伝説の海｣ 発売中

俺のおかげさ 映画｢ﾓｱﾅと伝説の海｣

どこまでも～How Far I'll Go～（ｴﾝﾄﾞｿﾝｸﾞ） 映画「ﾓｱﾅと伝説の海」

以下続刊



<5> 美女と野獣 朝の風景 映画｢美女と野獣｣ 発売中

ひとりぼっちの晩餐会 映画｢美女と野獣｣

愛の芽生え 映画｢美女と野獣｣

時は永遠に 映画｢美女と野獣｣

美女と野獣 映画｢美女と野獣｣

ひそかな夢 映画｢美女と野獣｣

<6> リメンバー・ミー ﾘﾒﾝﾊﾞｰ･ﾐｰ(ｴﾙﾈｽﾄ･ﾃﾞﾗｸﾙｽ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) 映画｢ﾘﾒﾝﾊﾞｰ･ﾐｰ｣ 発売中

ｳﾝ･ﾎﾟｺ･ﾛｺ 映画｢ﾘﾒﾝﾊﾞｰ･ﾐｰ｣

哀しきｼﾞｮﾛｰﾅ 映画｢ﾘﾒﾝﾊﾞｰ･ﾐｰ｣

音楽はいつまでも 映画｢ﾘﾒﾝﾊﾞｰ･ﾐｰ｣

ﾘﾒﾝﾊﾞｰ･ﾐｰ(日本版ｴﾝﾄﾞｿﾝｸﾞ) 映画｢ﾘﾒﾝﾊﾞｰ･ﾐｰ｣

★Ｊ－ＰＯＰ★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> J-ﾊﾞﾗｰﾄﾞ 永遠にともに ｺﾌﾞｸﾛ 発売中

未来予想図Ⅱ DREAMS　COME TRUE

しるし Mr.Children ﾄﾞﾗﾏ「14才の母｣

Precious 伊藤由奈 映画｢NANA｣

明日晴れるかな 桑田圭祐 ﾄﾞﾗﾏ｢ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ大作戦｣

<4> J-POP4　GIFT/羞恥心 GIFT Mr.Children 北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ 発売中

ほか I AM YOUR SINGER ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ CM｢au LISMO｣

Hi-Five Superfly CM｢au LISMO｣

君の瞳に恋してる UZ ﾄﾞﾗﾏ｢太陽と海の教室｣

羞恥心 羞恥心 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ｢ｸｲｽﾞ!ﾍｷｻｺﾞﾝⅡ｣

<6> 恋うた2～ｵｰｹｽﾄﾗ･ｱﾚﾝｼﾞ～ 永遠にともに ｺﾌﾞｸﾛ 発売中

瞳をとじて 平井堅 映画｢世界の中心で愛をさけぶ｣

そばにいるね 青山ﾃﾙﾏ

ﾊﾅﾐｽﾞｷ 一青窈 映画｢ﾊﾅﾐｽﾞｷ｣

366日 HY

<9> 桜うた～ｵｰｹｽﾄﾗ･ｱﾚﾝｼﾞ～ 桜坂 福山雅治 発売中

桜 ｺﾌﾞｸﾛ

以下続刊



さくら(独唱) 森山直太朗

桜の時 aiko

桜 河口恭吾

<10> ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ･ｺﾚｸｼｮﾝ ﾊﾅﾐｽﾞｷ 一青窈 映画｢ﾊﾅﾐｽﾞｷ｣ 発売中

～歌い継がれる名曲～ 涙そうそう 夏川りみ

瑠璃色の地球 松田聖子

糸 中島みゆき ﾄﾞﾗﾏ「聖者の行進｣

少年時代 井上陽水 映画｢少年時代｣

世界に一つだけの花 SMAP ﾄﾞﾗﾏ｢僕の生きる道｣

翼をください 赤い鳥

花は咲く NHK｢明日へ-支えあおう-｣

<11> ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ･ｺﾚｸｼｮﾝ 栄光の架橋 ゆず ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ 発売中

～元気の出る曲～ 風になりたい THE BOOM

どんなときも。 槇原敬之 映画｢就職戦線異常なし｣

負けないで ZARD ﾄﾞﾗﾏ｢白鳥麗子でございます。｣

AMBITIOUS JAPAN! TOKIO CM｢JR東海｣

がんばりましょう SMAP

上を向いて歩こう 坂本九

LOBVﾏｼｰﾝ ﾓｰﾆﾝｸﾞ娘。

<12> ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ･ｺﾚｸｼｮﾝ ありがとう いきものがかり ﾄﾞﾗﾏ｢ｹﾞｹﾞｹﾞの女房｣ 発売中

～｢ありがとう｣そして明日へ～ TOMORROW 岡本真夜 ﾄﾞﾗﾏ｢ｾｶﾝﾄﾞ･ﾁｬﾝｽ｣

ありがとう SMAP

遠く遠く

Happiness 嵐 ﾄﾞﾗﾏ｢山田太郎ものがたり｣

ｻﾗｲ 加山雄三･谷村新司 24時間ﾃﾚﾋﾞﾃｰﾏ

贈る言葉 海援隊 ﾄﾞﾗﾏ｢3年B組金八先生｣

YOUNG MAN 西城秀樹

<13> ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ･ｺﾚｸｼｮﾝ 赤いｽｲｰﾄﾋﾟｰ 松田聖子 発売中

～ｾﾞｯﾀｲ知ってる!ﾋｯﾄ曲～ 未来予想図Ⅱ DREAMS　COME TRUE

2億4千万の瞳 郷ひろみ

年下の男の子 ｷｬﾝﾃﾞｨｰｽﾞ



異邦人 久保田早紀

卒業写真 荒井由実

ﾋﾟﾝｸ･ﾚﾃﾞｨｰ･ﾒﾄﾞﾚｰ ﾋﾟﾝｸ･ﾚﾃﾞｨｰ

<14> ｵｰｹｽﾄﾗ･ｻｳﾝﾄﾞで弾く　 恋 星野源 ﾄﾞﾗﾏ「逃げるが恥だが役に立つ」 発売中

J-POPﾒﾛﾃﾞｨｰｽﾞ 海の声 浦島太郎（桐谷健太） CM「au」

～海の声～ ｷｾｷ GReeeeN ﾄﾞﾗﾏ「ROOKIES」

ひまわりの約束 秦基博 映画｢STAND BY MEドラえもん｣

365日の紙飛行機 AKB48 ﾄﾞﾗﾏ「朝がきた」

<15> ｵｰｹｽﾄﾗ･ｻｳﾝﾄﾞで弾く　 糸 中島みゆき 発売中

J-POPﾒﾛﾃﾞｨｰｽﾞ～糸～ 残酷な天使のﾃｰｾﾞ 高橋洋子 ｱﾆﾒ｢新世紀ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｵﾝ｣

奏 ｽｷﾏｽｲｯﾁ

Get Wild TM NETWORT

3月9日 ﾚﾐｵﾛﾒﾝ

★ＥＬＥＣＴＯＮＥ ＦＡＮ★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> ｴﾚｸﾄｰﾝ･ﾌｧﾝ Vol.1 めぐり逢い ｱﾝﾄﾞﾚ･ｷﾞｬﾆｵﾝ 発売中

 めぐり逢い 他 ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲 ﾖﾊﾝ･ｼｭﾄﾗｳｽ1世

赤とんぼ

夢ﾉｴﾝｱﾚ PE'Z

映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ｣よりﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ｣

<2> ｴﾚｸﾄｰﾝ･ﾌｧﾝ Vol.2 ｸﾘｽﾏｽ ﾎﾜｲﾄ･ｸﾘｽﾏｽ ﾋﾞﾝｸﾞ･ｸﾛｽﾋﾞｰ 映画｢ﾎﾘﾃﾞｲ･ｲﾝ｣ 発売中

ｳｨﾝﾀｰ･ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ

ｻﾝﾀが町にやってくる

ｸﾘｽﾏｽ･ｼﾞｬｽﾞﾒﾄﾞﾚｰ

ｼﾝﾌｫﾆｯｸ･ｸﾘｽﾏｽﾒﾄﾞﾚｰ

<3> ｴﾚｸﾄｰﾝ･ﾌｧﾝ Vol.3 FACES T-SQUARE 発売中

FACES 他 Venuses 久石譲

ｲﾝ･ｻﾞ･ﾑｰﾄﾞ ｸﾞﾚﾝ･ﾐﾗｰ 映画｢ｸﾞﾚﾝ･ﾐﾗｰ物語｣

ﾃﾞｨｽｺ･ﾒﾄﾞﾚｰ

ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ ｶﾞｰｼｭｲﾝ ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ」

以下続刊



<4> ｴﾚｸﾄｰﾝ･ﾌｧﾝ Vol.4 映画｢ﾛｯｷｰ｣より 映画｢ﾛｯｷｰ｣ 発売中

 映画｢ﾛｯｷｰ｣より 他 交響曲第7番第1楽章 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ」

ﾌﾗｲ･ﾐｰ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾑｰﾝ ﾌﾗﾝｸ･ｼﾅﾄﾗ

ﾏｲ･ﾌｧﾆｰ･ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ

風林火山-ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ- 大河ﾄﾞﾗﾏ｢風林火山｣

<5> ｴﾚｸﾄｰﾝ･ﾌｧﾝ Vol.5 双頭の鷲の旗の下に ﾜｰｸﾞﾅｰ 発売中

 双頭の鷲の旗の下に 他 千の風になって 秋川雅史

IF DIMENSION

可愛いｱｲｼｬ ｽﾃｨｰﾋﾞｰﾜﾝﾀﾞｰ

ﾊﾟﾘのｱﾒﾘｶ人 ｶﾞｰｼｭｲﾝ 映画｢巴里のｱﾒﾘｶ人｣

<6> ｴﾚｸﾄｰﾝ･ﾌｧﾝ Vol.6 SPAIN ﾁｯｸ･ｺﾘｱ 発売中

SPAIN 他 ｢HERO｣-Main Title-

ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番(ｼﾞｬｽﾞﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ｣

BATUCADA bird CM｢ｷﾘﾝ･ｻﾞ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ｣

<7> ｴﾚｸﾄｰﾝ･ﾌｧﾝ Vol.7 ｱﾆﾒ 創聖のｱｸｴﾘｵﾝ ｱﾆﾒ｢創聖のｱｸｴﾘｵﾝ｣ 発売中

DAYBREAK'S BELL ｱﾆﾒ｢機動戦士ｶﾞﾝﾀﾞﾑ｣

空色ﾃﾞｲｽﾞ ｱﾆﾒ｢天元突破ｸﾞﾚﾝﾗｶﾞﾝ｣

rise ｱﾆﾒ｢功殻機動隊 S.A.C.2nd　GIG｣

魂のﾙﾌﾗﾝ～残酷な天使のﾃｰｾﾞ ｱﾆﾒ｢新世紀ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｵﾝ｣

★ポップスコア★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> 加曽利康之 ありがとう 加曽利康之 ﾄﾞﾗﾏ｢ｹﾞｹﾞｹﾞの女房｣ 発売中

｢KSX Love&Ballad　Selection」 Everything 加曽利康之 ﾄﾞﾗﾏ｢やまとなでしこ｣

The Best of Me(君にすべてを) 加曽利康之

愛の夢～Dreamy Funk  version～ 加曽利康之

翳りゆく部屋 加曽利康之

make IT real 加曽利康之

<2> 尾野ｶｵﾙ ﾒﾘｰ･ｸﾘｽﾏｽ･ｯﾐｽﾀｰ･ﾛｰﾚﾝｽ 尾野ｶｵﾙ 映画｢戦場のﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ｣ 発売中

｢Groovin'Melodies｣ 亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧｰﾇ 尾野ｶｵﾙ

以下続刊



海の見える街 尾野ｶｵﾙ 映画｢魔女の宅急便｣

There Must Be An Angel 尾野ｶｵﾙ

Space Cowboy 尾野ｶｵﾙ

Sensitivity 尾野ｶｵﾙ

<3> 三原善隆｢ﾒﾛｳ･ｻｳﾝｽﾞ｣ Tristeza 三原善隆 発売中

酒とﾊﾞﾗの日々 三原善隆 映画｢酒とﾊﾞﾗの日々｣

二人でお茶を 三原善隆 映画｢二人でお茶を｣

PaPaPa 三原善隆

Last Tears 三原善隆

ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ 三原善隆 ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣

<4> 岩内佐織 ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ 岩内佐織 映画｢ｱﾅと雪の女王｣ 発売中

｢ｵｰｹｽﾄﾗ･ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ｣ 小さな世界 岩内佐織 TDL｢ｲｯﾂ･ｱ･ｽﾓｰﾙﾜｰﾙﾄﾞ｣

｢ﾊｳﾙの動く城｣ﾒﾄﾞﾚｰ 岩内佐織 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣

彼方の光 岩内佐織 ﾄﾞﾗﾏ｢氷壁｣

ﾊﾟｽﾄﾗﾙ･ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 岩内佐織

能面＝OMOTE＝ 岩内佐織

<5> 中野正英 ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ﾏｰﾁ 中野正英 ｱﾆﾒ｢ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ｸﾗﾌﾞ｣ 発売中

｢ﾎﾞﾚﾛ-electro remix｣ ﾎﾞﾚﾛ～electro remix～ 中野正英

宇宙戦艦ﾔﾏﾄ 中野正英 ｱﾆﾒ｢宇宙戦艦ﾔﾏﾄ｣

糸 中野正英

ｲﾊﾟﾈﾏの娘 中野正英

Emotional high 中野正英

★ステージ・セレクション★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> ﾙﾊﾟﾝ三世'80～ ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾒﾄﾞﾚｰ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ｣ 発売中

ﾙﾊﾟﾝ三世'80 大野雄二 ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣

ｻﾃﾝ･ﾄﾞｰﾙ

TAKARAJIMA T-SQUARE

ｽﾗﾌﾞ舞曲第10番 ﾄﾞﾎﾞﾙｻﾞｰｸ

<2> ﾎﾞﾚﾛ～ ﾗｽﾄ･ｴﾝﾍﾟﾗｰのﾃｰﾏ 映画｢ﾗｽﾄ･ｴﾝﾍﾟﾗｰ｣ 発売中

以下続刊



ﾎﾞﾚﾛ ﾗｳﾞｪﾙ

RYDEEN YMO

We’re All Alone ﾎﾞｽﾞ･ｽｷｬｯｸﾞｽ

酒とﾊﾞﾗの日々 映画｢酒とﾊﾞﾗの日々｣

<3> ｼﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞ～ ｼﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞ ﾍﾞﾆｰ･ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ 発売中

｢眠りの森の美女｣よりﾜﾙﾂ ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 映画｢眠れる森の美女｣

ﾒﾘｰ･ｸﾘｽﾏｽ・ﾐｽﾀｰ･ﾛｰﾚﾝｽ 坂本龍一 映画｢戦場のﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ｣

ﾏｼｭ･ｹ･ﾅﾀﾞ ｾﾙｼﾞｵ･ﾒﾝﾃﾞｽ&ﾌﾞﾗｼﾞﾙ'66

On the Other Hand ﾐｼｪﾙ･ｶﾐﾛ

<4> ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ～ 朝日のごとくさわやかに ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ｣｢新しい月｣ 発売中

ｽﾀﾝﾄﾞ･ﾊﾞｲﾐｰ ﾍﾞﾝ･E･ｷﾝｸﾞ

Earth Beat～大地の鼓動～ 塩谷哲

ﾀｰﾝﾎｲｻﾞｰ序曲 ﾜｰｸﾞﾅｰ

ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ･ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ｣

<5> ｽﾍﾟｲﾝ～ ｱﾌﾘｶﾝ･ｼﾝﾌｫﾆｰ ｳﾞｧﾝ･ﾏｯｺｲ 発売中

ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙのｶﾉﾝ ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙ

ｽﾊﾟｲ大作戦のﾃｰﾏ 映画｢ｽﾊﾟｲ大作戦のﾃｰﾏ｣

ｽﾍﾟｲﾝ ﾁｯｸ･ｺﾘｱ

ﾜﾙﾂ･ﾌｫｰ･ﾃﾞﾋﾞｰ ﾋﾞﾙ･ｴｳﾞｧﾝｽ

★エレクトーン・ラボ★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

ｻﾞ･ｻﾌﾟﾗｲﾑ･ｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞﾘｰ･ｴｱ 発売中

美女と野獣 映画｢美女と野獣｣

亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧｰﾇ

ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｰｽ

ﾎｰﾙ･ﾆｭｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画「ｱﾗｼﾞﾝ｣

煙が目にしみる

いつか王子様が 映画｢白雪姫｣

ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ

以下続刊

以下続刊



★ＪＡＺＺ★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾄﾘｰﾑ1 ｽﾃﾗ･ﾊﾞｵ･ｽﾀｰﾗｲﾄ ｳﾞｨｸﾀｰ･ﾔﾝｸﾞ 発売中

ｸﾚｵﾊﾟﾄﾗの夢 ﾊﾞﾄﾞ･ﾊﾟｳｴﾙ

ｵｰﾙ･ｻﾞ･ｼﾝｸﾞｽ･ﾕｰｱｰ ｼﾞｪﾛｰﾑ･ｶｰﾝ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢5月にしては暑すぎる｣

ﾏｲ･ﾜﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｵﾝﾘｰ･ﾗﾌﾞ

ﾁｭﾆｼﾞｱの夜

<2> ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾄﾘｰﾑ2 ｴｱｼﾞﾝ ｿﾆｰ･ﾛﾘﾝｽﾞ 発売中

ｸﾞﾘｰﾝ･ﾄﾞﾙﾌｨﾝ･ｽﾄﾘｰﾄ

ﾓｰﾆﾝ ﾎﾞﾋﾞｰ･ﾃｨﾓﾝｽﾞ

ｲﾊﾟﾈﾏの娘 ｱﾝﾄﾆｵ･ｶﾙﾛｽ･ｼﾞｮﾋﾞﾝ

ﾏｲ･ﾌｰﾘｯｼｭ･ﾊｰﾄ ﾋﾞｸﾀｰ･ﾔﾝｸﾞ

<3> ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾄﾘｰﾑ3 私のお気に入り ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ｣ 発売中

ﾘｶｰﾄﾞ･ﾎﾞｻﾉﾊﾞ ｼﾞｬﾙﾏ･ﾌｪﾚｲﾗ

いそしぎ ﾄﾆｰ･ﾍﾞﾈｯﾄ 映画｢いそしぎ｣

ﾏｲ･ﾌｧﾆｰ･ｳﾞｧﾚﾝﾀｲﾝ ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾛｼﾞｬｰｽ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾍﾞｲﾌﾞｽ･ｲﾝ･ｱｰﾑｽﾞ｣

恋人よ我に帰れ ｼｸﾞﾏﾝﾄﾞ･ﾛﾝﾊﾞｰｸ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾆｭｰ･ﾑｰﾝ｣

<4> ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾄﾘｰﾑ4 ｳｨｽﾊﾟｰ･ﾉｯﾄ ﾍﾞﾆｰ･ｺﾞﾙｿﾝ 発売中

ｵﾙﾌｪの唄 映画｢黒いｵﾙﾌｪ｣

ｵﾚｵ ｿﾆｰ･ﾛﾘﾝｽﾞ

ﾊﾞｰﾄﾞﾗﾝﾄﾞの子守唄 ｼﾞｮｰｼﾞ･ｼｱﾘﾝｸﾞ

ﾎｴﾝ･ｱｲ･ﾌｫｰﾙ･ｲﾝ･ﾗﾌﾞ 映画｢ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ｣

<5> ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾄﾘｰﾑ5 A列車で行こう 発売中

朝日のごとくさわやかに ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｻﾞ･ﾆｭｰ･ﾑｰﾝ｣

酒とﾊﾞﾗの日々 ﾍﾝﾘｰ･ﾏﾝｼｰﾆ 映画｢酒とﾊﾞﾗの日々｣

ﾎﾞﾃﾞｨ･ｱﾝﾄﾞ･ｿｳﾙ

ｽﾄﾚｰﾄ･ﾉｰ･ﾁｪｲｻｰ ｾﾛﾆｱｽ･ﾓﾝｸ

<6> ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾄﾘｰﾑ6 ﾉｰ･ﾓｱ･ﾌﾞﾙｰｽ A.C.ｼﾞｮﾋﾞﾝ 発売中

ﾕｰﾄﾞ･ﾋﾞｰ･ｿｰ･ﾅｲｽ･ﾄｩ･ｶﾑ･ﾎｰﾑ･ﾄｩ ｺｰﾙ･ﾎﾟｰﾀｰ

ｵﾝ･ｱ･ｸﾘｱ･ﾃﾞｲ ﾊﾞｰﾌﾞﾗ･ｽﾄﾗｲｻﾝﾄﾞ 映画｢晴れた日に永遠が見える｣

ｼﾞｮｰｼﾞｱ･ｵﾝ･ﾏｲ･ﾏｲﾝﾄﾞ ﾎｰｷﾞｰ･ｶｰﾏｲｹﾙ



ﾌｧｼﾈｲﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｽﾞﾑ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾚﾃﾞｨｰ･ﾋﾞｰ･ｸﾞｯﾄﾞ｣

<7> ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾄﾘｰﾑ7 ｼﾞｬｽﾄ･ﾌﾚﾝｽﾞ ﾗｽ･ｺﾛﾝﾎﾞ 発売中

ﾆｶｽﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑ

ﾔｰﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ組曲

ﾆｭｰﾖｰｸの秋

ｳｪｰﾌﾞ

<8> ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾄﾘｰﾑ8 ﾃｲｸ･ﾌｧｲﾌﾞ ﾎﾟｰﾙ･ﾃﾞｽﾞﾓﾝﾄﾞ 発売中

ﾌﾗｲ･ﾐｰ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾑｰﾝ ﾊﾞｰﾄﾞ･ﾊﾜｰﾄﾞ

ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ ｶﾞｰｼｭｲﾝ

いつか王子様が 映画｢白雪姫｣

ﾐｽﾃｨ ｴﾛｰﾙ･ｶﾞｰﾅｰ

<9> ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾄﾘｰﾑ9 ｽﾄﾗｲｸ･ｱｯﾌﾟ･ｻﾞ･ﾊﾞﾝﾄﾞ ｶﾞｰｼｭｲﾝ 発売中

ｻﾃﾝ･ﾄﾞｰﾙ ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ

ﾑｰﾝﾗｲﾄ･ｾﾚﾅｰﾃﾞ ｸﾞﾚﾝ･ﾐﾗｰ

ｽｳｨﾝｸﾞしなけりゃ意味ないね ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ 映画｢白雪姫｣

ｼﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞ

<10> ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾄﾘｰﾑ10 ｽﾍﾟｲﾝ 発売中

-5級ｾﾚｸｼｮﾝ- 枯葉

煙が目にしみる

ｳｫｰﾀｰ､ﾒﾛﾝ･ﾏﾝ

ﾄﾞﾅ･ﾘｰ

★ＨＥＬＬＯ！ＳＴＡＧＥＡ★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> HELLO！STAGEA vol.1 ｶﾝﾀﾛｰﾌﾟ･ｱｲﾗﾝﾄﾞ ﾊｰﾋﾞｰ･ﾊﾝｺｯｸ 発売中

　ｶﾝﾀﾛｰﾌﾟ･ｱｲﾗﾝﾄﾞ 他 ｷｬﾗﾊﾞﾝの到着 ﾐｼｪﾙ･ﾙｸﾞﾗﾝ 映画｢ﾛｼｭﾌｫｰﾙの恋人たち｣

ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞﾘｰの歌

男が女を愛する時 ﾊﾟｰｼｰ･ｽﾚｯｼﾞ 映画｢男が女を愛する時｣

<2> HELLO！STAGEA vol.2 Starneon 鳥山雄司 ﾃﾚﾋﾞ朝日｢ｽｰﾊﾟｰJﾁｬﾝﾈﾙ｣ 発売中

Starneon 他 BATUCADA ｱﾝﾄﾆｵ･ｶﾙﾛｽ･ｼﾞｮﾋﾞﾝ

自由 女子十二楽坊

以下続刊



ｱﾙｳﾞｧﾏｰ序曲 J.ﾊﾞｰﾝｽﾞ

<3> HELLO！STAGEA vol.3 ﾊﾞｰﾄﾞﾗﾝﾄﾞ ﾏｲﾅｰﾄﾞ･ﾌｧｰｶﾞｿﾝ 発売中

ﾊﾞｰﾄﾞﾗﾝﾄﾞ 他 ｴﾘｰｾﾞのために ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞのﾃｰﾏ ｱﾆﾒ｢ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ｣

踊り明かそう 熱帯JAZZ楽団 映画｢ﾏｲ･ﾌｪｱ･ﾃﾞｨ｣

★ＨＥＥＬＯ！ＳＴＡＧＥＡ ＥＬＳ－０２★　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> 窪田宏 他 Endless Marvel 窪田宏 発売中

ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ讃歌 倉沢大樹

明日に架ける橋～version02～ 加曽利康之

<2> 高田和泉 他 Joyful Joyful 高田和泉 映画｢天使にﾗﾌﾞｿﾝｸﾞを2｣ 発売中

ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝﾒﾄﾞﾚｰ 鷹野雅史 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ｣

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番第1楽章 渡辺睦樹

<3> 安藤 禎央 他 Into The Light 安藤禎央 発売中

ひょっこりひょうたん島 中野正英 NHｋ｢ひょっこりひょうたん島｣

煙が目にしみる 倉沢大樹 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾛﾊﾞｰﾀ｣

<4> 尾野 ｶｵﾙ 他 `Planets'House Mix～組曲｢惑星｣より木星/火星 尾野ｶｵﾙ 発売中

ｱﾙｳﾞｧﾏｰ序曲 渡辺睦樹

ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾆｭｰﾖｰｸ 岩内佐織 映画｢ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾆｭｰﾖｰｸ｣

<5> 島田 聖子 他 ﾕｰ･ﾚｲｽﾞ･ﾐｰ･ｱｯﾌﾟ 島田聖子 発売中

ﾌｫｽﾀｰ･ﾒﾄﾞﾚｰ 松内愛

ﾊﾞｯｸ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ 坂井和寿 映画｢ﾊﾞｯｸ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ｣

<6> 岩崎　孝昭 他 交響曲第9番｢新世界｣第4楽章 A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ 発売中

ﾊﾚﾙﾔ! ｸｲﾝｼｰ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ｽｰﾊﾟｰ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｴﾘｰｾﾞのために～ｽﾊﾟﾆｯｼｭ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～

以下続刊

以下続刊


