
校歌 吹奏楽編曲

申し込み要項

● 納期は、ご入金確認後から3ヶ月です。

● 修正は1回まで無料でお受けいたします。
  　※修正依頼の受付期間は納品から1ヵ月以内です。

　  ※大幅な修正がある場合は、別途料金を頂戴する場合がございます。

● 2回以上修正がある場合は、1回につき 40,000円（税抜） いただきます。　  

● 原曲の著作権に関する手続きは一切請け負いませんので、お客様ご自身でご確認ください。

● 編曲者の指定はできません。

● 別紙「校歌 吹奏楽編曲オーダー 注文から納品までの流れ」を必ずご確認ください。 

・音域に関しては、吹奏楽連盟が定める標準音域を使用いたします。

・歌とあわせて演奏することができます。（歌がなくても演奏できるよう、メロディーの音が各楽器に振り分けられています。）

※歌のパート譜は付属しておりません。

お支払は 先払い のみです。お送りいただいたオーダーシートを元に請求書を作成しFAXにて送信いたします。

１週間以内に以下の指定口座までお振込ください。商品発送時に領収書を同封させて頂きます。

銀行名　三菱UFJ銀行（金融機関コード：0005）

支店名　渋谷支店　（店番：135）

口座番号　（普通）0296986

口座名義　カ）ウィンズスコア

※お振込の際は、必ずご注文時のお名前をご入力ください。

※金融機関に支払う振込手数料その他の費用は、お客様の負担となります。

編成について  ―――  オーダーシートに記載のある編成の詳細です。

Piccolo
Flutes 1 (& *2)
*Oboe
*Bassoon
*E♭ Clarinet
B♭  Clarinet 1
B♭  Clarinet 2
*B♭  Clarinet 3
*Alto Clarinet
Bass Clarinet
Alto Saxophone 1
*Alto Saxophone 2
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone

B♭  Trumpet 1
B♭  Trumpet 2
*B♭  Trumpet 3
F Horns 1 (& *2)
F Horns 3 (& *4)
Trombone 1
Trombone 2
*Trombone 3
Euphonium
Tuba
*String Bass

木管楽器

通常吹奏楽編成

金管・弦楽器
Timpani
Snare Drum
Bass Drum
Cymbal
Glockenspiel

Full Score

打楽器

商品仕様について

支払いについて

※打楽器について、編成表に記載のある打楽器以外は使用いたしません。

※ 「*」のついている楽器はオプション楽器です。

Flute (Piccolo)
*Oboe
B♭ Clarinet 1
B♭ Clarinet 2
*B♭  Clarinet 3
Bass Clarinet
Alto Saxophone 1
*Alto Saxophone 2
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone

木管楽器
B♭ Trumpet 1
B♭ Trumpet 2
F Horn 1
F Horn 2
Trombone 1
Trombone 2
Euphonium
Tuba
*String Bass

金管・弦楽器
*Timpani
Snare Drum
Bass Drum
Cymbal
Glockenspiel

Full Score

打楽器

小編成



校歌 吹奏楽編曲

注文から納品までの流れ

※一週間以内に電話がない場合は、FAXが届いていない

　可能性がありますのでお問い合わせください。

ウィンズスコアからお客様にお電話します。

● ご依頼内容の確認

● 資料送付の案内

● 支払いについて

電話で注文内容の確認❷

お電話で確認した内容を元に請求書を

発行しFAXにてご送付します。

※見積書も必要に応じてご送付します。

請求書の送付❹

ウィンズ中学校 校歌

お電話で案内した資料をウィンズスコアまで

ご送付お願いいたします。

資料の送付❸
⑥修正依頼

オーダーシートを FAX 送付❶
オーダーシートをご記入いただき

FAX：03-6809-0593

まで、ご送付ください。

（株）ウィンズスコア東京オフィス

ウィンズ中学校 校歌

ウィンズ中学校 校歌

1ヵ月以内にお電話ください。

修正は1回まで無料で行います。

※修正内容によっては、納期をご相談させていただく

　場合がございます。

※大幅な修正がある場合は、別途料金を頂戴する場合がございます。

※2回以上の修正は追加料金40,000円（税抜）が発生します。

修正したい箇所があった場合❽

※入金後の内容変更はできませんので、ご注意ください。

※ご入金後のキャンセルはお受けいたしかねますので、

　あらかじめご了承ください。

制作❻
入金確認後、制作を開始します。

3ヵ月以内に完成品が納品されます。

内容をご確認ください。

納品❼

● 表紙
● フルスコア
● パート譜
● ソフトウェア音源データCD
● 楽譜PDFデータCD
● 完了報告書
● 返送用封筒         

商品が、お手元に届きましたら、すぐに内容を

ご確認ください。確認後、受領いただける場合、

1ヵ月以内に 完了報告書 を提出してください。

※完了報告書 提出後の修正はお受けできません。

※1ヵ月以内に完了報告がなかった場合は、受領いただけ

　たと判断いたします。

完了報告書の提出❾

納品時に 完了報告書 と 返送用封筒 が同封

されていますので、ご署名ご捺印のうえご返

送ください。

※お振込の際は、必ずご注文時のお名前をご入力ください。

※金融機関に支払う振込手数料その他の費用は、お客様の負担となります。

❺
送付された請求書に記載されている振込先まで

お振込みください。

ご入金確認後、楽譜の制作を開始します。

ご入金

※ 商品受け取り後の紛失、破損による返品交換は
　対応いたしかねますので、大切に保管してください。

※送料は、お客様負担にな

りますので元払いでお送り

ください。 



FAX  ： 03-6809-0593
お問合せ：   0120-713-771 ( 平日 10:00 ～ 17:00）

校歌 吹奏楽編曲

オーダーシート

貴校名

フリガナ フリガナ

電話番号

担当者名

FAX 番号

納品先住所

依頼者情報（全ての項目をご記入ください。）

〒

年　　　月　　　日

調性

編成

曲の長さ

備考

アレンジの

イメージ

□通常吹奏楽編成 □小編成 □相談

□現状の調性 □B♭　 □F □E♭ □その他（ ） 　□相談

難易度 □A □B □C □D □E □相談

※編成の詳細につきましては別紙『申し込み要項』をご確認ください。

※その他ご希望がある場合は下記の『備考』欄にご記入ください。 

※何かご要望等ございましたら、ご記入ください。

（例）できるだけ易しいアレンジに。  壮大で重厚感のあるアレンジに。野外での演奏でも映える華やかなアレンジ。  etc.

A ～ C 内から

お選びください

ご用意していただく

資料

貴校にある校歌の資料を全てお選びください。

□ピアノの楽譜 □歌の楽譜 □音源 □その他（ ）　

※送付いただく資料と違う場合は必ずご記入ください。

（例）

オリジナルバージョン ……150,000円（税抜） /1曲

アレンジバージョン……………150,000円（税抜） /1曲

アレンジ

内容
原曲に忠実な吹奏楽アレンジ

50,000円

（税抜） /1曲原曲から大幅にアレンジした、シンフォニックで壮大な雰囲気

上記 2 点両方…………………250,000円（税抜） /1セット

アレンジ Ver.の
ピアノ伴奏楽譜作成

資料はいきなり歌で始まるが、最後の4小節間と同じものを前奏にする。歌が3番まであるので、○小節～○小節を2回繰り返しにする。
2 番と 3 番の間に 4 小節間の間奏を追加。 etc.

Ⓐ
Ⓑ
ⓒ

………………

楽曲内容（該当する項目に □ を付けてください）

□

□ □

50,000円

（税抜） /1曲

アレンジ Ver.の
ピアノ伴奏楽譜作成

………………□□

□ 別紙「申し込み要項」「注文から納品までの流れ」を確認し、その内容について了承・同意いたします。必須

オプション

（別料金）

簡単 難しい

Grade 2.5 3 3.5 4 4.5


