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スーパー・サウンド・トレーニング
SUPER SOUND TRAINING

中学校吹奏楽顧問
K.K.さん

高校吹奏楽顧問
Y.S.さん

利用者の

声

吹奏楽のサウンドを確立させる効果的なトレーニングや、

魅力的な実践トレーニングが満載の教則本。

練習の時間短縮に最適で、生徒だけでも取り組めるラインナップです。

今まで基 礎 合 奏はしてこなかった

んですが、「コンクールに向けてサ

ウンドを良くしたい！」と思いこの

教則本を購入しました。少しずつで

すが、バンドの音がまとまってきた

と思います。

長年同じ教 則 本を使ってきたので

すが、全国大会に出ているバンドも

使ってるということで思い切って変

えました！新しいことを取り入れる

だけでバンドの士気も上がります。

これからの成長が楽しみです。

基礎合奏
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吹奏楽基礎合奏本
スーパー・サウンド・トレーニング

● 著作権の関係上、コピーをしてのご利用は固く禁止しています。
● 部活動内での使用も例外ではありません。必ず、お一人様につき１冊ご購入ください。

  �分  ��分  ��分 の基礎合奏メニューが掲載されているので、練習時間に合わせてメニュー
を選ぶことができます。サウンド、バランス、スケール、ハーモニー、リズムを中心とした、シン
プルかつ効果的なメニューでバンドのレベルアップは確実！

生徒だけでも練習できる！
時間短縮に最適なトレーニング・メニュー。

保科 洋、三浦秀秋、田嶋 勉、福田洋介、清水大輔、郷間幹男、計６名の豪華 作曲家によるコ

ラールを掲載！ロングトーンやスケールなどの基礎的な練習とあわせて、より楽曲の練習に

近い音楽的なサウンドを磨くことができます。

吹奏楽界を代表する作曲家による
贅沢なコラール集を掲載！

豊かなサウンドをつくるために、各楽器を音域によってA～Dの�つのグループに分類し、グ

ループが持つサウンドの役割を確認します。楽器の役割を知ることで、サウンド作りの効率

がアップ。短時間でサウンドがまとまり豊かになる実感ができます。

三角形ではなく、ひし形！
短時間でできる基礎練習ルーティーン。

Aグループ

Bグループ

Cグループ

Dグループ

F Horn

Trombone

Euphonium

Tuba

String Bass

Percussion

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

SST-013

SST-014

SST-015

SST-016

SST-017

SST-018

基礎合奏教則本「スーパー・サウンド・トレーニング」 詳細はウィンズスコア オンラインショップ

基礎合奏で

何をすればいいか

分からない...

コンクールで

バランスやサウンドを

指摘される...

基礎合奏で

いつも同じメニューを

練習している

Conductor (指揮者用スコア)

Flute(Piccolo)

Oboe

Bassoon

E♭ Clarinet

B♭ Clarinet

¥4,950 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

SST-001

SST-002

SST-003

SST-004

SST-005

SST-006

Alto Clarinet

Bass Clarinet

Alto Saxophone

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

B♭ Trumpet

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

SST-007

SST-008

SST-009

SST-010

SST-011

SST-012

こんなバンドに

基礎合奏教則本
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音程トレーニング

利用者の

声

とにかく音 程 が 合 わなくて困って

いました...。合奏前のチューニング

は時間を使うし、しばらくすると結

局バラバラ。「耳」を鍛えるためのト

レーニングは目から鱗です！バンド

のレベルも上がった気がします。

良い演 奏 が できるようなバンドは

どんな練習をしているのか、とても

気になっていました。オルガンとマ

ンツーマンでの練習は上 達への近

道 です ね！生 徒 達もどんどん成長

しています。

チューニング・マスター
TUNING MASTER

トップバンドが実際に行なっている音程のトレーニングを楽譜化！

合奏で活きる、吹奏楽部のための音程トレーニングです。

チューナーに頼らず耳を鍛える練習方法で、正しい音程感が身につきます。

中学校吹奏楽顧問
K.A.さん

高校吹奏楽顧問
R.W.さん
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個 人 練 習 用ア プリ「 W i n d s  S t u d i o 」と

YouTubeで音源を無料公開中！スマートフォ

ンとイヤホンがあれば練習ができます！

スマートフォンの持ち込みが禁止の学校で

も大丈夫。オルガンパート（伴奏）の音源を

CDでも販売しています。

　オルガンで弾く   → 楽器で演奏する  を繰り返すことで、音と音の幅が自然と分かるように
なります。チューナーに頼らなくてもよくなる“音程感”を鍛えるトレーニングができます！

チューナーを使わず
“耳を鍛えるチューニング”ができる！

ロングトーンを合わせてるだけでは音程は良くなりません。「音程が良いバンドはどんな練習

をしてるの？」そんな疑問を解決する、音程トレーニングの極意が詰まっています。

トップバンドが実行している
「チューニング方法」を楽譜化！

チューニング・マスターは、オルガンと楽器のマンツーマン練習を推奨しています。一人ひとり

の音程への意識改革が、バンドのレベルを引き上げる秘訣です。

音程に対する意識を上げる、
オルガンとのマンツーマン練習。

音程トレーニング教則本「チューニング・マスター」 詳細はウィンズスコア オンラインショップ

音程トレーニング教則本
 「チューニング・マスター」

● 著作権の関係上、コピーをしてのご利用は固く禁止しています。
● 部活動内での使用も例外ではありません。必ず、お一人様につき１冊ご購入ください。

Trombone

Euphonium

Tuba

String Bass

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

TUN-011

TUN-012

TUN-013

TUN-014

Flute(Piccolo)

Oboe

Bassoon

B♭ Clarinet

Bass Clarinet

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

TUN-001

TUN-002

TUN-003

TUN-004

TUN-005

Alto Saxophone

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

B♭ Trumpet

F Horn

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

¥1,100 （税込）

TUN-006

TUN-007

TUN-008

TUN-009

TUN-010

音程トレーニング教則本

注目

アプリは
こちらから
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サウンド・トレーニング
SOUND TRAINING

合 奏 が できないときはパート練 習

にしているのですが、いつも曲の練

習しかしていませんでした。パート

基礎の時間を設けることで、パート

毎で 合わ せる意 識 が できるように

なったと思います。

DVDで模範演奏を聴きながら練習

しています。ただ楽譜だけを演奏す

るよりもイメージが沸くので早く上

手くなれるような気がします！練習

メニューが 充 実しているので 練 習

内容に困りません。

大阪桐蔭高校吹奏楽部の模範演奏を収録したDVD付き。

“パート練習”に特化した今までにない教則本です。

これさえあれば、パート練習の内容に困ることはありません！

中学校吹奏楽顧問
N.G.さん

高校吹奏楽部員
E.K.さん

パート練習

利用者の

声
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練習時間に合わせて選んで効率よく！
トレーニング・メニュー付き。
近年の部活動の時間短縮に伴い、短い時間でも迷わずパート基礎練習ができるよう、トレー
ニングを組み合わせ、  �分メニュー　��分メニュー　��分メニュー  をご用意しました。

木管楽器は指がスムーズに動くようにスケール練習を中心に、金管楽器はアルペジオなどの

跳躍の練習中心にメニューを組むなど、各楽器の特性を考慮した練習方法を収載。基本的な

ハーモニーや演奏のポイントも解説しています！

楽器ごとの特性や問題点を考慮した
パート練習ができる！

基礎練習や応用練習、エチュードなどが�冊につまっているので、パート基礎練習はこの�冊

で完結！パート練習はまずこの一冊からはじめましょう。

生徒だけでも充実した練習ができる
パート練習の決定版！

パート練習教則本「サウンド・トレーニング」 詳細はウィンズスコア オンラインショップ

注目

パート練習のための教則本
「サウンド・トレーニング」

● DVDが付いてない商品もご用意しています。「DVD付」を1冊、と「DVDなし」を残りの人数分ご購入ください。
● 著作権の関係上、コピーをしてのご利用は固く禁止しています。 ● 部活動内での使用も例外ではありません。必ず、お一人様につき１冊ご購入ください。

Flute

Clarinet

Saxophone

Trumpet

Horn

¥5,280 （税込）

¥5,280 （税込）

¥5,280 （税込）

¥5,280 （税込）

¥5,280 （税込）

¥7,480 （税込）

¥7,480 （税込）

¥7,480 （税込）

¥7,480 （税込）

¥7,480 （税込）

｜

｜

｜

｜

｜

PST-003

PST-005

PST-001

PST-007

PST-009

DVD付

DVD付

DVD付

DVD付

DVD付

DVDなし

DVDなし

DVDなし

DVDなし

DVDなし

PST-004

PST-006

PST-002

PST-008

PST-010

¥5,280 （税込）

¥5,280 （税込）

¥5,280 （税込）

¥5,280 （税込）

¥5,280 （税込）

¥7,480 （税込）

¥7,480 （税込）

¥7,480 （税込）

¥7,480 （税込）

¥7,480 （税込）

｜

｜

｜

｜

｜

PST-011

PST-013

PST-015

PST-017

PST-019

DVD付

DVD付

DVD付

DVD付

DVD付

DVDなし

DVDなし

DVDなし

DVDなし

DVDなし

PST-012

PST-014

PST-016

PST-018

PST-020

Trombone

Euphonium

Low Woodwind

Tuba & String Bass

Percussion

実際の演奏を見ながら練習が可能。「楽譜

を見るだけではいまいち感 覚がつかめな

い… 」なんていう心配はいりません！

付属しているDVDには、全国トップの実力

を誇る大阪桐蔭高校吹奏楽部の演奏を収

録。より効果的で効率的な練習が可能！

パート練習教則本
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個人練習 アイデアズ・フォー・ウォームアップ
IDEAS FOR WARM-UP

トップバンドも使っている教則本！

全日本吹奏楽コンクールでトップを誇る強豪校も実践している、

“効率よく確実に実力をつける”個人練習を一冊にまとめました。

中学校吹奏楽部員
M.G.さん

高校吹奏楽顧問
M.Wさん

利用者の

声

基礎は先輩に教えてもらったけど、

先輩が引退してしまって、これから

どうしたら上手くなるか 分 からず

困っていました。バンド全員でこの

教則本に取り組むことになり、困る

ことがなくなりました！

教 則本は「初心 者向け」か「上 級者

向け」が多く、ちょうど良いものが

なくて迷っていました。それぞれの

パートの事情が分からないので、こ

れさえ 練習すれば大 丈 夫というの

は大変心強いです。
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個人練習のための教則本
アイディアズ・フォー・ウォームアップ

● 著作権の関係上、コピーをしてのご利用は固く禁止しています。
● 部活動内での使用も例外ではありません。必ず、お一人様につき１冊ご購入ください。

Tuba

String Bass

Percussion(Snare Drum)

Mallet Percussion(Marimba)

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

IFW-013

IFW-014

IFW-01 5

IFW-016

Flute

Oboe

Bassoon

B♭ Clarinet

Bass Clarinet

Alto Saxophone

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

IFW-001

IFW-002

IFW-003

IFW-004

IFW-005

IFW-006

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

B♭ Trumpet

F Horn

Trombone

Euphonium

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

¥1,650 （税込）

IFW-007

IFW-008

IFW-009

IFW-010

IFW-011

IFW-012

楽 器の役割に合った練習もわかりやすく解説。先輩や先生からの指 導が 難しいストリング
ベースやスネアドラム、マリンバは写真やイラストを使ってフォームや動きも解説しています。

それぞれの楽器の役割に合った
基礎練習メニューを収載！

ひとりひとりが毎日きちんと基礎練習に取り組めば、バンドのサウンドは確実に良くなりま

す。周りと確実に差をつけるために、ワンランク上の個人練習を。

個人のレベルアップが
バンドのサウンド向上につながる！

ブレス・トレーニング、ロングトーン、タンギング、インターバル、スケールなどから「これだけ

はトレーニングしてほしい！」メニューを厳選。少ないメニューで基礎力アップ！

短時間で効率よく練習できる！
基礎練習ルーティン。

個人練習教則本「アイデアズ・フォー・ウォームアップ」 詳細はウィンズスコア オンラインショップ

個人基礎練習の

内容を特に

決めていない

個人の基礎練習を

見直してバンド全体の

レベルアップをしたい

パートレッスンを

つけていないので

間違っていないか不安

こんなバンドに

個人練習教則本
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選曲で迷ったらまずはここをチェック！

今、世間で“バズってる”人気楽曲を

たっぷりラインナップ。

「新譜をもっと見たい！」 そんな方は、ウィンズスコア オンラインショップまで

TVアニメ『チェンソーマン』オープニング・テーマTVアニメ『チェンソーマン』オープニング・テーマTVアニメ『チェンソーマン』オープニング・テーマ

▷グレード3.5　郷間幹男 編曲　WSJ-00037　4,950円（税込）
▷グレード2.5　郷間幹男 編曲　SBJ-00026　4,180円（税込）

映画「すずめの戸締まり」から4曲が豪華なメドレーに！映画「すずめの戸締まり」から4曲が豪華なメドレーに！映画「すずめの戸締まり」から4曲が豪華なメドレーに！

すずめ feat.十明 / Tamaki / すずめの涙 / カナタハルカ

▷グレード3　宮川成治 編曲　WSD-00010　7,480円（税込）
▷グレード2　宮川成治 編曲　SBD-00004　5,720円（税込）

TVアニメ『東京リベンジャーズ』2期OPTVアニメ『東京リベンジャーズ』2期OPTVアニメ『東京リベンジャーズ』2期OP

▷グレード3　郷間幹男 編曲　WSJ-00038　4,950円（税込）
▷グレード2　郷間幹男 編曲　SBJ-00024　4,180円（税込）

大人気バンドback numberの代表曲大人気バンドback numberの代表曲大人気バンドback numberの代表曲

▷グレード3　WSJ-00041　4,950円（税込）

2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」メインテーマ2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」メインテーマ2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」メインテーマ

▷グレード3　WSL-00021　5,940円（税込）
▷グレード2　SBL-00014　4,180円（税込）
▷グレード4　HGL-00003　6,270円（税込）

TikTokで大バズりしたHoneyworksの一曲TikTokで大バズりしたHoneyworksの一曲TikTokで大バズりしたHoneyworksの一曲

▷グレード3　WSJ-00039　4,950円（税込）

再ブレイク中！宇多田ヒカルの名曲を吹奏楽で再ブレイク中！宇多田ヒカルの名曲を吹奏楽で再ブレイク中！宇多田ヒカルの名曲を吹奏楽で

▷グレード3　郷間幹男 編曲　WSJ-00035　4,950円（税込）
▷グレード2　郷間幹男 編曲　SBJ-00023　4,180円（税込）

令和の春うたを集めたメドレーが登場令和の春うたを集めたメドレーが登場令和の春うたを集めたメドレーが登場

ハルカ（YOASOBI） / ハルノヒ（あいみょん） / 春泥棒（ヨルシカ）

▷グレード3　郷間幹男 編曲　WSD-00009　7,480円（税込）

ウィンズスコアの最新出版楽譜！
最新曲をいち早く出版します。

12



シリーズの商品詳細は、ウィンズスコア オンラインショップまで

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSD-00002　7,920円（税込）

▷グレード2.5　郷間幹男 編曲　
SBD-00001　6,875円（税込）

楽器紹介のための

ファンタジーメドレー

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSL-19-017　6,930円（税込）

楽器紹介のための

聖者の行進
▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSL-19-003　6,600円（税込）

楽器紹介のための

小さな世界

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSL-18-023　6,600円（税込）

▷グレード2.5　郷間幹男 編曲
SBL-20-005　4,180円（税込）

楽器紹介のための

ミッキーマウス・マーチ

それぞれの楽器のイメージに合わせた

曲調にアレンジされているので

その楽器の一番良いところを

アピールしながら紹介できます♪

演奏しながら楽器を紹介できる

ウィンズスコアの人気シリーズ！

星に願いを / リメンバー・ミー / ハイ・ホー / ジッパ・
ディー・ドゥー・ダー / ビビディ・バビディ・ブー / パート・
オブ・ユア・ワールド / ホール・ニュー・ワールド / アン
ダー・ザ・シー / 美女と野獣 / 愛を感じて
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TikTokで話題のあの曲、大人気

ドラマの主 題 歌、世間を賑わせ

たアニメの主 題歌など、絶 対に

外 せ な い 楽 曲 が 目 白 押 し 。要

チェックです！

ジャンボリミッキー！

今一番人気！歌って踊れる、絶対に盛り上がる楽曲です！今一番人気！歌って踊れる、絶対に盛り上がる楽曲です！今一番人気！歌って踊れる、絶対に盛り上がる楽曲です！

▷グレード3　郷間幹男 編曲　WSL-19-032　5,940円（税込）

おすすめ
吹奏楽譜
ランキング
ベスト15

ダンスホール
 / Mrs. GREEN APPLE

フジテレビ系列「めざまし8」テーマソングフジテレビ系列「めざまし8」テーマソングフジテレビ系列「めざまし8」テーマソング

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSJ-00021　4,950円（税込）

▷グレード2　郷間幹男 編曲　
SBJ-00012　4,180円（税込）

チグハグ / THE SUPER FRUIT

TikTokで鬼バズリ！TikTokで鬼バズリ！TikTokで鬼バズリ！

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSJ-00026　4,950円（税込）

▷グレード2　郷間幹男 編曲　
SBJ-00017　4,180円（税込）

ミックスナッツ
/ Official髭男dism

アニメ『SPY×FAMILY』OP主題歌アニメ『SPY×FAMILY』OP主題歌アニメ『SPY×FAMILY』OP主題歌

▷グレード3.5　郷間幹男 編曲　
WSJ-00011　4,950円（税込）

▷グレード2　郷間幹男 編曲　
SBJ-00007　4,180円（税込）

J-BEST’22 
～2022年J-POPベストヒッツ
スペシャルメドレー～

2022年のヒット曲を収録したメドレー2022年のヒット曲を収録したメドレー2022年のヒット曲を収録したメドレー

▷グレード3.5　宮川成治 編曲　
WSD-00008　8,910円（税込）

▷グレード2　宮川成治 編曲　
SBD-00003　5,720円（税込）

新時代 / ツバメ / ダンスホール / なん
でもないよ、 / ベテルギウス / エジソン 
/ Habit ※G3.5のみ / ミックスナッツ

新時代 / Ado
（ウタ from ONE PIECE FILM RED）

映画『ONE PIECE FILM RED』主題歌映画『ONE PIECE FILM RED』主題歌映画『ONE PIECE FILM RED』主題歌

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSJ-00018　4,950円（税込）

▷グレード2　郷間幹男 編曲　
SBJ-00011　4,180円（税込）

▷グレード4　郷間幹男 編曲　
HGJ-00003　5,940円（税込）

Subtitle / Official髭男dism

話題のドラマ「silent」の主題歌話題のドラマ「silent」の主題歌話題のドラマ「silent」の主題歌

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSJ-00029　4,950円（税込）

▷グレード2.5　郷間幹男 編曲　
SBJ-00020　4,180円（税込）

▷グレード4　宮川成治 編曲　
HGJ-00005　5,940円（税込）
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We Are Confidence Man

「コンフィデンスマンJP」劇中歌「コンフィデンスマンJP」劇中歌「コンフィデンスマンJP」劇中歌

▷グレード4　宮川成治 編曲　
HGL-00002　5,940円（税込）

BEST

Mela! / 緑黄色社会

根強い人気！緑黄色社会の大ヒットソング根強い人気！緑黄色社会の大ヒットソング根強い人気！緑黄色社会の大ヒットソング

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSJ-20-030　4,950円（税込）

▷グレード2　郷間幹男 編曲　
SBJ-20-019　4,180円（税込）

▷グレード4.5　郷間幹男 編曲　
HGJ-20-008　5,280円（税込）

アイラブユー / back number

朝ドラ「舞いあがれ！」主題歌朝ドラ「舞いあがれ！」主題歌朝ドラ「舞いあがれ！」主題歌

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSJ-00028　4,950円（税込）

▷グレード2　郷間幹男 編曲　
SBJ-00018　4,180円（税込）

「すずめの戸締まり」コレクション

劇中歌4タイトルが豪華なメドレーに！劇中歌4タイトルが豪華なメドレーに！劇中歌4タイトルが豪華なメドレーに！

▷グレード3　宮川成治 編曲　
WSD-00010　7,480円（税込）

▷グレード2　宮川成治 編曲　
SBD-00004　5,720円（税込）

すずめ feat.十明 / Tamaki / すずめの涙 / カナ
タハルカ

すずめ feat.十明 / RADWIMPS

映画「すずめの戸締まり」の主題歌映画「すずめの戸締まり」の主題歌映画「すずめの戸締まり」の主題歌

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSJ-00033　4,950円（税込）

▷グレード2　郷間幹男 編曲　
SBJ-00025　4,180円（税込）

Habit / SEKAI NO OWARI

コミカルなダンスでSNSを中心に大人気！コミカルなダンスでSNSを中心に大人気！コミカルなダンスでSNSを中心に大人気！

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSJ-00014　4,950円（税込）

▷グレード2　郷間幹男 編曲　
SBJ-00014　4,180円（税込）「新時代」メドレー

『ONE PIECE FILM RED』劇中歌メドレー『ONE PIECE FILM RED』劇中歌メドレー『ONE PIECE FILM RED』劇中歌メドレー

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSD-00007　7,480円（税込）

私は最強 / 逆光 / ウタカタララバイ / Tot 
Musica / 世界のつづき / 風のゆくえ / 新時代

愛のしるし / PUFFY

TikTokでバズり、再注目を集めた一曲TikTokでバズり、再注目を集めた一曲TikTokでバズり、再注目を集めた一曲

▷グレード3　郷間幹男 編曲　
WSJ-00032　4,950円（税込）
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特別価格の売れ筋商品！

リード

シングルリードは定番商品を、ダ

ブルリードはプロの奏者が作るオ

リジナル商品を販売中！

ご購入はこちら

定番のオイル・グリスそろってます！

お手入れ用品

楽器のお手入れに欠かせないオイ

ルやグリスなどのお手入れ用品を

幅広くラインナップ。

ご購入はこちら

譜面は全員で揃えてカッコ良く。

楽譜ファイル「ラクフ」

A3の譜面をそのままセット！差込

むだけでページが足せて、楽譜を

出さず書き込みできる！

ご購入はこちら
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