
オザキ譜庫目録
曲名 編曲者名 編成 出版社 楽譜所在 楽譜 備考

Z995 曲集

A.Amadei組曲集（１） 中野二郎100 中野二郎

A.Amadei組曲集（１） 中野二郎099 中野二郎

A.Amadei組曲集（2） 中野二郎101 中野二郎

Album per Mandolino No.5117 Ricordi

Amedeo Amadei集（1) 松本　譲022 オザキ企画

Amedeo Amadei集（2) 松本　譲023 オザキ企画

Concerto集 松本　譲035 オザキ企画

Dino Berruti集 松本　譲024 オザキ企画

Edouardo Mezzacapo集 松本　譲025 オザキ企画

Giuseppe Manente集(1) 松本　譲026 オザキ企画

Giuseppe Manente集(2) 松本　譲027 オザキ企画

Giuseppe Milanesi集 松本　譲028 オザキ企画

Hyacinthe Lavitrano集 松本　譲029 オザキ企画

Leichte Marsche Tanz und 
Vostragsstucke.-1

Egidius, Heinz.113 Wilhelm Halter

Lodovico Mellana-Vogt集 松本　譲030 オザキ企画

Mandolin and Piano Collection
（Graziani-Walter作品集）

114 Boston Music

Mandolinist's Album 横山伝一郎038 日本楽器
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曲名 編曲者名 編成 出版社 楽譜所在 楽譜 備考

Promo Silvestri-1 松本　譲036 ｵｻﾞｷ企画

Quartetto-1 松本　譲037 ｵｻﾞｷ企画

Salvatore Falbo集(1) 松本　譲031 オザキ企画

The Mandolinist's Treasury(1)115 Clifford Essex

The Mandolinist's Treasury(2)116 Clifford Essex

The Most popular Mandolin 
Operatic Pieces

M e Pf187 Hinds,Noble & Eldredge

1912

mandolin 血

Ugo Bottacchiari集(1) 松本　譲032 オザキ企画

イタリアマンドリン百曲選（1） 中野二郎042 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（10 中野二郎051 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（11 中野二郎052 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（12 中野二郎053 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（13 中野二郎054 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（14) 中野二郎055 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（15) 中野二郎056 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（2） 中野二郎043 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（3） 中野二郎044 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（4） 中野二郎045 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（5） 中野二郎046 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（6） 中野二郎047 中野二郎
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イタリアマンドリン百曲選（7） 中野二郎048 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（8） 中野二郎049 中野二郎

イタリアマンドリン百曲選（9） 中野二郎050 中野二郎

イル・プレットロ誌 Album1912133 Il Plettro

1912

14

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1906年-1908年）

140 Il Plettro

1906年-1908年

91p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1909年-1910年）

141 Il Plettro

909年-1910年

99p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1911年）

142 Il Plettro

1911年

108p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1912年）

143 Il Plettro

1912年

106p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1913年）

144 Il Plettro

1913年

80p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1914年）

145 Il Plettro

1914年

104p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1915年-1917年）

146 Il Plettro

1915年-1917年

82p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1919年） この期間記事のみ発

147 Il Plettro

1919年

32p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1920年） この期間記事のみ発

148 Il Plettro

1920年

44p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
(1921年） この期間記事のみ発

149 Il Plettro

1921年

48p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1922年）

150 Il Plettro

1922年

96p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1923年）

151 Il Plettro

1923年

96p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1924年）

152 Il Plettro

1924年

92p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1925年）

153 Il Plettro

1925年

104p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1926年）

154 Il Plettro

1926年

104p
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イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1927年）

155 Il Plettro

1927年

108p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1928年）

156 Il Plettro

1928年

96p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1929年）

157 Il Plettro

1929年

92p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1930年）

158 Il Plettro

1930年

92p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1931年）

159 Il Plettro

1931年

104p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1932年）

160 Il Plettro

1932年

100p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1933年）

161 Il Plettro

1933年

94p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1934年）

162 Il Plettro

1934年

92p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1935年）

163 Il Plettro

1935年

92p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1936年）

164 Il Plettro

1936年

48p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1937年）

165 Il Plettro

1937年

48p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1938年）

166 Il Plettro

1938年

48p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1939年）

167 Il Plettro

1939年

44p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1940年）

168 Il Plettro

1940年

48p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1941年）

170 Il Plettro

1941年

44p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1942年）

171 Il Plettro

1942年

39p

イル・プレットロ誌　記事・楽譜
（1943年）

172 Il Plettro

1943年

18p

イル・プレットロ誌 特別出版譜
（1）

134 Il Plettro

1925

110p

イル・プレットロ誌 特別出版譜
（2）

135 Il Plettro 97p
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ヴィタ・マンドリニスティカ誌　記
事・楽譜（1901年）

176 Vita Mandolinistica

1901

104p

ヴィタ・マンドリニスティカ誌　記
事・楽譜（1902年）

177 Vita Mandolinistica

1902

76p

ヴィタ・マンドリニスティカ誌　記
事・楽譜（1903年）

178 Vita Mandolinistica

1903

72p

ヴィタ・マンドリニスティカ誌　記
事・楽譜（1904年）

179 Vita Mandolinistica

1904

80p

ヴィタ・マンドリニスティカ誌　記
事・楽譜（1905年）

180 Vita Mandolinistica

1905

84p

ヴィタ・マンドリニスティカ誌　記
事・楽譜（1906年）

181 Vita Mandolinistica

1906

102p

ヴィタ・マンドリニスティカ誌　記
事・楽譜（1907年）

182 Vita Mandolinistica

1907

96p

ヴィタ・マンドリニスティカ誌　記
事・楽譜（1908年）

183 Vita Mandolinistica

1908

24p

ヴィタ・マンドリニスティカ誌　記
事・楽譜（1909年）

184 Vita Mandolinistica

1909

37p

ヴィタ・マンドリニスティカ誌　記
事・楽譜（1910年）

185 Vita Mandolinistica

1910

8p

ヴィタ・マンドリニスティカ誌　記
事・楽譜（1911年）

186 Vita Mandolinistica

1911

6p

カミュ・カンナ作品集 松本　譲033 オザキ企画

カラーチェ・マンドリンアルバム
（No.1)

日比野俊道001 水星社

カラーチェ・マンドリンアルバム
（No.2)

日比野俊道002 水星社

カラーチェ・マンドリンアルバム
（No.3)

日比野俊道003 水星社

カラーチェ・マンドリンアルバム
（No.4)

日比野俊道004 水星社

カラーチェ・マンドリンアルバム
（No.5)

日比野俊道005 水星社

カラーチェ・マンドリンアルバム
（No.6)

日比野俊道006 水星社

カラーチェ・マンドリンアルバム
（No.7)

日比野俊道007 水星社
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カラーチェ・マンドリンアルバム
（No.8)

日比野俊道008 水星社

カラーチェ・マンドリンアルバム
（No.9)

日比野俊道009 水星社

ギター２重奏曲集（下巻） 横尾幸弘132 国際音楽出版社

ギター２重奏曲集（上巻） 横尾幸弘131 国際音楽出版社

ギターによる日本の旋律（武井
守成作品集）

012 全音楽譜

ギター伴奏歌曲集 中野二郎102 中野二郎

ギター邦人作品集130 全音楽譜

こどものうた 中野二郎104 中野二郎

ジュゼッペ・マネンテ集 松本　譲034 オザキ企画

スペイン・マンドリン曲集 中野二郎096 中野二郎

ディノ・ベルティ曲集（1） 中野二郎097 中野二郎

ディノ・ベルティ曲集（1） 中野二郎098 中野二郎

ニコラス・ラウダス全集（１） 中野二郎040 全国高校マンドリンギタ

ニコラス・ラウダス全集（2） 中野二郎041 全国高校マンドリンギタ

マンドリン・オーケストラによる日
本の旋律（１）武井守成作品集

013 全音楽譜

マンドリン・オーケストラによる日
本の旋律（2）武井守成作品集

014 全音楽譜

マンドリン・オーケストラによる日
本の旋律（3）武井守成作品集

015 全音楽譜

マンドリン・ゴールデンアルバム 高田金八011 龍吟社

マンドリンオーケストラのすべて 服部　正020
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曲名 編曲者名 編成 出版社 楽譜所在 楽譜 備考

マンドリンクァルテットアルバム
（１）

比留間絹子021 国際音楽出版社

マンドリンとギターのためのマリ
オネット作品集１－１

188 現在ギター

マンドリンとギターのためのマリ
オネット作品集2015

(a)M e G189 オフィス・マリオネット

2015

マンドリンのためのバロック・古
典集Ⅵ

川口雅行編173 ｵｻﾞｷ企画

1989

500円

マンドリンのためのバロック・古
典集Ⅶ

川口雅行編174 ｵｻﾞｷ企画

1989

2500円

マンドリンのためのバロック・古
典集Ⅷ

川口雅行編175 ｵｻﾞｷ企画

1989

1000円

マンドリン古典合奏曲集（1) 中野二郎057 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（10 中野二郎066 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（11 中野二郎067 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（12) 中野二郎068 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（13) 中野二郎069 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（14) 中野二郎070 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（15) 中野二郎071 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（16) 中野二郎072 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（17) 中野二郎073 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（18) 中野二郎074 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（19) 中野二郎075 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（2) 中野二郎058 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（20) 中野二郎076 中野二郎
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マンドリン古典合奏曲集（21)純
プレクトラム四重奏を伴うギター

中野二郎077 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（22) 中野二郎078 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（23) 中野二郎079 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（24) 中野二郎080 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（25) 中野二郎081 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（26) 中野二郎082 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（27) 中野二郎083 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（28) 中野二郎084 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（29) 中野二郎085 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（3) 中野二郎059 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（30) 中野二郎086 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（31) 中野二郎087 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（32) 中野二郎088 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（33) 中野二郎089 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（34) 中野二郎090 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（35) 中野二郎091 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（36) 中野二郎092 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（4) 中野二郎060 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（5) 中野二郎061 中野二郎
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マンドリン古典合奏曲集（6) 中野二郎062 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（7) 中野二郎063 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（8) 中野二郎064 中野二郎

マンドリン古典合奏曲集（9) 中野二郎065 中野二郎

マンドリン合奏曲集 小島克己010 小島克己

マンドリン合奏曲集（2） 平山英三郎109 共同音楽出版社

マンドリン合奏曲集（3） 平山英三郎110 共同音楽出版社

マンドリン合奏曲集（7） 平山英三郎111 共同音楽出版社

マンドリン合奏曲集（8） 平山英三郎112 共同音楽出版社

マンドリン四重奏曲集（1）
Mezzcapo作品集

107 国際音楽出版社

マンドリン四重奏曲集（2）
Mezzcapo作品集

108 国際音楽出版社

マンドリン四重奏曲集（3）
Mezzcapo作品集

106 国際音楽出版社

マンドリン独奏曲集 中野二郎093 中野二郎

マンドリン独奏曲集成（１） 江指文雄039 ペンギン堂出版

マンドリン名曲集第１集改訂版 平山英三郎121 共同音楽出版社

マンドリン名曲集第２集 平山英三郎120 共同音楽出版社

マンドリン名曲集第２集 平山英三郎119 共同音楽出版社

マンドリン名曲集第２集 平山英三郎118 共同音楽出版社

マンドリン名曲集第３集 平山英三郎122 共同音楽出版社
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ロシアンフォークソングアルバム 佐伯　亮128 全音楽譜

一茶さん 中野二郎105 中野二郎

演奏会用マンドリン古典名曲全
集-１

宮田俊一郎129 東京音楽書院

演奏会用マンドリン合奏名曲集
（５）

服部　正019 全音楽譜

演奏会用マンドリン合奏名曲集-
１

宮田俊一郎127 東京音楽書院

演奏会用マンドリン名曲集 東京プレクトラム協会017 好楽社

歌とマンドリン・ーケストラ 中野二郎103 中野二郎

学生のためのマンドリン古典名
曲集

126 東京音楽書院

中川信良編曲集（４） 中川信良018

中野二郎ギター作品集124 荒井

田中常彦「マンドリン合奏・独奏
曲集」

高橋五郎編016 高橋五郎

日本の郷愁（１） 中野二郎094 中野二郎

日本の郷愁（2） 中野二郎095 中野二郎

日本旋律への郷愁・マンドリン独
奏曲集

縄田政次125 全音楽譜

美しいマンドリン５０曲選 筒井隆介123 国際音楽出版社
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