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Quick Instruction Guide

かんたんマニュアル
楽 曲 リ ス ト



用意する同梱品

接続する

演奏する（連続演奏）用意する同梱品

回す
（音量調節）

左に回す：大きくなる
右に回す：小さくなる

専用SDカード本体 ACアダプター 電源コード

回す（テンポ調節）
左に回す：遅くする
右に回す：速くする

接続1

接続3

LEDランプの点灯（緑色）
を確認4

接続2
ボリュームを調節する

テンポを調節する

Powerランプを確認
※青色点滅（準備中）→
　赤色点灯（準備完了）

5
押す
Powerランプの点灯（青色）
を確認

6
SDカードを挿入
※「カチッ」と音がするまで
　押し込む

7

画面を確認8
押す（演奏開始）
※再度押すと
　演奏停止

9
ジャンル曲番号

曲名 アーティスト名
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準備から演奏開始まで



用意する同梱品

接続する

演奏する（連続演奏）用意する同梱品

回す
（音量調節）

左に回す：大きくなる
右に回す：小さくなる

専用SDカード本体 ACアダプター 電源コード

回す（テンポ調節）
左に回す：遅くする
右に回す：速くする

接続1

接続3

LEDランプの点灯（緑色）
を確認4

接続2
ボリュームを調節する

テンポを調節する

Powerランプを確認
※青色点滅（準備中）→
　赤色点灯（準備完了）

5
押す
Powerランプの点灯（青色）
を確認

6
SDカードを挿入
※「カチッ」と音がするまで
　押し込む

7

画面を確認8
押す（演奏開始）
※再度押すと
　演奏停止

9
ジャンル曲番号

曲名 アーティスト名
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演奏や設定に関しての詳細は、User's Guide
（取扱説明書）の各ページをご覧ください。

MENU設定 ………………………… P.22
演奏曲を選ぶ………………………… P.23
1曲リピート演奏をする …………… P.23
ランダム演奏をする………………… P.24
オフタイマーを設定する…………… P.24
演奏ジャンルON/OFF設定 ………… P.25
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お好みの曲を演奏する ～ジャンルの中から選ぶ～
P.8～P.12 の「同梱SDカード 150曲リスト」からお好きな曲を選んで演奏します。
※ P.13～P.18には曲名索引リストもあります。

例： P.10 の曲番号「018」、曲名「アンネン・ポルカ」を演奏するとき

P.3の手順 8まで行って、演奏の準備をしてください。

① 150曲リストからジャンルと曲番号（曲名）を確認します。

曲番号 曲名 アーティスト名

014 アルハンブラの思い出 ターレガ
015 ポロネーズ「別れ」 ショパン
016 勿忘草 リヒナー
017 組曲「展覧会の絵」キエフの大門 ムソルグスキー
018 アンネン・ポルカ ヨハン・シュトラウス2世
019 貴婦人の乗馬 (Allegro marziale) ブルグミュラー
020 魔法使いの弟子 デュカス
021 軍隊ポロネーズ ショパン
022 アルプスの乙女の夢 ラビッキー

クラシック Vol.2（つづき）

ジャンル

曲番号 曲名

クラシック Vol.1001

パッヘルベルのカノン
パッヘルベル

曲番号

曲名

ジャンル

Play/Stopボタン
Selectダイヤル/Setボタン

Menu/Cancelボタン

② Menu/Cancelボタンを押す。

その他の設定

演奏曲を選ぶ
1曲リピート演奏をする
ランダム演奏をする
オフタイマーを設定する

演奏ジャンルON / OFF設定

クラシック ベスト : MENU

③ ［演奏曲を選ぶ］が選択されているこ
とを確認してSetボタンを押す。
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④ Selectダイヤルを回して演奏したい
曲を含むジャンルにカーソルを移動
させ、Setボタンを押す。
選択したジャンルのリストが曲番号001
から表示されます。

MENU：演奏曲を選ぶ
ジャンル選択
　クラシック Vol.1 50
　クラシック Vol.2
　クラシック Vol.3
　クラシック Vol.4
　

50
25
25

クラシック Vol.2
MENU：演奏曲を選ぶ

50
埴生の宿

ビショップ

001

ワルキューレの騎行

ワーグナー

002

⑤ Selectダイヤルを回して演奏したい
曲にカーソルを移動させ、Setボタン
を押す。
演奏曲情報画面が表示され、演奏が 
始まります。

クラシック Vol.2
MENU : 演奏曲を選ぶ

50
組曲 「展覧会の絵」キエフの大門

ムソルグスキー

017

クラシック Vol.2018

アンネン・ポルカ
ヨハン・シュトラウス2世

アンネン・ポルカ

ヨハン・シュトラウス2世

018
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お好みの曲を演奏する ～ダイヤルを回しながら選ぶ～
P.8～P.12 の「同梱SDカード 150曲リスト」からお好きな曲を選んで演奏します。
※ P.13～P.18には曲名索引リストもあります。

例： P.10 の曲番号「018」、曲名「アンネン・ポルカ」を演奏するとき

P.3の手順 8まで行って、演奏の準備をしてください。

① 150曲リストからジャンルと曲番号（曲名）を確認します。

曲番号 曲名 アーティスト名

014 アルハンブラの思い出 ターレガ
015 ポロネーズ「別れ」 ショパン
016 勿忘草 リヒナー
017 組曲「展覧会の絵」キエフの大門 ムソルグスキー
018 アンネン・ポルカ ヨハン・シュトラウス2世
019 貴婦人の乗馬 (Allegro marziale) ブルグミュラー
020 魔法使いの弟子 デュカス
021 軍隊ポロネーズ ショパン
022 アルプスの乙女の夢 ラビッキー

クラシック Vol.2（つづき）

ジャンル

曲番号 曲名

② 画面のジャンルが該当のジャンル（クラシックVol.2）に変わるまでSelectダイヤ
ルを回し続けます。

曲番号 ジャンル 該当のジャンル

クラシック Vol.2018

アンネン・ポルカ
ヨハン・シュトラウス2世

クラシック Vol.1001

パッヘルベルのカノン
パッヘルベル

曲名

Play/Stopボタン
Selectダイヤル/Setボタン

③ 該当のジャンルまで回したら、曲番号（曲名）を見ながらSelectダイヤルを回し
て該当の曲を選びます。

④ 該当の曲名が表示されたら、Play/Stopボタンを押すと演奏を開始します。
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同梱SDカード150曲のジャンル構成と曲数は、以下のようになっています。

ジャンル 曲数

Play/Stopボタン
Selectダイヤル/Setボタン

右回し左回しクラシック Vol.1 50曲

クラシック Vol.2 50曲

クラシック Vol.3 25曲

クラシック Vol.4 25曲

ジャンルと曲の移り変わり

パッヘルベルのカノン

G線上のアリア

アルルの女より「メヌエット」

<ペール・ギュント>第1組曲より「朝」

ブラームスの子守歌

パッヘルベル

バッハ

ビゼー

グリーグ

ブラームス

001

002

003

004

050

曲  名 アーチスト名曲番号ジャンル

ジムノペディ第1番

皇帝円舞曲 Op.437 より

結婚行進曲

歌劇「ローエングリン」より
「婚礼の合唱」

歌劇「トゥーランドット」より
「誰も寝てはならぬ」

001

022

023

024

025

クラシック
 Vol.4

クラシックVol.3

クラシック Vol.2

エリックサティ

ヨハン・シュトラウス2世

メンデルスゾーン

ワーグナー

プッチーニ

右回し左回し

クラシック
 Vol.1

初期画面の曲（曲番号 001）



8

MBX-100H_StarterGuide_MBX216001A

クラシック Vol.1

曲番号 曲名 アーティスト名

001 パッヘルベルのカノン パッヘルベル
002 G線上のアリア バッハ
003 アルルの女より「メヌエット」 ビゼー
004〈ペール・ギュント〉第1組曲より「朝」 グリーグ
005 四季より「春」第1楽章 ヴィヴァルディ
006《歌劇》カヴァレリア・ルスティカーナ  

間奏曲 
マスカーニ

007 乙女の祈り バダジェフスカ
008 美しく青きドナウ ヨハン・シュトラウス2世
009 スケーターズ・ワルツ ワルトトイフェル
010 歌の翼に メンデルスゾーン
011 OMBRA MAI FU ヘンデル
012 華麗なる大円舞曲 ショパン
013 天国と地獄 オッフェンバック
014 アンダンテ・カンタービレ（弦楽四重奏曲 第１

番より）
チャイコフスキー

015 トルコ行進曲 モーツァルト
016 モルダウ スメタナ
017 水上の音楽 ヘンデル
018 ハンガリア舞曲第5番ト短調 ブラームス
019 あなたが欲しい エリックサティ
020 ユーモレスク ドヴォルザーク
021 AVE MARIA Op.52-6.D839 シューベルト
022 春の歌 メンデルスゾーン
023 アイネクライネ・ナハトムジーク第1楽章 モーツァルト
024 くるみ割り人形より「花のワルツ」 チャイコフスキー
025 タイスの瞑想曲 マスネ
026 花の歌 ランゲ
027 ノクターン第2番 変ホ長調 作品9-2 ショパン
028 交響曲第9番「新世界から」家路 ドヴォルザーク
029 亜麻色の髪の乙女 ドビュッシー
030 別れの曲 ショパン
031 RHAPSODY IN BLUE ガーシュイン

同梱SDカード 150曲リスト
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クラシック Vol.1（つづき）

曲番号 曲名 アーティスト名

032 舞踏への勧誘 ウェーバー
033 バレエ組曲《眠りの森の美女》 チャイコフスキー
034 主よ、人の望みの喜びよ バッハ
035 春の声 ヨハン・シュトラウス2世
036 悲愴 第2楽章 ベートーベン
037 威風堂々 エルガー
038 トロイメライ シューマン
039 アヴェ・マリア グノー
040 雨だれの曲 ショパン
041 ディヴェルティメント 第17番 《メヌエット》 モーツァルト
042 チゴイネルワイゼン サラサーテ
043 エリーゼのために ベートーベン
044 亡き王女のためのパヴァーヌ ラヴェル
045 シューベルトの子守歌 シューベルト
046 愛の夢 第3番 リスト
047 月の光 ドビュッシー
048 愛のあいさつ エルガー
049 シシリアーノ フォーレ
050 ブラームスの子守歌 ブラームス

クラシック Vol.2

曲番号 曲名 アーティスト名

001 埴生の宿 ビショップ
002 ワルキューレの騎行 ワーグナー
003 無伴奏チェロ組曲 ト長調「プレリュード」 バッハ
004 カルメンより「闘牛士の歌」 ビゼー
005 イタリア協奏曲ヘ長調 バッハ
006 ロンド ニ長調 モーツァルト
007 メヌエット ト長調 ベートーベン
008 ため息 リスト
009 調子のよい鍛冶屋 ヘンデル
010 The Entertainer スコットジョプリン
011 ボギー大佐 アルフォード
012 チャールダーシュ ヴィットリオ･モンティ
013 ダッタン人の踊り ボロディン
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曲番号 曲名 アーティスト名

014 アルハンブラの思い出 ターレガ
015 ポロネーズ「別れ」 ショパン
016 勿忘草 リヒナー
017 組曲「展覧会の絵」キエフの大門 ムソルグスキー
018 アンネン・ポルカ ヨハン・シュトラウス2世
019 貴婦人の乗馬 (Allegro marziale) ブルグミュラー
020 魔法使いの弟子 デュカス
021 軍隊ポロネーズ ショパン
022 アルプスの乙女の夢 ラビッキー
023 水の精 ベール
024 夢 ドビュッシー
025 ワルツ「金と銀」 レハール
026 予言の鳥 （「森の情景」より） シューマン
027 白鳥 サン・サーンス
028 アヴェ・ヴェルム・コルプス モーツァルト
029 ブランデンブルグ協奏曲3番ト長調 BWV1048 

第1楽章
バッハ

030 メヌエット「ト長調」 バッハ
031 グリーンスリーヴズによる幻想曲 ヴォーン＝ウィリアムズ
032 ます(Die Forelle) シューベルト
033 英雄ポロネーズ 第6番変イ長調作品53 ショパン
034 小犬のワルツ ショパン
035 星条旗よ永遠なれ スーザ
036 バレエ《白鳥の湖》 作品20 第2幕 情景 チャイコフスキ－
037 アラベスク第1番 ドビュッシー
038 ある晴れた日に～「蝶々夫人」より プッチーニ
039 歓喜の歌 (交響曲第九番 ) ベートーベン
040 HALLELUJAH CHORUS ヘンデル
041 私を泣かせてください（ヘンデル:歌劇《リナル

ド》から）
ヘイリー

042 展覧会の絵より「プロムナード」 ムソルグスキー
043 ディヴェルティメント ニ長調 K.136 第１楽章 モーツァルト
044 ピアノ協奏曲 第21番 ～第2楽章 モーツァルト
045 交響曲第40番 ト短調 K.550 第1楽章 モーツァルト
046 ボレロ ラヴェル
047 パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 第18変

奏
ラフマニノフ

クラシック Vol.2（つづき）
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曲番号 曲名 アーティスト名

048 ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18 第1楽章 ラフマニノフ
049「メリー・ウィドウ」よりワルツ レハール
050 歌劇「タンホイザー」より「序曲」 ワーグナー

クラシック Vol.3

曲番号 曲名 アーティスト名

001 フィガロの結婚 恋とはどんなものかしら モーツァルト
002 ソナチネ第1番 IV アレグロ モーツァルト
003 クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 第1楽章 モーツァルト
004 クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 第2楽章 モーツァルト
005 クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 第3楽章 モーツァルト
006 ピアノ･ソナタ第11番 イ長調 K.331 第2楽章 モーツァルト
007 ピアノ･ソナタ第18番 ニ長調 K.576 第2楽章 モーツァルト
008 ホルン協奏曲第1番 第1楽章 モーツァルト
009 フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299 

第1楽章
モーツァルト

010 フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299 
第2楽章

モーツァルト

011 フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299 
第3楽章

モーツァルト

012 オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314 ～ 第1楽章 モーツァルト
013 <私は鳥刺し>～歌劇《魔笛》 K.620 より モーツァルト
014 フリーメイソンのための葬送音楽 ハ短調 K.477
（479a）

モーツァルト

015 フルートと管弦楽のためのアンダンテ　ハ長調 
K.315

モーツァルト

016 クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581 第2楽章 モーツァルト
017 ディヴェルティメント ニ長調 K.136 第2楽章 モーツァルト
018 ディヴェルティメント ニ長調 K.136 第3楽章 モーツァルト
019 ピアノ・ソナタ 第8番 イ長調 K310(300d) 第2

楽章
モーツァルト

020 交響曲第41番 ハ長調 K.551 ｢ジュピター｣ 第1
楽章

モーツァルト

021 交響曲第41番 ハ長調 K.551 ｢ジュピター｣ 第2
楽章

モーツァルト

クラシック Vol.2（つづき）
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曲番号 曲名 アーティスト名

022 交響曲第41番 ハ長調 K.551 ｢ジュピター｣ 第3
楽章

モーツァルト

023 交響曲第41番 ハ長調 K.551 ｢ジュピター｣ 第4
楽章

モーツァルト

024 アイネクライネ・ナハトムジーク第2楽章 モーツァルト
025 アイネクライネ・ナハトムジーク第3楽章 モーツァルト

クラシック Vol.4

曲番号 曲名 アーティスト名

001 ジムノペディ第1番 エリックサティ
002 4つの即興曲 D.935(作品142) 第2番 変イ長調 シューベルト
003 4つの即興曲 D.935(作品142) 第3番 変ロ長調 シューベルト
004 野ばら D.257,Op.3-3 シューベルト
005 ピチカート・ポルカ Op. ヨハン・シュトラウス2世

&ヨーゼフ・シュトラウス
006 トリッチ・トラッチ・ポルカ Op.214 ヨハン・シュトラウス2世
007 ワルツ 第15番 ブラームス
008 レントよりおそく ワルツ ドビュッシー
009 ワルツ 第10番 ロ短調 作品69-2 ショパン
010 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 ブラームス
011 楽興の時 第3番 シューベルト
012 幻想小曲集 Op.73 Zart und mit Ausdruck シューマン
013 ノクターン第1番 変ロ短調 Op.9-1 ショパン
014 軍隊行進曲 シューベルト
015 交響曲第8(7)番ロ短調 D759 《未完成》 第1楽章 

より
シューベルト

016 魔王 シューベルト
017 パスピエ～ベルガマスク組曲より ドビュッシー
018 歌曲集「白鳥の歌」D.957 セレナーデ シューベルト
019 前奏曲 第7番 ショパン
020 ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 ショパン
021 小舟にて ドビュッシー
022 皇帝円舞曲 Op.437 より ヨハン・シュトラウス2世
023 結婚行進曲 メンデルスゾーン
024 歌劇「ローエングリン」より「婚礼の合唱」 ワーグナー
025 歌劇「トゥーランドット」より「誰も寝てはなら

ぬ」
プッチーニ

クラシック Vol.3（つづき）



13

MBX-100H_StarterGuide_MBX216001A

曲名索引リスト

曲名索引（あ～わ）
曲名 アーティスト名 ジャンル 曲番号

あ

アイネクライネ・ナハトムジーク第
1楽章 モーツァルト クラシック Vol.1 023

アイネクライネ・ナハトムジーク第
2楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 024

アイネクライネ・ナハトムジーク第
3楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 025

愛のあいさつ エルガー クラシック Vol.1 048
愛の夢 第3番 リスト クラシック Vol.1 046
あなたが欲しい エリックサティ クラシック Vol.1 019
アヴェ・ヴェルム・コルプス モーツァルト クラシック Vol.2 028
アヴェ・マリア グノー クラシック Vol.1 039
AVE MARIA Op.52-6.D839 シューベルト クラシック Vol.1 021
亜麻色の髪の乙女 ドビュッシー クラシック Vol.1 029
雨だれの曲 ショパン クラシック Vol.1 040
アラベスク第1番 ドビュッシー クラシック Vol.2 037
アルハンブラの思い出 ターレガ クラシック Vol.2 014
アルプスの乙女の夢 ラビッキー クラシック Vol.2 022
アルルの女より「メヌエット」 ビゼー クラシック Vol.1 003
ある晴れた日に～「蝶々夫人」より プッチーニ クラシック Vol.2 038
アンダンテ・カンタービレ（弦楽四
重奏曲 第１番より） チャイコフスキー クラシック Vol.1 014

アンネン・ポルカ ヨハン・シュトラウス2世 クラシック Vol.2 018

い
イタリア協奏曲ヘ長調 バッハ クラシック Vol.2 005
威風堂々 エルガー クラシック Vol.1 037

う
歌の翼に メンデルスゾーン クラシック Vol.1 010
美しく青きドナウ ヨハン・シュトラウス2世 クラシック Vol.1 008

え
英雄ポロネーズ 第6番変イ長調作品
53 ショパン クラシック Vol.2 033

エリーゼのために ベートーベン クラシック Vol.1 043
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曲名 アーティスト名 ジャンル 曲番号

お

オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314 ～ 第
1楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 012

乙女の祈り バダジェフスカ クラシック Vol.1 007
OMBRA MAI FU ヘンデル クラシック Vol.1 011

か

歌曲集「白鳥の歌」D.957 セレナー
デ シューベルト クラシック Vol.4 018

《歌劇》カヴァレリア・ルスティカー
ナ 間奏曲 マスカーニ クラシック Vol.1 006

歌劇「タンホイザー」より「序曲」 ワーグナー クラシック Vol.2 050
歌劇「トゥーランドット」より「誰も
寝てはならぬ」 プッチーニ クラシック Vol.4 025

歌劇「ローエングリン」より「婚礼の
合唱」 ワーグナー クラシック Vol.4 024

カルメンより「闘牛士の歌」 ビゼー クラシック Vol.2 004
華麗なる大円舞曲 ショパン クラシック Vol.1 012
歓喜の歌 (交響曲第九番 ) ベートーベン クラシック Vol.2 039
楽興の時 第3番 シューベルト クラシック Vol.4 011

き 貴婦人の乗馬 (Allegro marziale) ブルグミュラー クラシック Vol.2 019

く

組曲「展覧会の絵」キエフの大門 ムソルグスキー クラシック Vol.2 017
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 
第1楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 003

クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 
第2楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 004

クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 
第3楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 005

クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581 
第2楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 016

くるみ割り人形より「花のワルツ」 チャイコフスキー クラシック Vol.1 024
グリーンスリーヴズによる幻想曲 ヴォーン＝ウィリアムズ クラシック Vol.2 031
軍隊行進曲 シューベルト クラシック Vol.4 014
軍隊ポロネーズ ショパン クラシック Vol.2 021

け
結婚行進曲 メンデルスゾーン クラシック Vol.4 023
幻想小曲集 Op.73 Zart und mit 
Ausdruck シューマン クラシック Vol.4 012
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曲名 アーティスト名 ジャンル 曲番号

こ

小犬のワルツ ショパン クラシック Vol.2 034
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 ブラームス クラシック Vol.4 010
交響曲第8(7)番ロ短調 D759 《未完
成》 第1楽章 より シューベルト クラシック Vol.4 015

交響曲第9番「新世界から」家路 ドヴォルザーク クラシック Vol.1 028
交響曲第40番 ト短調 K.550 第1楽
章 モーツァルト クラシック Vol.2 045

交響曲第41番 ハ長調 K.551 ｢ジュ
ピター｣ 第1楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 020

交響曲第41番 ハ長調 K.551 ｢ジュ
ピター｣ 第2楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 021

交響曲第41番 ハ長調 K.551 ｢ジュ
ピター｣ 第3楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 022

交響曲第41番 ハ長調 K.551 ｢ジュ
ピター｣ 第4楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 023

皇帝円舞曲 Op.437 より ヨハン・シュトラウス2世 クラシック Vol.4 022
小舟にて ドビュッシー クラシック Vol.4 021

さ The Entertainer スコットジョプリン クラシック Vol.2 010

し

四季より「春」第1楽章 ヴィヴァルディ クラシック Vol.1 005
シシリアーノ フォーレ クラシック Vol.1 049
シューベルトの子守歌 シューベルト クラシック Vol.1 045
主よ、人の望みの喜びよ バッハ クラシック Vol.1 034
G線上のアリア バッハ クラシック Vol.1 002
ジムノペディ第1番 エリックサティ クラシック Vol.4 001

す
水上の音楽 ヘンデル クラシック Vol.1 017
スケーターズ・ワルツ ワルトトイフェル クラシック Vol.1 009

せ
星条旗よ永遠なれ スーザ クラシック Vol.2 035
前奏曲 第7番 ショパン クラシック Vol.4 019

そ ソナチネ第1番 IV アレグロ モーツァルト クラシック Vol.3 002

た
タイスの瞑想曲 マスネ クラシック Vol.1 025
ため息 リスト クラシック Vol.2 008
ダッタン人の踊り ボロディン クラシック Vol.2 013
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曲名 アーティスト名 ジャンル 曲番号

ち
チゴイネルワイゼン サラサーテ クラシック Vol.1 042
チャールダーシュ ヴィットリオ･モンティ クラシック Vol.2 012
調子のよい鍛冶屋 ヘンデル クラシック Vol.2 009

つ 月の光 ドビュッシー クラシック Vol.1 047

て

天国と地獄 オッフェンバック クラシック Vol.1 013
展覧会の絵より「プロムナード」 ムソルグスキー クラシック Vol.2 042
ディヴェルティメント ニ長調 K.136 
第１楽章 モーツァルト クラシック Vol.2 043

ディヴェルティメント ニ長調 K.136 
第2楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 017

ディヴェルティメント ニ長調 K.136 
第3楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 018

ディヴェルティメント 第17番 《メ
ヌエット》 モーツァルト クラシック Vol.1 041

と

トリッチ・トラッチ・ポルカ 
Op.214 ヨハン・シュトラウス2世 クラシック Vol.4 006

トルコ行進曲 モーツァルト クラシック Vol.1 015
トロイメライ シューマン クラシック Vol.1 038

な 亡き王女のためのパヴァーヌ ラヴェル クラシック Vol.1 044

の
ノクターン第1番 変ロ短調 Op.9-1 ショパン クラシック Vol.4 013
ノクターン第2番 変ホ長調 作品9-2 ショパン クラシック Vol.1 027
野ばら D.257,Op.3-3 シューベルト クラシック Vol.4 004

は

白鳥 サン・サーンス クラシック Vol.2 027
花の歌 ランゲ クラシック Vol.1 026
埴生の宿 ビショップ クラシック Vol.2 001
春の歌 メンデルスゾーン クラシック Vol.1 022
春の声 ヨハン・シュトラウス2世 クラシック Vol.1 035
HALLELUJAH CHORUS ヘンデル クラシック Vol.2 040
ハンガリア舞曲第5番ト短調 ブラームス クラシック Vol.1 018
バレエ《白鳥の湖》 作品20 第2幕 情
景 チャイコフスキ－ クラシック Vol.2 036

バレエ組曲《眠りの森の美女》 チャイコフスキー クラシック Vol.1 033
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曲名 アーティスト名 ジャンル 曲番号

は

パガニーニの主題による狂詩曲 作品
43 第18変奏 ラフマニノフ クラシック Vol.2 047

パスピエ～ベルガマスク組曲より ドビュッシー クラシック Vol.4 017
パッヘルベルのカノン パッヘルベル クラシック Vol.1 001

ひ

悲愴 第2楽章 ベートーベン クラシック Vol.1 036
ピアノ・ソナタ 第8番 イ長調 
K310(300d) 第2楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 019

ピアノ･ソナタ第11番 イ長調 K.331 
第2楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 006

ピアノ･ソナタ第18番 ニ長調 K.576 
第2楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 007

ピアノ協奏曲 第21番 ～第2楽章 モーツァルト クラシック Vol.2 044
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18 
第1楽章 ラフマニノフ クラシック Vol.2 048

ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 ショパン クラシック Vol.4 020

ピチカート・ポルカ Op. ヨハン・シュトラウス2世
&ヨーゼフ・シュトラウス クラシック Vol.4 005

ふ

フィガロの結婚 恋とはどんなものか
しら モーツァルト クラシック Vol.3 001

フリーメイソンのための葬送音楽 ハ
短調 K.477（479a） モーツァルト クラシック Vol.3 014

フルートとハープのための協奏曲 ハ
長調 K.299 第1楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 009

フルートとハープのための協奏曲 ハ
長調 K.299 第2楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 010

フルートとハープのための協奏曲 ハ
長調 K.299 第3楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 011

フルートと管弦楽のためのアンダン
テ　ハ長調 K.315 モーツァルト クラシック Vol.3 015

舞踏への勧誘 ウェーバー クラシック Vol.1 032
ブラームスの子守歌 ブラームス クラシック Vol.1 050
ブランデンブルグ協奏曲3番ト長調 
BWV1048 第1楽章 バッハ クラシック Vol.2 029

へ〈ペール・ギュント〉第1組曲より「朝」グリーグ クラシック Vol.1 004

ほ

ホルン協奏曲第1番 第1楽章 モーツァルト クラシック Vol.3 008
ボギー大佐 アルフォード クラシック Vol.2 011
ボレロ ラヴェル クラシック Vol.2 046
ポロネーズ「別れ」 ショパン クラシック Vol.2 015
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曲名 アーティスト名 ジャンル 曲番号

ま
魔王 シューベルト クラシック Vol.4 016
ます(Die Forelle) シューベルト クラシック Vol.2 032
魔法使いの弟子 デュカス クラシック Vol.2 020

み 水の精 ベール クラシック Vol.2 023

む 無伴奏チェロ組曲 ト長調「プレ
リュード」 バッハ クラシック Vol.2 003

め
メヌエット ト長調 ベートーベン クラシック Vol.2 007
メヌエット「ト長調」 バッハ クラシック Vol.2 030
「メリー・ウィドウ」よりワルツ レハール クラシック Vol.2 049

も モルダウ スメタナ クラシック Vol.1 016

ゆ
ユーモレスク ドヴォルザーク クラシック Vol.1 020
夢 ドビュッシー クラシック Vol.2 024

よ

予言の鳥 （「森の情景」より） シューマン クラシック Vol.2 026
4つの即興曲 D.935(作品142) 第2
番 変イ長調 シューベルト クラシック Vol.4 002

4つの即興曲 D.935(作品142) 第3
番 変ロ長調 シューベルト クラシック Vol.4 003

ら RHAPSODY IN BLUE ガーシュイン クラシック Vol.1 031

れ レントよりおそく ワルツ ドビュッシー クラシック Vol.4 008

ろ ロンド ニ長調 モーツァルト クラシック Vol.2 006

わ

別れの曲 ショパン クラシック Vol.1 030
勿忘草 リヒナー クラシック Vol.2 016
<私は鳥刺し>～歌劇《魔笛》 K.620 
より モーツァルト クラシック Vol.3 013

私を泣かせてください（ヘンデル:歌
劇《リナルド》から） ヘイリー クラシック Vol.2 041

ワルキューレの騎行 ワーグナー クラシック Vol.2 002
ワルツ 第10番 ロ短調 作品69-2 ショパン クラシック Vol.4 009
ワルツ 第15番 ブラームス クラシック Vol.4 007
ワルツ「金と銀」 レハール クラシック Vol.2 025
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お問い合わせ先
Primotoneサポートデスク
電話番号：0120－072－270
受付時間：9時～ 23時　※年中無休
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