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オカリナ曲集・伴奏USBデータ カラオケ感覚で演奏をお楽しみいただけます

⼼に残る癒しの⾳⾊
オカリナの調べ第1集
(練習用伴奏CD付) 

定価 2,860円（税込）
JAN CD 4909919314467

ISBN 978-4-7514-0142-2
【収録曲目】
〈ユニゾン〉こぎつね/お正月/まっかな秋/き
よしこの夜/竹田の子守唄/マイ・ボニー/一週
間/おもちゃのマーチ/山の音楽家/この広い野
原いっぱい/友よ /お嫁においで/また君に恋
してる/北の国から～遙かなる大地より～/ 
Take Me Home, Country Roads(カントリー・
ロード)/コンドルは飛んでいく
〈アンサンブル〉リンゴの唄/高校三年生/17
才/安里屋ユンタ/黄色いさくらんぼ/知床旅情
/恋のフーガ/ YOUNG MAN(Y.M.C.A.)/わたし
の城下町/津軽の ふるさと/もしもピアノが弾
けたなら/また逢う日まで

USB オカリナの調べ第1集
定価 6,050円（税込）

全28曲収録

ZV9A99BJUNLOOQRV

心に残る癒しの音色
オカリナの調べ第2集
(練習用伴奏CD付) 

定価 2,860円（税込）
JAN CD 4909919316744

ISBN 978-4-7514-0144-6
【収録曲目】
〈ユニゾン〉アマリリス/チューリップ/こど
もの歌メドレ ー「あつまれ動物たち」/コロ
ブチカ/ドレミのうた/叱られて/太陽がくれた
季節/夜来香/およげ！たいやきくん/春一番/
クリスマス・イブ/つぐない/花はどこへ行っ
た/スカボロー・フェア
〈アンサンブル〉ガンダーラ/スーパースター
/遠くへ行きたい/真夜中のギター/年下の男の
子/花(喜納昌吉)/ 島唄/ビューティフル・サン
デー/青春の輝き/愛燦燦

USB オカリナの調べ第2集
定価 6,050円（税込）

全24曲収録

みんなで楽しむ
オカリナデュエット曲集1 
心和む想い出の調べ (練習用伴奏CD付) 

定価 2,200円（税込）
JAN CD 4909919302709

ISBN 978-4-7514-0034-0
【収録曲目】
浜千鳥/琵琶湖周航の歌/みかんの花咲く丘/里
の秋/おぼろ月夜/故郷/七つの子/村祭り/たき
び/アニー・ローリー/冬の星座 /久しき昔/大
きな古時計/荒城の月/夏の思い出

USB オカリナデュエット曲集1
定価 2,750円（税込）

全15曲収録

みんなで楽しむ
オカリナデュエット曲集2 
心に残る世界の名曲 (練習用伴奏CD付) 

定価 2,200円（税込）
JAN CD 4909919302754

ISBN 978-4-7514-0037-1
【収録曲目】
ああ、いとしいお父様/愛のあいさつ/アメー
ジング・グレイス/アルハンブラの想い出/歌
の翼に/美しく青きドナウ/オ・ソレ・ミオ/帰
れソレントへ/乾杯の歌/弦楽四重奏「皇帝」
より/子守歌/シチリアーナ/「新世界」より/
野ばら/「フィガロの結婚」より/ペール・
ギュント組曲「朝」より/菩提樹/鱒/モルダウ
/別れの曲

USB オカリナデュエット曲集2
定価 2,750円（税込）

全20曲収録

みんなで楽しむ
オカリナデュエット曲集3
心暖まる想い出の旋律 (練習用伴奏CD付) 

定価 2,200円（税込）
JAN CD 4909919312258

ISBN 978-4-7514-0137-8
【収録曲目】
春の小川/ひらいたひらいた/聖者の行進/さよ
なら/茶摘み/さくらさくら/靴が鳴る/証城寺
の狸囃子/幸せなら手をたたこう/われは海の
子/一月一日/せいくらべ/もみじ/冬景色/通
りゃんせ/おもちゃのチャチャチャ/とんぼの
めがね/おおスザンナ/しゃぼん玉/村の鍛冶屋
/赤い河の谷間 /蛍の光

USB オカリナデュエット曲集3
定価 2,750円（税込）

全22曲収録

誰でも吹ける
オカリナアンサンブル
～心のメロディ～

定価 2,750円（税込）
JAN CD 4909919320307

ISBN 978-4-7514-0147-7
【収録曲目】
夕焼け小焼け/ペチカ/スキー/冬の夜/カ
チューシャの唄/汽車/七里ヶ浜の哀歌/砂山/
赤い靴/漕げよマイケル/茶色の小瓶/主人は冷
たい土の中に/オールド・ブラック・ジョー/
グリーングリーン/ステンカ・ラージン/おお
牧場はみどり/金髪のジェニー/白い道

USB オカリナアンサンブル
〜⼼のメロディ〜
定価 3,850円（税込）

全18曲収録

ZV9A99BJUNKMRKTV ZV9A99BJUNKMRPOV

ZV9A99BJUNLQROOV

ZV9A99BJUNLMMPSV ZV9A99BJUNMKNKRV
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伴奏USBデータはローランド(株)製ミュージックプレイヤーMTシリーズに対応しております。

オカリナ青春ソングス Vol.1 
定価 2,420円（税込）
JAN CD 4909919321328

ISBN 978-4-7514-0149-1
【収録曲目】
夕陽が泣いている/フランシーヌの場合/旅の
宿/わたしの青い鳥/夢の中へ/モナリザの微笑
/長い髪の少女/京都慕情/戦争を知らない子供
たち/ひとりじゃないの/精霊流し/襟裳岬/サ
ウンド・オブ・サイレンス /シェリーに口づ
け/シング

USB オカリナ⻘春ソングス Vol.1
定価 4,400円（税込）

全15曲収録ZV9A99BJUNMLNMSV

オカリナで楽しむ
テレビ名曲選

定価 2,750円（税込）
JAN CD 4909919322325

ISBN 978-4-7514-0152-1
【収録曲目】
〈ユニゾン〉Gメン’75のテーマ/太陽にほえ
ろ!メインテーマ/渡る世間は鬼ばかりメイン
テーマ/大岡越前のテーマ/暴れん坊将軍の
テーマ/おしえて/ CMソング詰め合わせ/ご長
寿番組メドレー
〈アンサンブル〉CHA-CHA-CHA/幸せな結末/
俺たちの旅/ありがとうの歌/SAY YES/世界の
車窓から/The Song of Life 

USB テレビ名曲選
定価 6,050円（税込）

全25曲収録

オカリナで奏でる
こころの応援歌

定価 2,420円（税込）
JAN CD 4909919323131

ISBN 978-4-7514-0154-5
【収録曲目】
〈ユニゾン〉明日に架ける橋(Bridge over 
Troubled Water)/君の友だち(You’ve Got a 
Friend)/蒲田行進曲/夢先案内人
/ANNIVERSARY/それが大事/東へ西へ/負けな
いで/Best Friend/これが私の生きる道/手紙～
拝啓、十五の君へ～/みんながみんな英雄
〈アンサンブル〉出発の歌/そよ風の誘惑
(Have You Never Been Mellow)/天までとどけ
/乾杯/天使のウインク/ロビンソン/波乗り
ジョニー/スマイルスマイル

USB こころの応援歌
定価 4,950円（税込）

全20曲収録

みんなで楽しむ
紅白オカリナ合戦

定価 2,530円（税込）
JAN CD 4909919324138

ISBN 978-4-7514-0156-9
【収録曲目】
〈ユニゾン〉人生一路/ひと夏の経験/ガラス
の林檎/明日、春が来たら/さそり座の女/
TOKIO/2億4千万の瞳/まつり
〈アンサンブル〉桃色吐息/天城越え/I’m 
Proud/つつみ込むように/あなたのキスを数
えましょう/紅組スターメドレー (津軽海峡冬
景色、あの鐘を鳴らすのはあなた、夜桜お
七)/ふるさと/女々しくて/TRUE LOVE/
AMBITIOUS JAPAN/ Happiness/白組スターメ
ドレー(おふくろさん、風雪ながれ 旅、浪花
節だよ人生は) 

USB 紅⽩オカリナ合戦
定価 4,950円（税込）

全20曲収録

ZV9A99BJUNMNLNLV ZV9A99BJUNMOLNSV

ZV9A99BJUNMMNMPV

気軽に楽しむ
オカリナクラシックコンサート

定価 2,420円（税込）
JAN CD 4909919324985

ISBN 978-4-7514-0157-6
【収録曲目】
〈ユニゾン〉威風堂々/木星/ジュ・トゥ・ヴ/
雨だれ/悲愴（ピアノソナタ第8番 第2楽章）/
ノクターン第2番/ボレロ
〈アンサンブル(AC1,AC2)〉サラバンド/私を
泣かせてください/春の歌
〈アンサンブル(SF,AC)〉歓喜の歌/プロムナード
/婚礼の合唱/メヌエット/フィンランディア/
カヴァレリア・ルスティカーナ間奏曲/白鳥/誰も寝
てはならぬ/アイネ・クライネ・ナハトムジーク第2
楽章/天国と地獄/愛の夢第3番

USB オカリナクラシックコンサート
定価 4,950円（税込）

全21曲収録

ZV9A99BJUNMOTSPV


