【発売 CD 一覧～No.1～】
タイトル

『さよならのあとに』

曲目

さよならのあとに
/TANGIBLE

『タンゴ・エスペランサ』

『ヴェル・デュマン』

『夢のあとに』

『アヴェマリア』

リベルタンゴ/オブリビオン/エ

このかけがいのない日々へ/にらめ

美しい五月に（シューマン）/夢の

悲しみの果て（ベートーヴェン）/

ル・チョクロ/ラ・クンバルシータ/

っこ/ヴェル・ドゥマン（明日の方

あとに/アヴェマリア(カッチー

愛のテーマ「ニュー・シネマ・パラ

真珠飾りのタンゴ/パリのカナロ/

へ）トラヴィシア

ニ)/さくら横丁/宵待草

ダイス」（モリコーネ）

夜のタンゴ/他

アーティス

奥田 裕

ト

全１２曲

他 全１５曲

他

全７曲

草刈とも子（マリンバ）

彦坂眞一郎（サクソフォン）

川口力（サクソフォン）

啼鵬（バンドネオン）

本多俊之（サクソフォン）

河野由貴（ピアノ）

他

全１６曲

Yoko Maria（ソプラノ）

他

コメント

作曲家、ミュージシャンとし

優しい音の中に秘めた情熱とロマ

て幅広く活躍する奥田祐。

ンス。タンゴのスペシャリスト、啼

ソロ活動第 1 弾シングル！

鵬（バンドネオン）などトップ・ミ

彼の音楽は凛として、

若きサックスの詩人。

異色のソプラノ歌手“Yoko-Maria”

高貴で、儚いほど透明だ。

川口力のデビューアルバ

がジャンルを超えて歌う永遠の愛

（本多俊之）

ム。

の歌。貴方のために優しく歌いかけ

ュージシャンとの見事なコラボレ

ます・・・

ーション。

品番

FLCP-21001

FLCP-21002

FLCP-21003

FLCP-21004

YMPR-20091

本体価格

￥952

￥2,667

￥2,667

￥1,905

￥2,857

発売日

2007/11/22

2008/4/23

2009/3/31

2009/5/1

2009/5/18

レーベル

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

Yoko-Maria

JAN コード

4580272790015

4580272790022

4580272790046

4580272790053

4580272790060

画像

【発売 CD 一覧～No.2～】
タイトル

『マイ・アメリカン・ドリ

『まあるいよろこび』

『イタリアの歌、日本の

『松井康司が歌う

『クラリネット・

歌』

日本の抒情』

パラフレーズ』

ーム』
曲目

川のほとりに（コープラント）/歌

緋色のサラファン/ダニー・ボーイ/

アマリッリ（カッチーニ）/アヴェ

よかった/六騎/秋の月/牡丹/落葉/

「リコレット」の旋律による演奏会

に生き、愛に生き（プッチーニ）/

ローレライ/わが母の教え給いし歌

マリア（カッチーニ）/カロ・ミオ・

小さな空/翼/ゴンドラの唄/初恋/

用幻想曲（ホッシ）/ルーマニア民

恋とはどんなものかしら（モーツァ

/別れの曲/忘れな草/宵待草/まあ

ベン（ジョルダーニ）/赤とんぼ/ち

くちなし/千の風になって

族舞曲集（バルトーク）/萬情の島

ルト）/遠い昔（コープラント） 他

るいよろこび 他 全１４曲

んちん千鳥

全１１曲

他

他

全２１曲

全１７曲

（長生淳）/
他

全１３曲

アーティス

柴田智子（ソプラノ）

大塚啓子（ソプラノ）

斉田正子（ソプラノ）

松井康司（バリトン）

小倉清澄（クラリネット）

ト

（ピアノ）他

小柳美奈子（ピアノ）

彩愛鈴（ハープ）

東井美佳（ピアノ）

白石光隆（ピアノ）

コメント

愛につながるメッセージ

ピュアヴォイス、

を、命ある限り

塚啓子が歌う心温まる世界

久々の新録音！ハーピスト、彩愛玲

名歌の数々！

と共演による美しい歌の数々！

歌い続けていきたい。

管楽器ファン必聴！！

世界のプリマドンナ、斉田正子の

心に沁みるバリトン。

甘美なクラリネットの音色で奏
でる超絶技巧作品集。

品番

JYOZ-2001

FLCP-21005

FLCP-21006

FLCP-21007

FLCP-21008

本体価格

￥2,857

￥2,667

￥2,667

￥2,667

￥2,667

発売日

2009/7/1

2009/9/1

2009/9/10

2009/12/25

2010/2/27

レーベル

オペラ座

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

JAN コード

4580272790084

4580272790091

4580272790107

4580272790114

4580272790121

画像

【発売 CD 一覧～No.3～】
タイトル

『ピアノ・トリオ』

『夕べの歌』

『音の散歩』

『わが母の教えし歌』

曲目

ピアノ・トリオ第３９番ト長調「ジ

夕べの歌（シューベルト）/コラー

紫陽花/ブエノスアイレスのワルツ

庭の千草/わが母の教え給いし歌/

1.水の旅路 2.杜の鼓動

プシー風」
（ハイドン）/ピアノ・ト

ル・ソラリエ/幻想小曲集（シュー

/空へ/こもりうた/小さなミロンガ

この道/オンブラ・マイフ/初恋/中

3.虹色の涙花の讃歌

リオ第１番二長調 Op.49（メンデル

マン）/子供の歌（イザム）/スカラ

/3 つのセンチメンタルな組曲/

国地方の子守歌/私のお父さん（プ

4.Ⅰ:SPROUT 5.Ⅱ:GROWTH

スゾーン）

ムーシュ（ボザ）/ソナタ変ホ長調

ッチーニ）/アヴェ・マリア（カッ

6.Ⅲ:FLOWER 7.Ⅳ:INHERITANCE

他

全１２曲

（ブラームス）/
他

チーニ）

全１０曲

アーティス

崎谷直人（ヴァイオリン）

新井靖志（サクソフォン）

ト

新倉瞳（チェロ）

小柳美奈子（ピアノ）

他

金益研二（ピアノ・作曲）

沼沢淑人（ピアノ）

コメント

『マンドリンスピリッツ』

全１５曲

鳥山玲子（ソプラノ）

堀雅貴（マンドリン）

金益研二（ピアノ）

プラネット・スピリタ他

舘市正克（ヴァイオリン）

クラシック界の次代を担う

新井靖志、

宝石を散りばめたような美しい音

亡き母への想いを

力強くも甘美で、

若手スーパートリオ誕生！

渾身の最新録音盤！

の連鎖。魅力の金益ワールドへの誘

ピュアに歌い上げた感動の 1

心にしみるマンドリン・サウン

い。

枚。

ド

品番

FLCP-21010

FLCP-21011

FLCP-21013

FLCP-21014

JYOZ-2002

本体価格

￥2,667

￥2,667

￥2,667

￥2,667

￥2,857

発売日

2010/4/20

2011/1/20

2011/3/20

2011/8/12

2011/7/2

レーベル

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

T.S.P.I

JAN コード

4580272790138

4580272790145

4580272790169

4580272790176

4580272790183

画像

【発売 CD 一覧～No.4～】
タイトル
曲目

『どうようファンタジー』

『飛翔』

『アンソロジー

～魂の紡ぐ歌～』

～ふるさと～』

さくらさくら/花/さくら横丁/ねむ

プレリュード（バッハ）/アラベス

夜よ、夜よ/二ムロド王/王の宮殿に

サリーガーデン/赤とんぼ/この道/

/森のくまさん/雨の歌メドレー/わ

の木の子守歌/夏の思い出/ペチカ/

ク（ドビュッシー）/秋の歌（チャ

て/高き月よ/さようなら愛しい人/

ゆりかごの歌/津軽のふるさと/サ

らべうたメドレー/夕やけこやけ/

浜千鳥/ゆりかご/むこうむこう/千

イコフスキー）/森のざわめき（ギ

ナニ・ナニ/彼女は通りを歩いてい

マータイム/さとうきび畑/花/故郷

子守歌メドレー/眠りの精/なかよ

の風になって/アメイジング・グレ

ロック）/道化師の朝の歌（ラヴェ

た/ジャコ/婚礼の朝/花咲ける薔薇

イス
他

ト

『セルファデュ・ユダヤ

おもちゃのチャチャチャ/ぞうさん

しおやこ/

アーティス

『Daisy』

全１８曲

他

全２０曲

ニャリ・みゆき（ソプラノ） ニャリ・みゆき（ソプラノ）
ニャリ・ギャラ（ピアノ）

全１１曲

ル）
他

全１８曲

小池美奈（ピアノ）

岡庭矢宵（ヴォーカル）

薗田真木子（ソプラノ）

海沼正利（カーヌーン）

長町順史（ピアノ）

天性のしなやかな感性がすべての

ユダヤの伝統音楽が今蘇る。セファ

情感溢れる歌唱と確実なテクニッ

人を魅了する。珠玉のピアノ小品

ルディの歌姫、待望の１ｓｔアルバ

クで聴かせる、心に響く歌の数々。

集。

ム。

ニャリ・ギャラ（ピアノ）

コメント

他

品番

GM-2011

GM-0701

FLCP-21015

FLCP-21016

FLCP-21017

本体価格

￥2,381

￥2,381

￥2,667

￥2,667

￥2,667

発売日

2011/8/7

2011/8/7

2011/11/1

2012/2/12

2012/5/2

レーベル

ジーエムアートグレイス

ジーエムアートグレイス

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

JAN コード

4580272790190

4580272790206

4580272790213

4580272790220

4580272790237

画像

【発売 CD 一覧～No.5～】
タイトル

『心の故郷を想う

『母よ/この街で』

～風のララバイ～』
曲目

『トランペットが吹きた

『illumination』

『宇宙戦争』

い』

この街で/ねむの木の子守唄/いい

母よ/この街で

トランペットが吹きたい/茜色ロマ

ソティスの光/「香りの組曲」より

「山と溢れる泉の大地」序曲/組曲

日旅立ち/野に咲く花のように/見

他 全４曲

ンス/グリーンスリーブス/海を見

ラベンダー・イランイラン・ローズ

「惑星」より～火星・木星～/宇宙

ていた午後/夜空のトランペット/

ウッド（金益研二）/ illumination

戦争（世界初演）

上げてごらん夜の星を/ふるさと
他

全１３曲

アーティス

山形ゆう子（ヴォーカル）

ト

金益研二（ピアノ・編曲）

大宮行進曲他 全１５曲

川島由美（ヴォーカル）

（ただすけ）他

他

全７曲

織田準一（トランペット）

佐野功枝（サクソフォン）

ピーター・グレイアム

小木曾美津子（ピアノ）

金益研二（ピアノ・作曲）

洗足学園音楽大学

ただすけ（ピアノ・作曲）

サクソフォ-ン・オーケスト
ラ

コメント

さわやかな春風のように、あなたに

生まれ、育ち…そして永遠に生きて

オリパパがトランペットで

あなたには、

サクソフォ-ンならではの繊細かつ

やさしく語りかける心温まる愛の

いくメッセージソング。

優しく語らい・歌う、極上のひとと

どんな光が見えましたか・・・？

ダイナミックなサウンドは必聴！

歌。

き。

品番

FLCP-21018

FLCP-11001

FLCP-21020

FLCP-21019

FLCP-21022

本体価格

￥2,857

￥1,143

￥2,667

￥2,667

￥2,381

発売日

2012/6/2

2012/7/20

2012/9/5

2012/10/26

2012/11/14

レーベル

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

JAN コード

4580272790244

4580272790251

4580272790275

4580272790268

4580272790299

画像

【発売 CD 一覧～No.6～】
タイトル
曲目

『胡蝶の夢』

『Ryu plays Schumann

～松岡宏明作品集～

Schumann Brahms』

カサブランカ op.2/京都 op.3/銀河

ダヴィッド同盟舞曲集作品６(R.シ

Spiral/Libertango/Dear/

組曲「道化師」より/アルト・サク

天使の階段 op.44/君を想う時 op.5

鉄道の夜 op.4/深海にふる雪 op.9/

ューマン)/《音楽夜会》作品６より

Japonica/Adagio/Chardash/

ソフォンと管弦楽のためのラプソ

秋想曲 op.33/1 幸せ指数 op.37/

シャガールとべラ op.21/胡蝶の夢

「マズルカ」
（クララ・シューマン）

Spirit/Dear（solo Version） ディ（C.ドビュッシー）/エスプリ・ 砂漠の舟 op.55/ブラックスワン

op.24

/６つの小品作品 118（J.ブラーム
他

全１５曲

アーティス

松岡宏明（作曲）

ト

新倉瞳（チェロ）

コメント

『Vioce of me』

全8曲

ドゥ・ジャポン（平野公崇） 他 全

ス））他全 4 曲

9曲

荒井桃子（ヴァイオリン）
斉藤 龍（ピアノ）

『天使の階段』
～松岡宏明作品集 2～

神田リョウ（パーカッショ

他

ン）

op.58
他

全 18 曲

須川展也（サクソフォン）

SAXCHERZET

金益研二（ピアノ）

荒井桃子（ヴァイオリン）
まるで映画のような音世界。

『SAXCHERZET』

新倉瞳（チェロ）
荒井桃子（ヴァイオリン）

3 人を襲うラブ・トライアング

「伝える手段がたまたま私

洗足学園音大サックス講師陣によ

豪華アーティストによる

ル。天国で彼らは今何を思う？

はヴァイオリンだった」
。

って結成されたラージアンサンブ

まるで映画のような音世界Ⅱ

ル。

品番

FLCP-21021

FLCP-21023

FLCP-21024

FLCP-21025

FLCP-21026

本体価格

￥2,857

￥2,667

￥2,381

￥2,667

￥2,857

発売日

2012/12/12

2013/4/3

2013/5/1

2013/5/22

2013/7/5

レーベル

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

JAN コード

4580272790282

4580272790305

4580272790312

4580272790329

4580272790336

画像

[レコード芸術特選盤]

【発売 CD 一覧～No.7～】
タイトル
曲目

『Lemongrass』

『For your tears and

素晴らしき時間Ⅰ

素晴らしき時間Ⅱ

smiles』

『Torezor』

『La Vibrey』

あいたくて

翼をください（村井邦彦）

アンダルシア（H.ビュセー

ソナタ第 2 番ニ短調

「ベニスのゴンドラ競争」より

Lemongrass、Gone

しあわせの風～オリジナル

ル）

「ラ・ヴィブレ」
（M.ブラヴ

（Ｇ．ロッシーニ）
「６つのガティ

他

曲～（清水豊史）

バラードとシルフのダンス

ェ）

ーリャ地方の歌」より （Ｊ．グリ

他

（J.アンデルセン）ロマン

C．ドビュッシーのフルート

ーディ）

ソナタ（山田武彦） 他

翼ワルツ （武満 徹） 他

立花千春（フルート）

立花千春（フルート）

青木美稚子（ソプラノ）

山田武彦（ピアノ）

山田武彦（ピアノ）

ス（Ｐ.ゴーベール）

アーティス

Harp＆Soul

柴田智子（ソプラノ）

ト
コメント

他

『歌をもとめて』

異国の国際女子バンド

きっと、笑顔と涙があふれ

フルートとピアノで過ご

フルート音楽の進化を辿る

国や文化の垣根を越えて、

待望の初アルバム

だす。

す、

貴重な一枚

世界の歌を求めて

極上のひとときを。

品番

HAS-2013

JOP-0001

FLCP-21028

FLCP-21029

FLCP-21030

本体価格

￥1,429

￥1,714

￥2,667

￥2,667

￥2,381

発売日

2013/7/25

2013/7/25

2013/12/10

2013/12/20

2013/12/10

レーベル

フロレスタン

T.S.P.I

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

JAN コード

4580272790343

4580336471034

4580272790367

4580272790374

4580272790381

画像

[レコード芸術特選盤]

【発売 CD 一覧～No.8～】
タイトル

『歩』

『AVE MARIA』

『La Foria』

NEWTIDE

童謡唱歌でヴォイストレーニング

-start in life-

～美しい日本語の響きを目指して
～

曲目

金子みすゞの詩による４つの組

AVE MARIA（作曲：しらいみちよ）

SUITE No.1 (J.S.Bach)

曲「歩」

富士古道の祈りうた（作詞：柴田宗
善

/ 作曲：しらいみちよ）

発声法・ナレーション

La Folia (A.Corelli)

Azere Blue feat.Masato
Honda（NewTide Jazz

ぞうさん・めえめえ児山羊

Rhapsodie (C.Debussy)

Orchestra オリジナル曲） 他

みかんの花咲く丘で・若葉

他

アーティス

吉田靖子（ソプラノ）

ト

（ピアノ）

コメント

新進気鋭の作曲家、齋木あゆみ

この地球(ほし)から戦争が消

の佳作を吉田靖子が透き通った
美声で歌う心温まる１枚

他

しらいみちよ（ヴォーカル） 二宮和弘（サクソフォーン） 国立音楽大学
成田良子（ピアノ）

石渡智子（ボイストレーナー、解説）

NewTide Jazz Orchestra

金益研二（ピアノ）

真摯にして深みのある味わい。

常にその時代に生きる自分達の

言葉が輝く人気講座が CD に！丁寧

え、災害で尊い命が奪われるこ

ストイックな表現の中に広がる

音を表現すること、それこそが

な解説と易しく包むような歌声で、

ともなく、どうか平和な日々が

無限の音宇宙。

続きますように・・・・・・

ニュータイドの伝統だ。
（池田篤）

自然で美しい言葉の発声を目指し
ます。

品番

FLCP-21031

NIPPON123

FLCP-21032

FLCP-21033

FLCP-21034

価格

￥1,905＋税

￥1,000＋税

￥2,800＋税

￥2,500＋税

￥3,000＋税

発売日

2014/2/15

2014/2/15

2014/3/5

2014/3/19

2014/4/1

レーベル

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

JAN コード

4580272790398

4571298550165

4580272790404

4580272790411

4580272790428

画像

[レコード芸術特選盤]

【発売 CD 一覧～No.9～】
タイトル

『アリオンの竪琴』

『Garance❀茜色❀』

『Meditation』

『しらいみちよが歌う、

『歌の翼に』

金子みすゞ歌集』
曲目

アリオンの竪琴（八木澤教司）

タンゴの歴史（A.ピアソラ）

スケルツォ「F.A.E.ソナタ」よ

私と小鳥とすずと

歌の翼に（メンデルスゾーン）

タンゴ・ヴィルト－ゾ（T.エスケシ

香りの組曲（金益研二）

り

石ころ

献呈（R.シュトラウス）

ュ）

アヴェ・マリア（G.カッチーニ）

（J.ブラームス）

こだまでしょうか

ともしび（ロシア民謡）

弦楽四重奏曲第 21 番二長調 K.575

他

（W.A．モーツァルト）

瞑想曲（A.グラズノフ）
献呈（R.シューマン）

他

アーティス

アリオン・サクソフォン・カル

大塚茜（フルート）

ト

テット

堀米綾（ハープ）金益研二（ピアノ）

堀江裕介・小森伸二

山下俊輔（ギター）

明るい方へ

他

他

高瀬真由子（ヴァイオリン）
須関裕子（ピアノ）

荒城の月（瀧廉太郎）
カタリ、カタリ（カルディルロ）他

しらいみちよ（歌）

ヴィタリ（バリトン）

金益研二（ピアノ・編曲）

山田剛史（ピアノ）

Ayaka（チェロ）
、松岡宏明（作曲）

佐野功枝・遠藤宏幸

甘美な想いを込めて。

しらいみちよの
シルクのような澄んだ歌声が、
あなたを優しく
包みます。

こころに響く魅惑のバリトン。

FLCP-21035

FLCP-21036

FLCP-21037

FLCP-21040

￥2,800＋税

￥2,800＋税

￥2,800 円＋税

￥2,000 円＋税

￥2,000 円＋税

発売日

2014/4/23

2014/5 月上旬発売予定

2014/7/5

2014/9/5

レーベル

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

JAN コード

4580272790350

4580272790435

4580272790442

4580272790459

4580272790480

コメント

スタイリッシュで

フルートで染める

クラシカルなサウンド。

音の華

品番

FLCP-21027

価格

画像

【発売 CD 一覧～No.10～】
タイトル

『アドルフサックス

『メディテーション』

『続金子みすゞ歌集』

『祈り』

『ソン・サンティアン』

早春 / 内海外海/このみち /みそ

・外套の歌～オペラ「ラ・ボエー
ム」（プッチーニ）
・あなたは預言者の唇に～オペラ
「ナブッコ」
（ヴェルディ）
・イタリア女ってやつは
～オペラ「アルジェのイタリア
女」（ロッシーニ）

・大澤壽人
《六つのカプリチェッティ》
《丁丑春三題》 《パターンズ》
・ラヴェル：
《ラ・ヴァルス》
・ピアソラ ：《オブリヴィオン》
《リベルタンゴ》
・スクリャービン：
《ピアノ・ソナタ
第三番 嬰ヘ短調》作品 23 他

２００』
曲目

Disc １ サクソフォーンオーケストラ

■アドルフサックスへのオマー
ジュ ／J.ヴァンデルロースト
他
Disc ２ ファンファーレオルケスタ

■J.ヴァンデルロースト／いに
しえの時から
他

・アヴェ・マリア/グノー
・夢のあとに/G.フォーレ
・亡き王女のためのパヴァーヌ
・枯葉/J.コスマ
・タイスの瞑想曲/マスネ
・アリア/E.ボザ

はぎ/蓮と鶏（とり）
燈籠流し/どんぐり/土 /木
さよなら /積もった雪/蜂と神さま /
明日 / 浮き雲 他

アーティス

ヤン・ヴァンデルロースト［指揮］

加藤 薫（ピアノ）

しらいみちよ（ヴォーカル）

矢田部一弘（バス）

松川峰子＆別所ユウキ

ト

洗足学園サックスオーケストラ＆

紫園 香（フルート）

金益研二（ピアノ）

浅野菜生子（ピアノ）

（ピアノ）

ツルノリヒログループ他

ファンファーレオルケスト

コメント

アドルフ・サックス生誕 200 年

リビング・ピアノ・プレイズ＆フルー

松岡宏明が描く金子みすゞ

記念！

ト・リラクゼーション・ピーシーズ

の世界。

本格派バスの矢田部一弘 大澤壽人作品初録音からピアソ
のファースト・アルバム。
ラ連弾まで煌く作品の数々。

画期的・歴史的なライヴ録音。

品番

FLGK-0001-2（２枚組）

FLCP-21043

FLCP-21042

FLCP-21041

FLGK-0003

価格

￥3,000 + 税

\2,500+税

\2,500+税

\2,500+税

\3,000+税

発売日

2015 年 2 月 4 日

レーベル

フロレスタン/GEKKO

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン/GEKKO

JAN コード

4580272790466

4580272790527

4580272790503

4580272790497

4580272790510

画像

【発売 CD 一覧～No.12～】
タイトル

『ルーナ・ヴォーチェ』

曲目

・花は咲く
・荒城の月
・月に寄せる歌（白銀の月よ）
～オペラ「ルサルカ」
・アヴェ・マリア (カッチー
ニ 作曲)
・踊りあかそう～ミュージカル
「マイ・フェア・レディ」 他

アーティス

ルナーチェ

ト
コメント

『ディスカヴァリー・

『ENCONTRO』

ユーフォニアム』

～出逢い～

・イポメア・アルバ(2009) ／山本
裕之
・スタンディング―異種 3 楽器の
ための(1973)／近藤 譲
・ピューマ (2014)／川上 統
・告知、会見、ユーフォニアム
(2011)／田中吉史
他

・虹
Arco-iri 長生 淳
・イパネマの娘
ジョビン
・出逢い Encontro 遠藤剛史
・あの頃へ～ワインレッドの心
玉置浩二
・みずいろの雨
八神純子
・ブラジル風バッハ第 5 番
～第 2 番よりトッカータ
ヴィラ＝ロボス

『スーヴェニール』

『START LINE』

・
「サウンド・オブ・ミュージック」
より
R.ロジャース
・「ニュー・シネマ・パラダイス」
より E.モリコーネ
・愛のテーマ「ロミオとジュリエ
ット」より ニーノ・ロータ〇.ジ
ェルソミーナ～「道」
・「ひまわり」より

・２つの間奏曲(イベール)
・古代のメダル（ゴーベール）
・ Avenue ～ そ れ ぞ れ の 道 ～
（グノー）
・魔法の言葉（金沢あきな）
・ miracle!! カ ノ ン （ パ ッ ヘ ル ベ
ル）

小寺香奈（ユーフォニアム） 遠藤剛史（フルート）

大塚 茜（フルート）

金益研二（ピアノ）ツルノリヒロ（ヴ
藤田朗子（ピアノ）松本卓以（チェロ） ァイオリン）他

金益研二（ピアノ）山下俊輔（ギ
ター）

（トリオ・エモワ）

trio aimois

4 人のディーヴァが織り成

ユーフォニアム初の全曲コンテン

ブラジル×日本

す絶妙のハーモニー

ポラリーCD

フルートで結ぶ虹の架け橋

品番

FLCP-21044

FLGK-0004

FLCP-21045

FLCP-21046

FLCP-21047-8（２枚組）

価格

￥2,500 + 税

\2,800+税

\2,800+税

\2,800+税

\3,500+税

発売日

2015 年 11 月 27 日

レーベル

フロレスタン

Florestan/GEKKO

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

JAN コード

4580272790534

4580272790565

4580272790541

4580272790558

4580272790572

画像

【発売 CD 一覧～No.13～】
タイトル

『チェシャねこリターン

『THE MILESTONES』

『ミクロコスモス』

『郷愁』～父母に捧ぐ

2 本のフルートのための気軽な小品
“ミクロコスモス”
リベルタンゴ
虹の彼方に
異邦人
他

花嫁人形/赤とんぼ/かやの
木山
里の秋/さくら貝の歌
他

『Preface』

ズ』吉松隆作品集

曲目

アーティスト

・アトム・ハーツ・クラブ・トリ
オ
・優しき玩具より
・ネココ変奏曲
・チェシャ猫リターンズ
・トラウマ氏の庭～モノドラマ
「トラウマ氏の１日」より 他

ポール・クレストン／
アルトサクソフォンとピアノのため
のソナタ
ウィリアム・オルブライト
アルトサクソフォンとピアノのため
のソナタ
他

三國可奈子（サクソフォン） Kokoro-Ne
尾﨑千賀子（ソプラノ）
山崎早登美（ピアノ）他
門井のぞみ、大和田真由（フルート）
山口多嘉子（パーカッション）
吉岡博雅（ピアノ）

パ・ドゥ・シャ

田仲なつき（ピアノ）

小柳美奈子（ピアノ）

・桜色リキュール –with ice of tesrs
・.confusion
・.BIG BIRD
・Side Effect
・.虹色の風
他

荒井桃子（ヴァイオリン）
金益研二（ピアノ）
神田リョウ（パーカッション）

コメント
品番

FLCP-21049

FLCP-21050

FLCP-21051

FLCP-21052

FLCP-21054

価格

￥2,800 + 税

￥2,800 + 税

￥2,800 + 税

￥2,800 + 税

￥2,800 + 税

発売日

2016 年 3 月 4 日

レーベル

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

JAN コード

4580272790589

4580272790596

4580272790602

4580272790619

4580272790633

画像

【発売 CD 一覧～No.14～】
タイトル
曲目

アーティスト

『言葉を風に』
1.アリラン
2.花火～あなたへのみちしるべ～
3.とおりゃんせ
4.言葉を風に
5.ただいま
6.ゆめみづき～臼杵の紙雛祭り～
7.我が母の教え給いし歌
8.Do not stand at my grave and weep
9.Ave Maria
10.歌の翼に
11.さくらの季節

『復興』～保科洋の世界
1.コンサートマーチ「きらめきのと
き」
2.風紋
3.アルトサクソフォーンと管弦楽の
ためのラプソディ
4.復興
5.バレエ音楽「白鳥の湖」より
6.大序曲「1812 年」作品 49
7.バレエ音楽「眠りの森の美女」より
ワルツ

保科洋 指揮
洗足学園音楽大学
金益研二（編曲・ピアノ）
ツルノリヒロ（編曲・ピアノ） サクソフォーン・オーケストラ

作曲：松岡宏明

『FUMPABUMPA』

『Just My Music』

・.ホラ・スタッカート（G.ディニク、
J.ハイフェッツ）
・キラキラ星変奏曲 (W.A.モーツ
ァルト)
.組曲形式による性格的小品集
(P.M.デュボワ)
・.ガーシュウィン・ファンタジー

イントロダクション
・プレリュード
・ソング・ウィズアウト・ワーズ
・即興曲 第 2 番
・ソナチネ
・グリーク・ムーブメント（断章）
・即興曲 第 1 番
・コスミック組曲
1、インフレーション
2、ダーク・マター
3、星の歌
4、加速する宇宙
・ノクターン

他

小森伸二（サクソフォーン）

『Double Rainbow』
1.バラに降る雨 (A.C.ジョビン)
2.モヂーニャ(A.C.ジョビン)
3.カーザ・フォルテ C (E.G.ロボ)
4.愛の語らい(A.C.ジョビン)
5.ディサフィナード (ジョビン)
6.ワン・ノート・サンバ(ジョビン)
7.静かな夜 (A.C.ジョビン)
8.ザンジバル(E.G.ロボ)
9.新しい街 (E.G.ロボ)
10.プレリュード～インセンサテ(A.C.ジョビ
ン)
11.一生かけて(E.G.ロボ)
12.蒼い水
(A.C.ジョビン)
13.ジェット機のサンバ(E.G.ロボ)
14.夜明けのうた (A.C.ジョビン)

新山久志（トロンボーン） 遠藤剛史（フルート）
飯田彰子（ピアノ）

金益研二（編曲・ピアノ）
神田リョウ（パーカッション）他

コメント
品番

FLCP-21055

FLGK-0005

FLCP-21056

FLCP-21057

FLCP-21058

価格

￥2,800 + 税

￥2,500 + 税

￥2,800 + 税

￥2,800 + 税

￥2,800 + 税

発売日

2017 年 1 月 16 日

2017 年 2 月 3 日

2017 年 4 月 4 日

2017 年 5 月 26 日

2017 年 6 月 28 日

レーベル

フロレスタン

Gekko フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

フロレスタン

JAN コード

4580272790640

4580272790657

4580272790664

4580272790671

4580272790688

画像

【発売 CD 一覧～No.15～】
タイトル
曲目

アーティスト

バッハ：フルート・ソナタ集
■ フルートと通奏低音のための

ソ
ナタ ホ長調 BWV1035
■無伴奏フルート・ソナタ
イ
短調 BWV.1013
■フルートと通奏低音のためのソナタ
ホ短調 BWV1034
■フルートとオブリガード・チェンバロ
のためのソナタ
ロ短調 BWV1030

遠藤剛史（フルート）
マオリツォ・クロチ（チェンバロ）

コメント

名器「ルイ・ロット」を使用

品番

NNWCC-9008

価格

￥3,000 + 税

発売日

2017 年 6 月 28 日

レーベル

ウェストミンスター

JAN コード

4580162730961

画像

