
特別ピース

特別ピース　楽譜、伴奏データ

SK001 春の海
お正月の定番曲。パート譜付 4 部合奏ピース。約８分
楽譜 (SK001)…1540 円　伴奏データ (SC001)…990 円

SK002 にっぽん叙情歌メドレー
（故郷～赤とんぼ～夕焼け小焼け～朧月夜～荒城の月～花）
上記がメドレーになった一斉奏ピース。約 7 分 30 秒
楽譜 (SK002)…1100 円　伴奏データ (SC002)…1100 円

SK003 さくら JAPAN
「さくらさくら」がベース。アレンジを変えた４楽章の合奏ピース。総時間 約 10 分 10 秒
楽譜 (SK003)…2200 円　伴奏データ (SC003)…2200 円

SK004 荒城の月幻想曲
「荒城の月」がベース。アレンジを変えた４楽章の合奏ピース。総時間 約 10 分 10 秒
楽譜 (SK004)…2200 円　伴奏データ (SC004)…2200 円

SK005 船頭幻想曲
「船頭小唄」がベース。アレンジを変えた３楽章の合奏ピース。総時間 約７分
楽譜 (SK005)…2200 円　伴奏データ (SC005)…2200 円

SK006 O
オ ー バ ー

ver T
ザ

he R
レ イ ン ボ ー

ainbow W
ワ ー ル ド

orld（虹の世界へ…）
「虹の彼方に」がベース。アレンジを変えた３楽章の合奏ピース。総時間 約 6 分 39 秒
楽譜 (SK006)…2200 円　伴奏データ (SC006)…2200 円

SK007 サウンド・オブ・ミュージック
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」より合奏ピース３曲。総時間 約 10 分 10 秒
楽譜 (SK007)…2200 円　伴奏データ (SC007)…2200 円

SK008 軍歌メドレー
（暁に祈る～麦と兵隊～ラバウル小唄～若鷲の歌～海ゆかば）
上記がメドレーとなった一斉奏ピース。約 6 分 15 秒
楽譜 (SK008)…1100 円　伴奏データ (SC008)…1100 円

SK009 花のワルツ
「くるみ割り人形」の曲。パート譜付 7 部合奏ピース。約 6 分 7 秒
楽譜 (SK009)…1540 円　伴奏データ (SC009)…990 円

SK010 軍歌メドレー２
（婦人従軍歌～隣組～愛国の花）がメドレーとなった一斉奏ピース。約 6 分 7 秒
楽譜 (SK010)…1100 円　伴奏データ (SC010)…1100 円

SK011 ざ・じょんがら
「津軽じょんがら節」がベースの一斉奏ピース。約 4 分
楽譜 (SK011)…1100 円　伴奏データ (SC011)…1100 円

SK012 二つの砂山
同じ「砂山」の歌詞に対し、ふた通りの曲を一緒にした作品です！。約 5 分
楽譜 (SK012)…1100 円　伴奏データ (SC012)…1100 円

※価格は税込

2023年4月1日現在その他の楽譜一覧表



BK101楽しい曲集1（４分音符８分音符の巻）
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BK102楽しい曲集2（付点４分音符の巻）
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BK104楽しい曲集 4（応用の巻）
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BK105楽しい曲集 5（応用の巻）
港

青い眼の人形

からすの赤ちゃん

おもちゃのマーチ

シャボン玉

うさぎとかめ

大こくさま

兎のダンス

七つの子

めだかの学校

BK106楽しい曲集 6（応用の巻）
むすんで ひらいて

ウグイス
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俵はごろごろ
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雀の学校

ふじの山

赤ちゃんのお耳

池の鯉

歌の町

BK107楽しい曲集 7（応用の巻）
いとまきのうた

ロンドン橋

お化けなんてないさ
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おへそ

アイアイ

お山の大将

蛍

はなさかじじい

おつかいありさん

１～７集

初心者のための

小冊子 BK101 ～ 107　各 1320 円小冊子 BK101 ～ 107　各 1320 円 （税込）（税込）　伴奏データ BC101 ～ 107　各 1320 円　伴奏データ BC101 ～ 107　各 1320 円 （税込）（税込）

初めて曲を弾く人のための

１冊に10曲入った易しい曲集です。

指使いに加えて、「指くぐり」や「指またぎ」など

指の運び方の記号を載せてあるので、

初心者の方だけでなく上級者の方も基礎の

復習としてお使い頂けます。



長唄の原曲から一部抜粋した邦楽一斉奏の楽譜に長唄の原曲から一部抜粋した邦楽一斉奏の楽譜に
唄と三味線伴奏のＣＤをつけたセット。唄と三味線伴奏のＣＤをつけたセット。
初見演奏や集中力を養うことができます。初見演奏や集中力を養うことができます。
自宅でコッソリ練習して実力UPを！自宅でコッソリ練習して実力UPを！

簡易的な伴奏で練習！簡易的な伴奏で練習！
簡易的とはいえ、小節の指定で部分の簡易的とはいえ、小節の指定で部分の
練習ができます。試験の練習用に。練習ができます。試験の練習用に。

HK001松の緑
作詞不詳　杵屋六翁・作曲

HK002  都鳥
伊勢屋喜左衛門・作詞　二世 杵屋勝三郎・作曲

HK003鷺娘
作詞不詳　杵屋忠次郎／富士田吉次・作曲

HK004岸の柳
杵屋梅彦・作詞　杵屋正次郎・作曲

HK005五郎 時致
三升屋二三治・作詞　十世 杵屋六左衛門・作曲

HK006神田祭（百夜草下の巻）
幸堂得知・作詞　四世 吉住小三郎／二世 稀音家浄観・作曲

HK007外記猿
杵屋三郎助・作曲

HK008俄獅子
作詞不詳　四世 杵屋六三郎・作曲

HK009雨の四季
池田弥三郎・作詞　山田抄太郎・作曲

HK010四季の山姥
作詞不詳　十一世 杵屋六左衛門・作曲

HK011越後獅子
篠田金次・作詞　九世 杵屋文左衛門・作曲

HK012靫猿
稲垣抱節・作詞　二世 杵屋勝三郎・作曲

HK013供奴
二世 瀬川如皐・作詞　十世 杵屋六左衛門・作曲

（約 8 分 00 秒）

（約 10 分 15 秒）

（約 10 分 30 秒）

（約 11 分 30 秒）

（約 13 分 30 秒）

（約 5 分 40 秒）

（約 7 分 11 秒）

（約 5 分 00 秒）

演奏会でも使える！唄と三味線伴奏のＣＤをつけたセット。
ミュージックプレーヤー (MT-90U) でも市販のCDプレーヤーでも再生できるCD付

各 1,760 円（税込）

普段の練習用に。簡易的な伴奏のCDをつけたセット
ミュージックプレーヤー（MT-90U）専用CD付　各 1,100 円（税込）

（約 8 分 13 秒）

（約 9 分 10 秒）

（約７分 10 秒）

（約４分 52 秒）

（約８分 35 秒）

HK114勧進帳（簡易）　約 3分 29秒
三世 並木五瓶・作詞　四世 杵屋六三郎・作曲

HK115娘道成寺（簡易）　約 3分 14秒
藤本斗文・作詞　初世 杵屋弥三郎・作曲

HK116秋の色
いろくさ

種（簡易）　約 3分 26秒
佐竹利済・作詞　十世 杵屋六左衛門・作曲

HK117喜
き み

三の庭（簡易）　約 4分 36秒
二世 杵屋勝三郎／三世 杵屋正次郎・作曲

HK118連獅子（簡易）　約 4分 59秒
河竹黙阿弥・作詞　三世 杵屋正治郎・作曲

HK119老松（簡易）　約 6分 57秒
作詞者不詳　四世 杵屋六三郎・作曲

HK120春雨（簡易）　約 3分 30秒
柴田花守・作詞　作曲者不詳

HK121吾妻八景（簡易）　約 3分 18秒
作詞者不詳　四世 杵屋六三郎・作曲

HK122菖
あやめ

蒲浴
ゆかた

衣（簡易）　約 4分 35秒
作詞者不詳　二世 杵屋勝三郎／三世 杵屋正治郎・作曲

HK123藤娘（簡易）　約 3分 21秒
勝井源八・作詞　四世 杵屋六三郎・作曲

HK124縁
えにし

の橋（簡易）　約 3分 34秒
作詞者不詳　二世 杵屋勝三郎・作曲

HK125かっぽれ（簡易）　約 3分 7秒
作詞者不詳　作曲者不詳

HK126小鍛冶（簡易）　約 2分 36秒
杵屋勝五郎・作曲

HK127舌出し（志賀山）三番叟（簡易）
約 2分 49秒

HK128元禄花見踊（簡易）　約 3分 15秒
二世 杵屋正治郎・作曲

二世 桜田治助・作詞　作曲者不詳



この曲集は通常の譜面に専用の記号（アップダウン）がついた事で弓
演奏が可能です。もちろん指使いも入っておりますので通常のピック
弾きの演奏もできます。

１. ひのまるのはた
人形
かえるのうた
おうま
よろこびのうた
とんぼのめがね
愛のよろこび
夜明けのスキャット

２. ハイホー
煙が目にしみる
鉄道員
北の国から
恋はやさし野辺の花よ

３. 黒い瞳
浜千鳥
ケンタッキーの我が家
トロイメライ
白鳥

４. 詩人の魂
いそしぎ
さくら貝の歌
追憶
ライムライト

小冊子 UK001 ～ 009　各 1650 円小冊子 UK001 ～ 009　各 1650 円 （税込）（税込）

伴奏データ UC001 ～ 009　各 2640 円伴奏データ UC001 ～ 009　各 2640 円 （税込）（税込）

５. オンリー・ユー
夜のタンゴ
ストレンジャー・イン・パラダイス
山のロザリア
ひき潮

６. 波濤を越えて
ドナウ河のさざ波
アベマリア（グノー）
モーツァルトの子守唄
おもちゃの交響曲

７. 平城山
DREAM
バリ・ハイ
嘆きのセレナータ
別れのサンバ

８. 赤いサラファン
帰らざる河
野生のエルザ
ダヒルサヨ
エストレリータ

９. アル・ディ・ラ
アマポーラ
ソラメンテ・ウナ・ベス
祈り ～ two as one ～
恋とはどんなものかしら

１～９集

指使い入り。ピックを使った演奏にも使えます
！

指使い入り。ピックを使った演奏にも使えます
！

※デモ演奏は入っていませんのでご注意ください。※デモ演奏は入っていませんのでご注意ください。

弓で弾弓で弾くく！大正琴曲集！大正琴曲集

（内容サンプル）



BK151つれづれの詩 1

湯の町エレジー

さようならは五つのひらがな

坊がつる讃歌

会津の小鉄

おんなの夢

BK152つれづれの詩 2

悲しき口笛

かりそめの恋

雨に咲く花

夜霧よ今夜もありがとう

君がすべてさ

BK153つれづれの詩 3

黒百合の歌

有難や節

潮来笠

沈丁花

恋の奴隷

BK154つれづれの詩 4

夜の銀狐

新雪

大阪しぐれ

浪花恋しぐれ

雪國

１～４集

小冊子BK151 ～ 154　各 990 円小冊子 BK151 ～ 154　各 990 円 （税込）（税込）

伴奏データ BC151 ～ 154　各 2640 円伴奏データ BC151 ～ 154　各 2640 円 （税込）（税込）

原田正太郎氏が監修した演歌曲集。原田正太郎氏が監修した演歌曲集。

潮来笠、湯の町エレジー、雪國など、潮来笠、湯の町エレジー、雪國など、

演歌ではおなじみの曲ばかりです。演歌ではおなじみの曲ばかりです。



大正琴楽譜集 ROMAN 別冊

～大正琴の楽譜の読み方～
ROMANやアンサンブルピースなど、大正琴の楽譜に出てくる記号の
意味や楽譜の読み方を詳しく解説した本です。

講習などにも使えます！！

１　大正琴の楽譜（数字譜）について
２　一般的な音楽記号①
３　一般的な音楽記号②
４　大正琴の奏法に関する記号
５　その他の記号

　６　　弓の記号について
　７　　リズム型について
　８　　演奏の形態
おまけ　大正琴の周辺機器の名称

BK002 大正琴の楽譜の読み方（全 16ページ）　990 円（税込）で発売中

・拍のとり方とその練習／指の構え方、ボタンの押さえ方（左手）
／運指（指の運び方）の練習①／運指（指の運び方）の練習②／運
指（指の運び方）の練習③／運指（指の運び方）の練習④／運指（指
の運び方）の練習⑤／Ｇ線（５番線）の奏法／開放絃を弾くときの
注意／邦楽の練習曲／打　法／おまけ（運指あそび その１、その２）

邦楽を練習するために必要な知識と邦楽を練習するために必要な知識と

技能の習得を目的とする練習テキスト。技能の習得を目的とする練習テキスト。

ミュージックデータを使ってご自宅で一人でもミュージックデータを使ってご自宅で一人でも

練習できる内容となっております。練習できる内容となっております。

こっそり練習して友達に差をつけよう！こっそり練習して友達に差をつけよう！

これこそ邦楽練習の決定版

小冊子 BK156　1650 円小冊子 BK156　1650 円 （税込）（税込）
伴奏データ BC156　1650 円伴奏データ BC156　1650 円 （税込）（税込）

君が代
（合）君が代
イギリス国歌
中華人民共和国国歌
（合）ロシア連邦国歌
（合）アメリカ合衆国国歌
イタリア国歌
（合）フランス共和国国歌
（合）スペイン国歌

「大正琴で弾く国歌」
「国歌」を集めた曲集です。海外で演奏会を開
くときなどに使えます。
合奏曲も入っています。インターナショナル
になった大正琴には欠かせない１冊！

小冊子 BK155　1650 円小冊子 BK155　1650 円 （税込）（税込）
伴奏データ BC155　2640 円伴奏データ BC155　2640 円 （税込）（税込）

小冊子 BK001　1650 円小冊子 BK001　1650 円 （税込）（税込）
伴奏データ BC001　1100 円伴奏データ BC001　1100 円 （税込）（税込）

琴リンピック記念

童謡や叙情歌から、やさしいアンサンブルを集めた冊子です。
日本の五節句にちなんだ５曲、そして、日本の四季にちなんだ曲を５曲、
全 10曲を載せてあります。この冊子の曲は、世界の中高生を集めて開催
の「世界大正琴交流大会琴リンピック 2016 イン新潟」でも使用。
1～2分程度の短い曲ばかりです。皆さんで歌いながら弾いてみませんか？

１. ハッピー・バースディ・
トゥー・ユー（大正琴）

２. 虫のこえ
３. 雪
４. お正月（1/1）
５. うれしいひなまつり（3/3）
６. こいのぼり（5/5）
７. てるてる坊主
８. たなばたさま（7/7）
９. さくらさくら
10. 故

ふるさと

郷

（9/9…大正元年‘1912’重陽の節句は
大正琴の誕生日！）



ロマンの特徴のひとつで、「基本練習講座」があります。大正琴に関する

ことを鈴木康之先生があらゆる観点から分析、毎回テーマを決めて皆さん

にわかりやすく解説するコーナーです。

「練習用、教材用にこのコーナーだけが欲しい」という声が多く寄せられ、

「基本練習集」を作りました。ロマンの定期購読がお勧めですが、過去の

ものをお持ちでない方や教材として使うにはオススメの小冊子です。

集 掲載ロマン 内容　※概要です。実際にはもっと細かく、毎回異なった内容です。

１ 1 ～ 3 ・ロマン掲載曲のワンポイントレッスン

２ 4 ～ 9 ・ロマン掲載曲のワンポイントレッスン

３ 10 ～ 16 ・ロマン掲載曲のワンポイントレッスン・拍子の読み方、リズムの取り方・3 連符について

４ 17 ～ 23
・3 連符の練習・シンコペーションの練習・右手のリズム練習・左手の指使い練習
・3 連符について・休符について・リズム練習

５ 24 ～ 30 ・左手の指使い練習・右手のリズム練習・リズム練習・トレモロ奏法

６ 31 ～ 37
・リズム練習・トレモロ練習・右手のリズム練習・左手の指使い練習・リズム読み練習
・音の強弱の付け方・シンコペーションについて・右手、左手のタイミング・曲想について

７ 38 ～ 44
・「打」の弾き方・タイの練習・ソプラノ ･ タイプⅡの特徴と弾き方・アルトの特徴と弾き方
・バスの特徴と弾き方・いろいろなリズムの取り方と練習

８ 45 ～ 51 ・右手のリズム練習・休符練習・リズム読みと拍の数え方について

９ 52 ～ 58 ・右手のリズム練習・ピックの振りと左手を動かすタイミング練習・返し弾きについて

10 59 ～ 65 ・返し弾きについて・トレモロ奏法について・合奏について・合奏練習

11 66 ～ 72 ・合奏練習

12 73 ～ 79 ・合奏練習・リズムパターンについて・リズム感覚の練習

13 80 ～ 87
・リズム感覚の練習・バスの弾き方について（ピックの持ち方、右手の振り方、指弾き奏法）
・バスでの右手、左手練習

14 88 ～ 95
・アルトの弾き方について（ピックの持ち方、右手の振り方、ミュート奏法、すだれ弾き、
トレモロ奏法、「打」の弾き方）・アルトでの右手、左手練習

15 96 ～ 100
・ソプラノ・タイプⅡの弾き方について（ピックの持ち方、右手の振り方、ミュート奏法、
すだれ弾き、トレモロ奏法）・ソプラノ ･ タイプⅡでの右手、左手練習

16 101 ～ 107 ・ソプラノの弾き方について（指使い）・ソプラノでの右手、左手練習

17 108 ～ 114 ・ソプラノの弾き方について・ソプラノでの右手、左手練習

18 115 ～ 121 ・ソプラノの弾き方について（ミュート奏法、すだれ弾き、一絃弾き、オクターブ奏、指弾き）

19 122 ～ 128 ・ソプラノの弾き方について（トレモロ奏、打絃奏法、ビブラート奏）

20 129 ～ 136 ・ソプラノの弾き方について（スタッカート奏）

21 137 ～ 144
・大正琴の基本練習「復習編」1 ～ 8（調の練習①、リズム練習、左手運指、右手左手の

タイミング）

22 145 ～ 152 ・大正琴の基本練習「復習編」9 ～ 16（調の練習②）

23 153 ～ 159 ・大正琴の基本練習「復習編」17 ～ 23（調の練習③）

24 160 ～ 165 ・奏法研究（ミュート、スベラーゼ、ライトハンド）

25 166 ～ 171 ・奏法研究（様々なピック奏法）

26 172 ～ 178 ・打棒（ビートバー）を使った奏法①

27 179 ～ 183 ・打棒（ビートバー）を使った奏法②

ロマン基本練習集 BK201 ～　227　各 770 円（税込）



ミュージックプレーヤーミュージックプレーヤー

MT-90U ＣＤドライブセットMT-90U ＣＤドライブセット

MT-90U 用ＣＤドライブMT-90U 用ＣＤドライブ
8,8008,800円円（税込）（税込）

MT-90U （本体のみ）
46,20046,200円円（税込）（税込）

伴奏器で練習。選ぶはこの一択！伴奏器で練習。選ぶはこの一択！
『いたれり尽くせりセット』！『いたれり尽くせりセット』！
お求めは当店で！お求めは当店で！

発売中！発売中！

☆ＣＤドライブは安定性をプラス！
　・ＣＤドライブの取扱い機種を変更。「電源アダプタ」を標準装備し、動作時の雑音を軽減。

☆面倒な事は省いて、すぐに始められます！
　・「コレさえ読めばできる」わかりやすいオリジナル説明書付属（メーカー説明書より抜粋）

　・本体初期設定済み（表示言語を日本語にし、くり返し練習がしやすいように設定）

　・部位シール貼付（本体のパートボタン、ＣＤドライブの取付に必要な、差込口や向きを表示）

55,00055,000円円（税込）（税込）

本体(初期設定済) / CDドライブ（電源アダプタ付） / オリジナル説明書 / 
操作用シール表示

本体(初期設定済) 本体(初期設定済) 
オリジナル説明書オリジナル説明書
操作用シール表示操作用シール表示

CDドライブ（電源アダプタ付）CDドライブ（電源アダプタ付）
オリジナル説明書オリジナル説明書
操作用シール表示操作用シール表示

『使いやすく

　してありますよ』

すぐ使える！

ダウンロード
による

データ購入の
場合は

パソコンとこ
れがあれば

OK！

後からＣＤ使
いたく

なったらコレ
。

すぐ使える！

すぐ使える！




