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オルゴール製品カタログ

オルゴールの魅力 
オルゴールの音色は響体箱とオルゴールムーブメントの相性で決まります。そこに楽曲の雰囲
気が加味され、美しく官能的な音色をつくり出します。電気的な信号を増幅するスピーカーと
違うのは、曲ごとに響体箱の木材質・加飾仕上げ・形状（大きさ）や構造、オルゴールムーブ
メントの弁数によって、楽曲にあったモデルがそれぞれ存在することです。組み合わせは膨大
で、オーダーメイドにより時間を掛けて仕上げていきます。そして、オルゴールの音色には、
人間の耳では聞き取れない非常に高い周波数（10万Hz以上）から低い周波数まで、広い帯域の
音が含まれており、これを繰り返して聞くことで、人本来の持つ回復力を高め、自然のままの
健康体に戻る働きを助けるといわれています。こうした「官能的な音色」「楽曲にあったモデ
ル」「身体や心の回復を手助けする」といったところがオルゴールの醍醐味であり、魅力でも
あります。そのため、響体のデザインや加工精度、加飾仕上げやオルゴールムーブメントと響
体箱の組立精度など、完成度・品質管理が重要なポイントとなってきます。フジゲン安曇野第
１では、様々な楽器づくりや音響部材製造で培ったノウハウをオルゴールの響体箱づくりに活
かしています。また木材料は楽器づくりに使われる世界の銘木を使用し、豊富な知識・技術を
持つ職人が丁寧に木目や木材の性質一つひとつ向き合いながら加工しています。 
永年にわたって楽器づくりや音響部材製造で培った木材加工技術や加飾技術、さらに音響音場
知識をもとに、音響効果に優れた材料の採用、響体形状や構造にこだわりをもつモデルを実際
に体感してください。音楽療法の道具として、ご自身へのプレゼント、大切な方への贈り物と
していかがでしょうか？　お求めになる前に体感されたい方は、安曇野など地元が中心ですが
、体感評価できる機会を設けています。響体箱の美しさやオルゴールムーブメントの櫛歯の流
れるようなしなやかで繊細な動きを眺めているときっと癒されることでしょう。また、オルゴ
ールの音色・響きがきっと「感動」や「喜び」を与える事でしょう。弊社Webサイトやfbペー
ジでも体験の機会をお知らせしていますので、是非ご覧下さい。

楽器製造メーカー・フジゲンが 
オルゴールをつくりつづけています。



オルゴール製品カタログ

シリンダーオルゴールシリーズ

お知らせ 
フジゲンが製造するシリンダーオルゴールは電気的な増幅で音量を確保するタイプではあり·
ません。聞こえ方には個人差が生じる場合があります。 
掲載画像と実際の商品の違いとしては、撮影・表示機器の都合上、色の見え方に違いが生じ·
る場合があります。 
掲載画像と実際の商品の違いとしては、響体箱には天然木を使用していますので、「木目模様」·

「木地色の濃淡」「黒筋」「ふし」等、個性や表情に違いがあります。 
響体箱は手作りのため、寸法公差が生じる場合があります。 ·
製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ·

共通仕様 
ムーブメント：各製品情報に記載されています。 ·
曲目：各製品情報に対応した曲目リストに記載されています。·



オルゴール製品カタログ

■定価：15,000円（税込：16,200円） 

■仕様： 

　サイズ：幅22.4cm×奥行6.0cm×高さ12.0cm 

　ムーブメント：18弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約2オクターブ6度 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約13-20秒 

　※曲・個体により誤差あり 

　※ゼンマイをいっぱいに巻いた状態で約２分の演奏 

　※巻き鍵は裏面に配置 

　本体材料：MDF 

　加飾（塗装）仕上： 

　　天板表面／ウレタン  ツヤあり 

　　天板裏面+本体／ウレタン  ツヤ消し 

　カラー：ブラック（FSO-PhotoAB）／ダークブラウン（FSO-PhotoADB） 

　　　　　ライトブラウン（FSO-PhotoALB） 

■曲目：カノン／ジュピターより、お好きな曲を選べます。

FSO-PhotoAB／FSO-PhotoADB／FSO-PhotoALB 
18弁オルゴール付きフォトフレーム



オルゴール製品カタログ

FSO-150W 
30弁シリンダーオルゴール

■定価：25,000円（税込：27,000円） 

■仕様： 

　響体サイズ：幅15.8cm×奥行き13.8cm×高さ6.5cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます 

　響体材料：ホワイトアッシュ 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し 

■ムーブメント：SZ30S（30弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約3.5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約22秒～30秒 

　※曲、個体により誤差あり 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約5分～6分の演奏 

　巻き鍵は底面に配置 

■曲目：500曲以上から選曲できます。 

　「30弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。



FSO-200W 
30弁シリンダーオルゴール

オルゴール製品カタログ

■定価：25,000円（税込：27,000円） 

■仕様： 

　響体サイズ：幅13.6cm×奥行き11.6cm×高さ6.1cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます 

　響体材料：ホワイトアッシュ 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し 

■ムーブメント：SZ30S（30弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約3.5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約22秒 

　※曲、個体により誤差あり 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約5分～6分の演奏 

　巻き鍵は底面に配置 

■曲目：500曲以上から選曲できます。 

　「30弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。



オルゴール製品カタログ

■定価：70,000円（税込：75,600円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅26.0cm×奥行き16.5cm×高さ8.4cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：コア／コア突板／ローズウッド／シナ合板／MDF 

　響体加飾（塗装）仕上：ポリエステルウレタン  つぶしのツヤあり（天板は鏡面仕上げ） 

■ムーブメント：SZ50S（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分の演奏 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：160曲以上から選曲できます。 

　「50弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-700K 
50弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：56,000円（税込：60,480円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅21.0cm×奥行13cm×高さ7.8cm　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：ウォールナット 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤあり 
■ムーブメント：SZ50S（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分の演奏 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：160曲以上から選曲できます。 

　「50弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-560HW 
50弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：65,000円（税込：70,200円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅26.0cm×奥行き16.5cm×高さ8.4cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：ホワイトアッシュ／ホワイトアッシュ突板／ローズウッド／シナ合板／MDF 

　響体加飾（塗装）仕上：ポリエステルウレタン  つぶしのツヤあり（天板は鏡面仕上げ） 
■ムーブメント：SZ50S（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分の演奏 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：160曲以上から選曲できます。 

　「50弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-650 
50弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：45,000円（税込：48,600円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅21.0cm×奥行き13.0cm×高さ7.8cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：チェリー 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し 
■ムーブメント：SZ50S（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分の演奏 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：160曲以上から選曲できます。 

　「50弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-380C 
50弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：45,000円（税込：48,600円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅21.0cm×奥行き13.0cm×高さ7.8cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：ウォールナット 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し 

■ムーブメント：SZ50S（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分の演奏（自動停止機能による1曲演奏） 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：160曲以上から選曲できます。 

　「50弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-380WNT 
50弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：45,000円（税込：48,600円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅23.0cm×奥行き14.0cm×高さ7.5cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：スプルス 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  オープン  ツヤ消し 
■ムーブメント：SZ50S（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分の演奏 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：160曲以上から選曲できます。 

　「50弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-290S 
50弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：45,000円（税込：48,600円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅23.0cm×奥行き14.0cm×高さ7.5cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：ウォールナット 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  オープン  ツヤ消し 
■ムーブメント：SZ50S（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分の演奏 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：160曲以上から選曲できます。 

　「50弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-290WNT 
50弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：45,000円（税込：48,600円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅23.0cm×奥行き14.0cm×高さ7.5cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：メイプル 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  オープン  ツヤ消し 
■ムーブメント：SZ50S（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分の演奏 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：160曲以上から選曲できます。 

　「50弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-290W 
50弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：45,000円（税込：48,600円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅23.0cm×奥行き14.0cm×高さ7.5cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：ホワイトアッシュ 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  オープン  ツヤ消し 
■ムーブメント：SZ50S（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分の演奏 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：160曲以上から選曲できます。 

　「50弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-290A 
50弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価： 

　スタンダードA（本体＋丸脚＋共鳴台＋南京錠）　66,000円（税込：71,280円） 

　スタンダードＢ（本体＋丸脚＋共鳴台＋カマ錠）　68,000円（税込：73,440円） 

■響体仕様： 

　響体材料：ホワイトアッシュ 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  つや消し（クラシックレッド／クラシックブラウン） 

　※カラーはクラシックレッド／クラシックブラウンから選べます。 

　響体サイズ：貯金箱本体／幅18.5cm×奥行き41.1cm×高さ14.5cm 

　　　　　　　オルゴール響体／幅14.3cm×奥行き23.1cm×高さ10.2cm 

　　　　　　　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　貯金箱コイン収納ケースの容量：500円玉で貯金した場合約12万円、100円玉で約３万円。 
■ムーブメント：SZ50S（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分の演奏。 

　　自動停止機能による1曲演奏。 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

■曲目：160曲以上から選曲できます。 

　「50弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。 

■特徴：コインをコイン投入口より入れるとオルゴールの演奏が始まります。 

　　　　※ゼンマイが巻かれた状態。

FSO-MMB 
貯金箱オルゴール

クラシックレッド クラシックブラウン



オルゴール製品カタログ

■定価：45,000円（税込：48,600円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅23.0cm×奥行き14.0cm×高さ7.5cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：マホガニー 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  オープン  ツヤ消し 
■ムーブメント：SZ50S（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　※ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分の演奏 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：160曲以上から選曲できます。 

　「50弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-290M 
50弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■企画販売：株式会社プラルト（長野県松本市笹賀5985）／製造：フジゲン株式会社 

■監修：公益財団法人　信濃教育会 

■販売価格： 

　SP-003 小物収納スペース付ピアノブラック鏡面仕上げ（50弁ゼンマイ式シリンダームーブメント） 

　　　　　150,000円（税込） 

　SP-004 小物収納スペース付ピアノブラック鏡面仕上げ（50弁電動モーター式シリンダームーブメント
） 

　　　　　220,000円（税込） 

■響体仕様： 

　ピアノブラック鏡面仕上げ（響体）／小物収納スペース付 

■響体サイズ：幅23.0cm×奥行20.0cm×高さ8.5cm　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　楽曲／信濃の国 

　1回転目／信濃の国  一番 二番 三番 五番 六番のイメージ 

　2回転目／信濃の国  四番のイメージ 

　3回転目／信濃の国  一番 二番 三番 五番 六番のイメージ 

■問合せ／販売：プラルト  信濃国実行委員会 

　Tel：0263-28-8000／https://www.prart.co.jp/service/musicbox/

信濃の国 
50弁シリンダーオルゴール

※小物入れの小瓶は附属しません。 

※受注生産品です。



オルゴール製品カタログ

■定価：120,000円（税込：129,600円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅39.4cm×奥行16.6cm×高さ8.4cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：コア／コア突板／シナ合板／MDF 

　響体加飾（塗装）仕上：ポリエステルウレタン  つぶしのツヤあり（天板は鏡面仕上げ） 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：60曲以上から選曲できます。 

　「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-1200K 
72弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：70,000円（税込：75,600円） 
■オプション： 
　ミラー仕様（天板内側）+5000円（税抜）／フォトパネル仕様（天板内側）+4000円（税抜） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅30.0cm×奥行22.8cm×高さ13.0cm　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：マホガニー／マホガニー突板／スプルス／MDF 
　※マホガニー材の突き板は本体部や天板の表面に玉杢入りを使用していますが、今後、柾目や板目の突板に変更になる場合があります。 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し（ダークブラウン色） 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 
　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒　※曲、個体により差が生じます。 
　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。自動停止機能による1曲演奏 
　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 
　巻き鍵位置は底面に配置 
■曲目：60曲以上から選曲できます。「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。 
■特徴： 
ムーブメントに対して大きめの響体箱を採用し、響鳴板に取り付け固定されています（裏板に直接
取り付けないタイプ）。このため響鳴板と裏板との間に音色をつくりだす音場空間が確保されてい
ますので、豊かな音量や響きで演奏を楽しめます。

FSO-700MDB 
72弁シリンダーオルゴール

ミラー仕様

フォトパネル仕様



オルゴール製品カタログ

■定価：70,000円（税込：75,600円） 
■オプション： 
　ミラー仕様（天板内側）+5000円（税抜）／フォトパネル仕様（天板内側）+4000円（税抜） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅30.0cm×奥行22.8cm×高さ13.0cm　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：マホガニー／マホガニー突板／スプルス／MDF 
　※マホガニー材の突き板は本体部や天板の表面に玉杢入りを使用していますが、今後、柾目や板目の突板に変更になる場合があります。 
　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し（マホガニー色） 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 
　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒　※曲、個体により差が生じます。 
　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。自動停止機能による1曲演奏 
　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 
　巻き鍵位置は底面に配置 
■曲目：60曲以上から選曲できます。「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。 
■特徴： 
ムーブメントに対して大きめの響体箱を採用し、響鳴板に取り付け固定されています（裏板に直接
取り付けないタイプ）。このため響鳴板と裏板との間に音色をつくりだす音場空間が確保されてい
ますので、豊かな音量や響きで演奏を楽しめます。 

FSO-700MM 
72弁シリンダーオルゴール

ミラー仕様

フォトパネル仕様



オルゴール製品カタログ

■定価：70,000円（税込：75,600円） 
■オプション： 

　ミラー仕様（天板内側）+5000円（税抜）／フォトパネル仕様（天板内側）+4000円（税抜） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅30.0cm×奥行22.8cm×高さ13.0cm　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：ウォールナット／ウォールナット突板／スプルス／MDF 

　※マホガニー材の突き板は本体部や天板の表面に玉杢入りを使用していますが、今後、柾目や板目の突板に変更になる場合があります。 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し（ウォールナット色） 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒　※曲、個体により差が生じます。 

　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：60曲以上から選曲できます。「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。 

■特徴： 

ムーブメントに対して大きめの響体箱を採し、響鳴板に取り付け固定されています（裏板に直接取り付けな
いタイプ）。このため響鳴板と裏板との間に音色をつくりだす音場空間が確保されていますので、豊かな音
量と響きで演奏を楽しめます。

FSO-700WNTW 
72弁シリンダーオルゴール

ミラー仕様

フォトパネル仕様



オルゴール製品カタログ

■定価：65,000円（税込：70,200円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅24.0cm×奥行13.0cm×高さ7.8cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：ウォールナット 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤあり 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：60曲以上から選曲できます。 

　「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-650HW 
72弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：57,000円（税込：61,560円） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅23.8cm×奥行12.3cm×高さ7.8cm 
　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：チェリー 
　響体加飾（塗装）仕上げ：ウレタン  ツヤ消し 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：60曲以上から選曲できます。 

　「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-500C 
72弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：57,000円（税込：61,560円） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅23.8cm×奥行12.3cm×高さ7.8cm 
　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：マホガニー 
　響体加飾（塗装）仕上げ：ウレタン  ツヤ消し 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：60曲以上から選曲できます。 

　「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-500M 
72弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：57,000円（税込：61,560円） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅23.8cm×奥行12.3cm×高さ7.8cm 
 　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：ウォールナット 
　響体加飾（塗装）仕上げ：ウレタンツヤ消し 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：60曲以上から選曲できます。 

　「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-500WNT 
72弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：100,000円（税込：108,000円） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅40.7cm×奥行き17.8cm×高さ9.6cm 
　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：マホガニー／マホガニー突板／シナ合板／MDF 
　響体加飾（塗装）仕上：すり漆 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：60曲以上から選曲できます。 

　「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-100J 
72弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：85,000円（税込：91,800円） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅39.4cm×奥行き16.6cm×高さ8.1cm 
　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：ホワイトアッシュ／ホワイトアッシュ突板／シナ合板／MDF 
　響体加飾（塗装）仕上：すり漆 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：60曲以上から選曲できます。 

　「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-85J 
72弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：80,000円（税込：86,400円） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅30.0cm×奥行き17.0cm×高さ8.4cm 
　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：コア／コア突板／ローズウッド／シナ合板／MDF 
　響体加飾（塗装）仕上：ポリエステルウレタン  つぶしのツヤあり（天板は鏡面仕上げ） 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：60曲以上から選曲できます。 

　「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-800K 
72弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：75,000円（税込：81,000円） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅30.0cm×奥行き17.0cm×高さ8.4cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：ホワイトアッシュ／ホワイトアッシュ突板／ローズウッド／シナ合板／MDF 

　響体加飾（塗装）仕上：ポリエステルウレタン  つぶしのツヤあり（天板は鏡面仕上げ） 
■ムーブメント：SZ72S（72弁ゼンマイ式シリンダームーブメント／音域約4～5オクターブ） 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30秒～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　巻き鍵位置は底面に配置 

■曲目：60曲以上から選曲できます。 

　「72弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-750 
72弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：450,000円（税込：486,000円） 

■響体仕様： 
　響体サイズ：幅36.5cm×奥行16.0cm×高さ11.2cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：オバンコール／オバンコール突板／スプルス／MDF 

　響体仕上：ポリエステルウレタン つぶしのツヤあり（天板は鏡面仕上げ） 

■ムーブメント： 

　100弁（50×2）ゼンマイ式シリンダームーブメント「カノン（パッヘルベル）」ビブラート仕様 

　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30～45秒 

　※曲、個体により差が生じます。 

　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 

　自動停止機能による1曲演奏 

　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 

　一つの動力（ゼンマイ）で2つの50弁オルゴールシリンダーを同時に動かします。 

　ピアニストが奏でるクラシックの名曲をオルゴールで再現しました。 

　巻き鍵位置は底面に配置

FSO-4000HO 
フジゲンオルゴール25周年記念モデル 

100-Noteシリンダーオルゴール「Canon」ビブラート仕様



オルゴール製品カタログ

■定価：330,000円（税込：356,400円） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅41.5cm×奥行き18.0cm×高さ11.8cm 
　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：クス／クス玉杢突板／スプルス／シナ合板／MDF 
　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  つぶしのツヤ消し 
■ムーブメント： 
　100弁（50弁×2）ゼンマイ式シリンダームーブメント 
　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30～45秒 
　※曲、個体により差が生じます。 
　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 
　自動停止機能による1曲演奏 
　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 
　一つの動力（ゼンマイ）で2つの50弁オルゴールシリンダーを同時に動かします。 
　ピアニストが奏でるクラシックの名曲をオルゴールで再現しました。 
　巻き鍵位置は底面に配置 
■曲目：6曲から選曲できます。 
　「100弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-3300K 
100弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：400,000円（税込：432,000円） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅36.6cm×奥行16.0cm×高さ11.2cm 
　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：オバンコール／オバンコール突板／スプルス／MDF 
　響体仕上：ポリエステルウレタン つぶしのツヤあり（天板は鏡面仕上げ） 
■ムーブメント： 
　100弁（50弁×2）ゼンマイ式シリンダームーブメント 
　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30～45秒 
　※曲、個体により差が生じます。 
　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 
　自動停止機能による1曲演奏 
　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 
　一つの動力（ゼンマイ）で2つの50弁オルゴールシリンダーを同時に動かします。 
　ピアニストが奏でるクラシックの名曲をオルゴールで再現しました。 
　巻き鍵位置は底面に配置 
■曲目：6曲から選曲できます。 
　「100弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-4000HO 
100弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：300,000円（税込：324,000円） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅39.4cm×奥行き17.0cm×高さ12.5cm 
　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：ウォールナット／ウォールナット玉杢突板／スプルス／シナ合板／MDF 
　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  つぶしのツヤ消し 
■ムーブメント： 
　日本電産サンキョーオルゴール製100弁（50弁×2）ゼンマイ式シリンダームーブメント 
　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30～45秒 
　※曲、個体により差が生じます。 
　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 
　自動停止機能による1曲演奏 
　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 
　一つの動力（ゼンマイ）で2つの50弁オルゴールシリンダーを同時に動かします。 
　ピアニストが奏でるクラシックの名曲をオルゴールで再現しました。 
　巻き鍵位置は底面に配置 
■曲目：6曲から選曲できます。 
　「100弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-3000WNT 
100弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：320,000円（税込：345,600円） 
■響体仕様： 
　響体サイズ：幅41.5cm×奥行き18.0cm×高さ11.8cm 
　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：タモ／タモ玉杢突板／スプルス／シナ合板／MDF 
　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  つぶしのツヤ消し 
■ムーブメント： 
　100弁（50弁×2）ゼンマイ式シリンダームーブメント 
　演奏時間（ドラム一回転あたり）約30～45秒 
　※曲、個体により差が生じます。 
　ゼンマイを一杯に巻いた状態で約6分～8分間の演奏。 
　自動停止機能による1曲演奏 
　※ゼンマイ動力がきれた時は曲の途中で停止します。 
　一つの動力（ゼンマイ）で2つの50弁オルゴールシリンダーを同時に動かします。 
　ピアニストが奏でるクラシックの名曲をオルゴールで再現しました。 
　巻き鍵位置は底面に配置 
■曲目：6曲から選曲できます。 
　「100弁シリンダーオルゴール曲目リスト」を参考にしてください。

FSO-3200T 
100弁シリンダーオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：17,000円（税込：18,360円） 

■仕様： 

　サイズ：幅35.0cm×奥行21.0cm×高さ11.0cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　材料：マホガニー 

　加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し

共鳴台 
FSO-RESONANCE1-MAHO



オルゴール製品カタログ

■定価：30,000円（税込：32,400円） 

■仕様： 

　サイズ：幅35.0cm×奥行21.0cm×高さ11.0cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　材料：コア 

　加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し

共鳴台 
FSO-RESONANCE1-KOA



オルゴール製品カタログ

■定価：500,000円（税込：540,000円） 

　ディスク盤５枚付き（45弁ディスクオルゴール曲目リスト参照） 

■響体仕様： 

　響体サイズ（天板を閉じた状態）：幅53.2cm×奥行40.7cm×高さ30.4cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：タモ／タモ玉杢突板／タモ柾目突板／スプルス／シナ合板／MDF 

　響体加飾（塗装）仕上：すり漆 

■オプション： 

　デイリータイムスイッチ：70,000円（税込：75,600円） 

　　設定した時間に自動演奏。（パルス動作設定）、最大24通りのセットが可能です。 

　スピードコントローラー：30,000円（税込：32,400円） 

　　※スピード調整範囲はMax 39秒 ‒ Min 90秒（目安） 

　テーブル（FCO-T-06）：114,000円（税込：123,120円） 

　　幅62.5cm×奥行き49cm×高さ67.5cm 

　　タモ／タモ玉杢突板／キリ／シナ合板 

　　すり漆仕上げ

FCO-060 
45弁ディスクオルゴール〈フロアシリーズ〉



オルゴール製品カタログ

お知らせ 
フジゲンが製造するシリンダーオルゴールは電気的な増幅で音量を確保するタイプではありませ·
ん。聞こえ方には個人差が生じる場合があります。 

掲載画像と実際の商品の違いとしては、撮影・表示機器の都合上、色の見え方に違いが生じる場·
合があります。 

掲載画像と実際の商品の違いとしては、響体箱には天然木を使用していますので、「木目模様」·
「木地色の濃淡」「黒筋」「ふし」等、個性や表情に違いがあります。 

響体箱は手作りのため、寸法公差が生じる場合があります。 ·
製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ·
共通仕様 
ムーブメント：TDM272 ·
（45弁式電動式ディスクムーブメント／音域約4.3オクターブ6度） 
※モーターの個体により差が生じます。 
ディスク直径：270mm 
電源：AC100V（消費電流40mA以下） 
演奏方式：1曲演奏及び連続演奏機能 
ディスク盤付き製品　FCO-010／FCO-030／FCO-050／FCO-005／FCO-060／FCO-001／FCO-002 
※追加ディスク盤1枚1曲入り13,000円（税込：14,040円） 

曲目：70曲以上から選曲できます。 ·
「45弁ディスクオルゴール曲目リスト」を参考にして下さい。　

ディスクオルゴールフロアシリーズ

TDM272 



オルゴール製品カタログ

■定価：450,000円（税込：486,000円） 
ディスク盤５枚付き（45弁ディスクオルゴール曲目リスト参照） 
■響体仕様： 
　響体サイズ（天板を閉じた状態）：幅53.2cm×奥行40.7cm×高さ30.4cm 
　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：タモ／タモ玉杢突板／タモ柾目突板／スプルス／シナ合板／MDF 
　加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し 
■オプション： 
　デイリータイムスイッチ：70,000円（税込：75,600円） 
　　設定した時間に自動演奏。（パルス動作設定）、最大24通りのセットが可能です。 
　スピードコントローラー：30,000円（税込：32,400円） 
　　※スピード調整範囲はMax 39秒  ‒ Min 90秒 
　テーブル（FCO-T-05）：94,000円（税込：101,520円） 
　　幅63.0cm×奥行49.0cm×高さ67.4cm 
　　タモ／タモ玉杢突板／タモ柾目突板／キリ／シナ合板 
　　ウレタン  ツヤ消し仕上げ 
　キャビネット（FCO-K-05）：180,000円（税込：194,400円） 
　　幅62.5cm×奥行き49.0cm×高さ67.5cm 
　　タモ／タモ玉杢突板／シナ合板 
　　ウレタン  ツヤ消し仕げ

FCO-050 
45弁ディスクオルゴール〈フロアシリーズ〉



オルゴール製品カタログ

■定価：450,000円（税込：486,000円） 
　ディスク盤５枚付き（45弁ディスクオルゴール曲目リスト参照） 
■響体仕様： 
　響体サイズ（天板を閉じた状態）：幅53.2cm×奥行40.7cm×高さ30.4cm 
　※手作りのため寸法公差が生じます。 
　響体材料：タモ／タモ玉杢突板／タモ柾目突板／スプルス／シナ合板／MDF 
　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤけ消し 
 ■オプション： 
　デイリータイムスイッチ：70,000円（税込：75,600円） 
　　設定した時間に自動演奏。（パルス動作設定）、最大24通りのセットが可能です。 
　スピードコントローラー：30,000円（税込：32,400円） 
　　※スピード調整範囲はMax 39秒 ‒  Min 90秒（目安） 
　テーブル（FCO-T-005）：94,000円（税込：101,520円） 
　　幅62.5cm×奥行き49cm×高さ67.5cm 
　　タモ／タモ玉杢突板／キリ／シナ合板 
　　ウレタン  ツヤ消し仕上げ 
　キャビネット（FCO-K-005）：180,000円（税込：194,400円） 
　　幅62.5cm×奥行き49.0cm×高さ67.5cm 
　　タモ／タモ玉杢突板／シナ合板 
　　ウレタン  ツヤ消し仕上げ

FCO-005 
45弁ディスクオルゴール〈フロアシリーズ〉



オルゴール製品カタログ

■定価：370,000円（税込：399,600円） 

　ディスク盤５枚付き（45弁ディスクオルゴール曲目リスト参照） 

■響体仕様： 

　響体サイズ（天板を閉じた状態）：幅53.2cm×奥行40.7cm××高さ26.3cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：マホガニー／マホガニー柾目突板／スプルス／シナ合板／MDF 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し 

■オプション： 

　デイリータイムスイッチ：70,000円（税込：75,600円） 

　　設定した時間に自動演奏。（パルス動作設定）、最大24通りのセットが可能です。 

　スピードコントローラー：30,000円（税込：32,400円） 

　　※スピード調整範囲はMax 39秒 ‒  Min 90秒（目安） 

　テーブル（FCO-T-01）：84,000円（税込：90,720円） 

　　幅62.5cm×奥行き49.0cm×高さ67.5cm 

　　マホガニー／マホガニー突板／キリ／シナ合板 

　　ウレタン  ツヤ消し仕上げ

FCO-010 
45弁ディスクオルゴール〈フロアシリーズ〉



オルゴール製品カタログ

■定価：400,000円（税込：432,000円） 

　ディスク盤５枚付き（45弁ディスクオルゴール曲目リスト参照） 

■響体仕様： 

　響体サイズ（天板を閉じた状態）：幅53.2cm×奥行40.7cm×高さ29.8cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：マホガニー／マホガニー玉杢突板／マホガニー柾目突板／スプルス／シナ合板／ MDF 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し 

■オプション： 

　デイリータイムスイッチ：70,000円（税込：75,600円） 

　　設定した時間に自動演奏。（パルス動作設定）、最大24通りのセットが可能です。 

　スピードコントローラー：30,000円（税込：32,400円） 

　　※スピード調整範囲はMax 39秒  ‒ Min 90秒（目安） 

　テーブル（FCO-T-03）：94,000円（税込：101,520円） 

　　幅62.5cm×奥行き49.0cm×高さ67.5cm 

　　マホガニー／マホガニー玉杢突板／キリ／シナ合板 

　　ウレタン  ツヤ消し仕上げ

FCO-030 
45弁ディスクオルゴール〈フロアシリーズ〉



オルゴール製品カタログ

■定価：370,000円（税込：399,600円） 

　ディスク盤5枚付き（45弁ディスクオルゴール曲目リスト参照） 

■響体仕様： 

　響体サイズ（天板を閉じた状態）：幅46cm×奥行39cm××高さ24.8cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：タモ／タモ玉杢突板／タモ柾目突板／シナ合板／MDF 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し 

■オプション： 

　デイリータイムスイッチ：70,000円（税込：75,600円） 

　　設定した時間に自動演奏。（パルス動作設定）、最大24通りのセットが可能です。 

　スピードコントローラー：30,000円（税込：32,400円） 

　　※スピード調整範囲はMax 39秒  ‒ Min 90秒（目安） 

　専用キャビネット（FCO-K-001）：70,000円（税込：75,600円） 

　　幅56.0cm×奥行き50.0cm×高さ67.0cm 

　　タモ／タモ玉杢突板／タモ柾目突板／シナ合板／MDF 

　　ウレタン  ツヤ消し仕上げ

FCO-001 
45弁ディスクオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：300,000円（税込：324,000円） 

　ディスク盤5枚付き（45弁ディスクオルゴール曲目リスト参照） 

■響体仕様： 

　響体サイズ（天板を閉じた状態）：幅38.7cm×奥行き36.7cm××高さ21.6cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：タモ／タモ玉杢突板／キリ／シナ合板／MDF 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し 

■オプション： 

　スピードコントローラー：30,000円（税込：32,400円） 

　　※スピード調整範囲はMax 39秒 ‒ Min 90秒（目安）

FCO-002 
45弁ディスクオルゴール



オルゴール製品カタログ

■定価：1,100,000円 （税込：1,188,000円）　 

　ディスク盤10枚付き（45弁ディスクオルゴール曲目リスト参照） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅58.2cm×奥行45.0cm×高さ193.1cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：オバンコール／クス玉杢突板／スプルス／シナ合板／MDF等 

　加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し 

■オプション： 

　デイリータイムスイッチ：70,000円（税込：75,600円） 

　　オルゴールを希望の時間に自動演奏させる事ができます。パルス動作にて設定します。 

　　最大24通りのセットが可能です。 

　スピードコントローラー：30,000円（税込：32,400円） 

　　スピード調整範囲は、Max 39秒 ‒  Min 90秒（目安） 

　アナログ時計： 30,000円（税込：32,400円） 

　　※デイリータイムスイッチとアナログ時計は連動していません。

FCO-1100 
45弁ディスクオルゴール〈アップライトシリーズ〉



オルゴール製品カタログ

ディスクオルゴール 
アップライトシリーズ

お知らせ 
フジゲンが製造するシリンダーオルゴールは電気的な増幅で音量を確保するタイプではありませ·
ん。聞こえ方には個人差が生じる場合があります。 

掲載画像と実際の商品の違いとしては、撮影・表示機器の都合上、色の見え方に違いが生じる場·
合があります。 

掲載画像と実際の商品の違いとしては、響体箱には天然木を使用していますので、「木目模様」·
「木地色の濃淡」「黒筋」「ふし」等、個性や表情に違いがあります。 

響体箱は手作りのため、寸法公差が生じる場合があります。 ·
製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ·
共通仕様 
ムーブメント：TDM272 ·
　（45弁式電動式ディスクムーブメント／音域約4.3オクターブ6度） 
　※モーターの個体により差が生じます。 
　ディスク直径：270mm 
　電源：AC100V（消費電流40mA以下） 
　演奏方式：1曲演奏及び連続演奏機能 
　ディスク盤付き製品　FCO-1100／FCO-870／FCO-700WA／FCO-700LY 
　※追加ディスク盤1枚1曲入り13,000円（税込：14,040円） 

曲目：70曲以上から選曲できます。 ·
「45弁ディスクオルゴール曲目リスト」を参考にして下さい。　

TDM272 



オルゴール製品カタログ

■定価：700,000円（税込：756,000円）　 

　ディスク盤５枚付き（45弁ディスクオルゴール曲目リスト参照） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅54cm×奥行40.5cm×高さ180cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：チェリー／チェリー突板／ホワイトアッシュ／キリ／シナ合板 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し（ダークブラウン／ライトイエロー） 

■オプション： 

　デイリータイムスイッチ：70,000円（税込：75,600円） 

　　設定した時間に自動演奏。（パルス動作設定）、最大24通りのセットが可能です。 

　スピードコントローラー：30,000円（税込：32,400円） 

　　※スピード調整範囲はMax 39秒  ‒ Min 90秒（目安）

FCO-700WA・FCO-700LY 
45弁ディスクオルゴール〈アップライトシリーズ〉



オルゴール製品カタログ

■定価：870,000円（税込：939,600円）　 

　ディスク盤10枚付き（45弁ディスクオルゴール曲目リスト参照） 

■響体仕様： 

　響体サイズ：幅53.6cm×奥行41.0cm×高さ188cm 

　※手作りのため寸法公差が生じます。 

　響体材料：オバンコール／クス玉杢突板／スプルス／シナ合板／MDF等 

　響体加飾（塗装）仕上：ウレタン  ツヤ消し 

■オプション： 

　デイリータイムスイッチ：70,000円（税込：75,600円） 

　　設定した時間に自動演奏。（パルス動作設定）、最大24通りのセットが
可能です。 

　スピードコントローラー：30,000円（税込：32,400円） 

　　※スピード調整範囲はMax 39秒  ‒ Min 90秒（目安）

FCO-870 
45弁ディスクオルゴール〈アップライトシリーズ〉



オルゴール製品カタログ

電子制御で300以上の楽曲を生演奏できる新世代オルゴール 
カードスロットに専用SDカードを挿入する事で、エクシングが持つ編曲ノウハウを活かしたクラシック・J-ポップス・洋楽・ヒーリング・歌謡
曲・童謡 唱歌・キッズ ファミリーと多彩なジャンルの楽曲が演奏でき、ブラザー工業のモーター制御技術を駆使したオルゴールの心臓部、振
動板の櫛歯を弾く爪車（スターホイール）を、音楽データに合わせて駆動させるメカニズムの実現したことにより、多彩なジャンルの楽曲演奏
を実現しました。 
 
■定価：630,000円（税込：680,400円） 
■仕様： 
　ムーブメント：ACによるモーター駆動（40弁）音量無段階調整（ギャップ調整） 
　※電子的な増幅ではなく、櫛歯と弁の距離を変化させる方式による。 
　櫛歯（メカ部分）ライトアップ 
　SDカードスロット（楽曲データ読込用） 
　初期楽曲／300曲。（専用SDカード付属）　※楽曲の追加可能（別売専用SDカードが必要です） 
　通常演奏／一時停止機能／ジャンル演奏機能　※初期ジャンルはクラシック・ポップス・洋楽・ヒーリング・歌謡曲・童謡唱歌・キッズファミリー 
　ランダム演奏機能　※ジャンル選択全曲を対象に登録順またはランダムに演奏 
　リピート演奏機能　※選択した1 曲 
　テンポ調整機能　※基準テンポに対して30段階（スロー20段階／アップ10段階） 
　オフタイマー機能：1分̃120分　※1分単位でタイマーを設定可能。（設定時間経過で演奏停止） 
　演奏開始タイマー機能　※時間、曜日で演奏開始設定 
　アラーム機能　※時間、曜日、楽曲を設定で繰り返し演奏 
　時報機能：時間、楽曲を設定1曲演奏 
　響体サイズ：幅30.4cm×奥行21.0cm×高さ15.9cm（天板を閉じた状態） 
　重量：4.7kg（目安）※アダプター含まず 
　響体材料：マホガニー／スプルース（魂柱）等 
　ムーブメントは一つ一つ職人の手によって調整。サウンドホールから奏でる音楽を最高の状態にしてお届けします。 
　※営利目的（店内BGM・イベントなど）でお使いの場合、著作権者に対する利用許諾契約手続きが必要です。 
「製造元　ブラザー工業株式会社」「販売元　株式会社エクシング」 
「販売代理店　フジゲン株式会社」※安曇野第1工場において、プリモトーン展示しています。試聴可能です。

電子制御オルゴール 
Primotone-プリモトーン-



■クラシック 
 
凱旋行進曲／GUISEPPE VERDI 
愛のあいさつ／E.Elger 
愛の夢／F.Liszt 
愛の喜び／J.P.MARTINI 
アヴェ ヴェルム コルプス／W.A.Mozart 
ある晴れた日に／G.Puccini 
家路／A.Dvorak 
威風堂々／EDWARD ELGAR 
ウィーンの森の物語／J.Strauss 
歌の翼に／F.MENDELSSOHN 
美しく青きドナウ／J.Strauss 
エリーゼの為に／L.V.Beethoven 
乙女の祈り／T.Badarczewska 
カヴァレリア ルスティカーナ間奏曲／P.MASCAGNI 
カッコウワルツ／E.Jonasson 
カノン（パッヘルベル）／J.Pachelbel 
カノン（パッヘルベル）（B）／J.Pachelbel 
カルメンより「闘牛士の歌」／G.Bizet 
乾杯の唄／GIUSEPPE VERDI 
木の兵隊の行進／D.I.Tchaikowsky 
金婚式／G.Marie 
グノーのアベマリア／C.Gounod 
くるみ割り人形－行進曲／D.I.Tchaikowsky 
恋とはどんなものかしら／W.A.MOZART 
コッペリア／DELIBES LEO CLEMENT PHILIBERT 
小舟にて／C.Debussy 
コンペイ糖の精の踊り／D.I.Tchaikowsky 
四季より「冬」／A.Vivaldi 
シシリエンヌ／G.FAURE 
G線上のアリア／J.S.Bach 
ジムノペディNo.1／E.Satie 
シャコンヌ／J.S.Bach 
ジュ・トゥ・ヴ／E.Satie 
シューベルトのアベマリア／F.Schubert 
シューベルトのセレナーデ／F.Schubert 
主よ人の望みの喜びよ／J.S.Bach 
第九交響曲／L.V.Beethoven 
第五交響曲／L.V.Beethoven 
タイス瞑想曲／J.Massenet 
ダニューブ（ドナウ川のさざなみ）／J.Ivanovichi 
誰も寝てはならぬ／G.PUCCINI 
月の光／C.Debussy 
時の踊り／A.Ponkielli 
トロイメライ／R.Schumann 
亡き王女のためのパヴァーヌ／M.Eavel 
ノクターン／F.F.Chopin 
野ばら（シューベルト）／F.Schubert 
パガニーニの主題による狂詩曲／Rachmani0now 
白鳥の湖／D.I.Tchaikowsky 
花のワルツ／Tchaikowsky 
四季より「春」／A.Vivaldi 
春の歌／F.Mendelsshon 
ピアノソナタ第17番第3楽章／L.V.BEETHOVEN 
悲愴第二楽章／L.V.BEETHOVEN 
左手のための練習曲／B.BARTOK 
フェストゲザンⅠ／F.Mendelssohn 
舞踏への勧誘／C.M.Weber 
ブラームスの子守歌／J.Brahms 
ブラームスのワルツ／J.Brahms 
ベートーベンのメヌエット／L.V.Beethoven 
モルゲンシュテムング（ペールギュント）／GRIEG EDVARD 
星は光りぬ（トスカ）／G.Puccini 
菩提樹／F.Schubert 
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ホフマンの舟歌／J.OFFENBACH 
ダッタン人の踊り／ALEXANDER BORODIN 
鱒／F.Schubert 
魔笛（マジックフルート）／W.A.Mozart 
マドンナの首飾り／W.Ferrari 
メンデルスゾーンの結婚行進曲／F.Mendelsshon 
モーツァルトのメヌエット／W.A.Mozart 
モ－ツアルトの子守歌／W.A.MOZART 
モルダウの流れ／B.SMETANA 
ユーモレスク／A.Dvorak 
ラルゴ／G.F.Handel 
流浪の民／R.Schumann 
別れの曲／F.F.Chopin 
結婚行進曲（ワーグナー）／R.Wagner 
 
■外国曲および映画音楽 
 
アイ ビリーブ（シンスンフン）／KIM HYOUNG SEOK 
アイ ウォント イット ザット ウェイ／M.Martin・A. Carlsson 
愛の讃歌／M.Monnot 
愛はかげろうのように／R.Miller・K.Hirsch 
I’ll Be There（Michael Jackson）／B.West 
アイル メイク ラブ トゥー ユー／Bbyface・Kenneth B Edmonds 
アイ ワズ ボーン トゥ ラブ ユー／F.Mercury 
青い影／Keith reid cary brooker 
明日に架ける橋／P. Simon 
あなただけが（冬のソナタ）／Park Jeong Won 
亜麻色の髪の乙女／C.DEBUSSY 
アメイジング グレイス／作曲者不詳 
雨にぬれても／BURT BACHARACH 
アリラン（韓国）／朝鮮民謡 
アローン アゲイン／GILBERT O’SULLIVAN 
アンチェインド メロディ／A. North 
イエスタデイ ワンス モア／JOHN BETTIS・RICHARD CARPENTER 
イエスタデイ／J.Lennon・P. Mccartney 
いつか王子様が／FRANK CHURCHILL 
ウィ アー オール アローン／BOZ SCAGGS 
ウィ ウィル ロック ユー／BRIAN MAY 
愛は翼にのって／L. Henley・J.Silbar 
美しきアメリカ／S..A.Ward 
エターナルフレイム／S.L.Hoffs・T.Kelly・B.Steinberg 
エーデルワイス／R.Rodgers 
テイク ジ エイ レイン／B.STRAYHORN 
オー シャンゼリゼ／M.WILSHAW・M.A.DEIGHAN 
想い出のサンフランシスコ／G. Cory 
思い出のワルツ／D. Franklin 
オリンピック讃歌／S.Samara 
オール アイ アスク オブ ユー／A. L. Webber 
枯葉／J.KOSMA 
期別（パク ヨンハ）／キム・ヒョンソク（KIM HYUNG SUK） 
キャント テイク マイ アイズ オフ ユ－／BOB CREWE・BOB GUARDIO 
禁じられた遊び／作曲者不詳 
キンダ－ シンフォニ－／L.MOZART 
くまのプーさん／R.M.SHERMAN・R.B.SHERMAN 
大きな古時計（おじいさんの古時計）／Work Henry Clay 
グリーン スリーブス／OLD ENGLISH SONG 
クロース トゥ ユー／B.Bacharach 
月光のセレナーデ／G.Miller 
故郷の春／洪蘭坡 
コンドルは飛んで行く／D.Alomia robles 
最初から今まで（B）／O SUK JOON・YOU HE JOON 
サウンド オブ サイレンス／P. Simon 
アイウィルウェイトフォーユー／M.LEGRAND 
もうすぐ17才（サウンドオブミュージック）／R.Rodgers 
SHE（NottingHill）／C.AZNAVOUR 



ジレンマ（NELLY）／G.KENNETH 
幸福の瞬間（シン フー ダ シュン セ）／ZHOU CHUAN XIONG 周傳雄 
シンドラーのリスト／J. Williams 
スカボロフェアー／P.SIMON/A.GARFUNKEL 
好きにならずにいられない／G. Weiss 
スケーターワルツ／E.WALTDTEUFEL 
スコットランド ザ ブレイブ 
スピーク ソフトリー ラブ／N. Rota 
スモールワールド／R. B.Sherman 
タイム トウ セイグッバイ（コン テ パルティロ）／F. Sartori 
チェンジ ザ ワールド／K.G.SKOTT・KIRKPATRI 
テネシー ワルツ／P.W.King/R.Stewart 
峠の我が家／D. Guion 
トップ オブ ザ ワールド／R.Carpenter 
虹の彼方に／H. Arlen 
ニューシネマパラダイス／E.Morricone・A.Morricone 
庭の千草／作曲者不詳 
最初から今まで（冬のソナタ）／O Suk Joon・You He Joon 
初めて（冬のソナタ）／Lee Ji Soo 
バッド デイ（ダニエル パウター）／DANIEL POWTER 
ハッピークリスマス／J.Lennon・Yoko Ono 
ハッピーバースデイ／M.J.Hill 
埴生の宿／H.R.Bishop 
バラ色の人生／LOUIGUY 
パリの空の下／Hubert Giraud 
パリ祭／Maurice Jaubert 
美女と野獣／A. Menken 
Heal The World／Michael Jackson 
この素晴らしき世界／B. Thiele 
オペラ座の怪人／A. L.Webber 
フォレスト ガンプ（メインタイトル）／ALAN SILVESTRI 
フレンズ フォー ライフ／DIZZY STRATFORD 
BEN（Michael Jackson）／D.Black・W.Scharf 
星に願いを／L. Harline 
（ア）ホ－ル ニュ－ ワ－ルド／A.MENKEN・T.RICE 
マイ ウェイ／C.Fracois・J.Revaux 
マイ ハート ウィル ゴー オン／J. Horner 
マイ フェイバリット シングス／R. Rodgers 
マイ メモリー／Park Jeong Won 
ママがサンタにキッスをした／T.CONNOR 
ミッキーマウスマーチ／Jimmie Dodd 
ミュージックオブザナイト／Andrew Lloyd Webber 
ムーンリバー／H. Mancini 
メモリー／A.L.Webber 
メリーィドウワルツ／F.LEHAR 
ユーアー ソー クール／HANS FLORIAN ZIMMER 
ユア ソング／E. John/B. Taupin 
夢見る人／S.C.Foster 
ユ－ レイズ ミ－ アップ／ROLF LOVLAND 
ライムライト／C. Chaplin 
ラヴィンユー／M.Riperton・R.Rudolph 
ラバース コンチェルト／Arranged By D. Randell 
ラブ／BERT KAEMPFERT 
ララのテーマ／P.F. Webstar 
レット イット ビー／J.Lennon・P.Mccartney 
（ザ）ロ－ズ／AMANDA MCBROOM 
ローレライ／F.SILCHER 
ロンドンデリーの歌／F.E.Weatherly 
ワールド フットボール アンセム／FRANZ LAMBERT・PETER LOEW 
わが母の教え拾いし歌／A.DVORAK 
 
■日本の調べ 
 
仰げば尊し／文部省唱歌 
赤とんぼ／山田耕筰 
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あざみの歌／八洲秀章 
雨あがり／倉沢信子 
ワァット ア フレンド／J.Newton 
うみ／井上武士 
江戸子守唄／作曲者不詳 
お江戸日本橋／平井保喜 
小野川音頭／藤山一郎 
恩徳讃／清水脩 
こいのぼり／作曲者不詳 
荒城の月／滝廉太郎 
この道／山田耕筰 
ゴンドラの唄／中山晋平 
さくらさくら／作曲者不詳 
信濃の国／北村季晴 
城ヶ島の雨／梁田貞 
早春賦／中田章 
蘇州夜曲／服部良一 
茶摘み／作曲者不詳 
月の砂漠／佐々木すぐる 
通りゃんせ／作曲者不詳 
七つの子／本居長世 
平城山／平井康三郎 
野に咲く花のように／小林亜星 
花／滝廉太郎 
浜千鳥／弘田竜太郎 
浜辺の歌／成田為三 
ひなまつり／河村光陽 
おぼろ月夜／岡野貞一 
ふじの山／作曲者不詳 
ふるさと／岡野貞一 
ペチカ／山田耕筰 
星めぐりの歌／宮澤賢治 
蛍の光／スコットランド民謡 
みかんの花咲く丘／海沼実 
桃太郎／岡野貞一 
椰子の実／大中寅二 
夕やけ小やけ／草川信 
雪の永平寺／作曲者不明 
ゆりかご／草川信 
宵待草／多忠亮 
 
■J・POP 
 
藍（スキマスイッチ）／大橋卓弥・常田真太郎 
愛唄／GREEEEN 
愛が呼ぶほうへ／AK. HOMMA 
愛してる（ベースボールベアー）／小出祐介 
アイシテルのサイン／DREAMSCOMETRUE 
哀愁交差点／鹿島公行 
愛人／三木たかし 
逢いたい（ゆず）／北川悠仁 
愛のうた（倖田來未）／森元康介 
愛のかたまり／堂本光一 
愛のままで（秋元順子）／花岡順子 
愛はかげろう／三浦和人 
アイラブユー／尾崎豊 
アイラブユーOK／矢沢永吉 
愛をこめて花束を／多保孝一 
赤い糸／小渕健太郎 
アカツキの詩／大橋卓弥・常田真太郎 
アグレッシ部／KREVA 
あさつゆに／山田敬 
アジエンス／坂本龍一 
あしたがすき／渡辺岳夫 
明日（平原綾香）／Andre Gagnon 



明日晴れるかな／桑田佳祐 
あとひとつ／FUNKY MONKEY BABYS・川村結花 
あなたのうた（ソナーポケット）／織田哲郎 
あなた（HY）／IZU&YUHEI 
あなた（ラルクアンシエル）／TETSU 
あなたと（絢香×コブクロ）／絢香・小渕健太郎・黒田俊介 
アニバーサリー（KinKi Kids）／織田哲朗 
アピアーズ（浜崎あゆみ）／菊池一仁 
甘えんぼ／愛 
歩み／GReeeeN 
ARIGATO／松本孝弘 
ありがとう（SMAP）／MORISHINS’ 
ありがとう（いきものがかり）／水野良樹 
ありったけの愛で／Gackt.C 
AND I LOVE YOU（ミスターチルドレン）／桜井和寿 
いい日旅立ち／谷村新司 
イエスタデイアンドトゥモロー／北川悠仁・蔦谷好位置 
以心伝心／ジューク 
イチブトゼンブ／松本孝弘 
いつか／清木場俊介 
いつか風になる日（元ちとせ）／岡本定義 
いつまでも／小原孝 
いつまでも／GREEEEN 
いつも何度でも（千と千尋の神隠し）／木村弓 
糸／中島みゆき 
いとしのエリ－／桑田佳祐 
愛し君へ／森山直太朗 
生命／松山千春 
いのちの名前（千と千尋の神隠し）／久石譲 
今すぐ欲しい（倖田來未）／AIKO MACHIDA・ZEEBRA・JEWELS 
We Willあの場所で（EXILE）／YUTA NAKANO 
ウォーキングプラウド（浜崎あゆみ）／TETSUYA YUKUMI 
美しい人／平井堅 
海その愛／弾厚作 
海の見える街／久石譲 
海は恋してる／新田和長 
運命／倖田來未 
運命のヒト（EXILE）／HIROO YAMAGUCHI 
永遠／EXILE 
栄光の架橋／北川悠仁 
エナジーフロー／坂本龍一 
エブリシング（MISIA）／松本俊明 
エブリデイ（WINS）／TETSUHIRO 
エム（PRINCESS PRINCESS）／奥居香 
エムアンドエ－（EXILE）／ATSUSHI 
エール（いきものがかり）／水野良樹 
エンジェル／EXILE 
大阪ラバー（DREAMS COME TRUE）／吉田美和 
大阪ロマネスク／関ジャニエイト 
大空と大地の中で／松山千春 
おかえり／絢香・西尾芳彦 
OCEAN／松本孝弘 
おしえて（アルプスの少女ハイジ）／渡辺岳夫 
オーバー（K）／TETSUHIKO 
Over（EXILE）／菊池一仁 
思いがかさなるその前に／平井堅 
お嫁においで／弾厚作 
オールウェイズ（リュシウォン）／コソンジン（KO SEONG JIN） 
終りなき旅／桜井和寿 
崖の上のポニョ／久石譲 
風の詩を聴かせて／桑田佳祐 
風の通り道（となりのトトロ）／久石譲 
家族になろうよ／福山雅治 
かたちあるもの／小松清人 
奏／大橋卓弥・常田真太郎 
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鐘の鳴る丘／古関裕而 
唐獅子牡丹／水城一狼 
川の流れのように／見岳章 
キスして／COH+ 
キスして抱きしめて／ミーシャ 
キズナ／ORANGE RANGE 
絆（亀梨和也）／馬飼野康二 
キセキ／GReeeeN 
北上夜曲／安藤睦夫 
北の国から／さだまさし 
北の旅人／弦哲也 
恋におちたら（クリスタルケイ）／坂詰美紗子 
ギフト／ET-KING NAOKI-T 
GIFT／桜井和寿 
君が好き（Mr.Children）／桜井和寿 
君がいるだけで／米米クラブ 
君が好き（清水翔太）／清水翔太・MANABOON 
君といつまでも／弾厚作 
きみにしか聞こえない／吉田美和・中村正人 
君に届け（フランプール）／阪井一生 
君のすべてに／JUJU他 
君の好きなうた（UVERworld）／TAKUYA∞ 
君の好きなとこ／平井堅 
キミのとなりで／葛谷葉子 
君は僕の宝物／槇原敬之 
君をのせて（天空の城ラピュタ）／久石譲 
君を忘れない／松山千春 
キャロルズ（浜崎あゆみ）／KINOSHITA TOMOYA 
CAN YOU CELEBRATE?／小室哲哉 
今日だけは／吉田美和・中村正人 
キラキラ／AIKO 
銀河鉄道スリーナイン／タケカワユキヒデ 
金魚花火／愛 
空港（テレサテン）／猪俣公章 
空中庭園／川井憲次 
グッバイデイズ／YUI 
グラマラススカイ（中島美嘉）／HYDE 
クリスマスの約束／ゆずおだ 
くるみ／桜井和寿 
クローズユアアイズ／長渕剛 
激愛／長渕剛 
決意の朝に／大志 
月光花（Janne Da Arc）／YASU 
賛美歌430番結婚式（妹背をちぎる）／作曲者不明 
恋／松山千春 
恋しくて／BEGIN 
恋するふたり／大瀧詠一 
恋のつぼみ（倖田來未）／YUSUKE KATO 
恋のバカンス／宮川泰 
恋の町札幌／浜口庫之助 
恋文（Every Little Thing）／HIKARI 
告白／FUNKYMONKYBABYS 
ここにいるよフィーチャリング青山テルマ／SOULJA 
ここにいるよFt.青山テルマ（B）／SOULJA 
ここにしか咲かない花（コブクロ）／小渕健太郎 
こころ／織田哲朗 
心の旅（チュ－リップ）／財津和夫 
秋桜／さだまさし 
言葉にできない／小田和正 
粉雪（レミオロメン）／藤巻亮太 
コノヨノシルシ／コモリタミノル 
サイレントムービー（サザーランド）／YUYA ABE 
最愛／福山雅治 
最愛（ネイビーアンドアイボリー）／吾郷水木生 
最後の雨／都志見隆 



サイン／桜井和寿 
さくら／森山直太朗 
さくら／ケツメイシ 
桜（コブクロ）／小渕健太郎・黒田俊介 
桜／FUNKYMONKYBABYS 
桜色舞うころ／川江美奈子 
桜坂／福山雅治 
サマーパーティ（BREAKERZ）／DAIGO 
さよならありがと／武部聡志 
さよならの夏（森山良子）／坂田晃一 
サヨナラベイベー／MILIYAH 
残酷な天使のテーゼ／佐藤英敏 
366日（HY）／IZUMI NAKASONE 
さんぽ／久石譲 
幸せをありがとう／吉田大蔵他 
幸せになろう（ヒマルジーティー）／HIROKO・MITSUYUKI他 
しあわせになろうよ／長渕剛 
SEA OF DREAMS／JOHN W.KAVANAUGH 
時間旅行（DREAMS COME TRUE）／吉田美和・中村正人 
ジスラブ／アンジェラアキ 
車輪の唄／藤原基央 
12月のリング（サスケ）／北清水雄太 
純恋歌／湘南乃風 
昭和シングル／中村ブン 
ジョイ（ユキ）／蔦谷好位置 
ジョイ（カラ－）／山口寛雄 
しるし／桜井和寿 
白い鳥／上松美香 
白いブランコ／菅原 進 
親愛なるあなたへ（ロ－ドオブメジャ－）／北川賢市 
人生のメリーゴーランド（ハウルの動く城）／久石譲 
Simple／桜井和寿 
水上曲／水上和明 
スタ－／AIKO 
ずっと一緒／JAY’ED 
ずっと二人で／TAKURO 
STORY（AI）／2 SOUL 
制服が邪魔をする（AKB48）／井上ヨシマサ 
世界に一つだけの花（SMAP）（B）／槇原敬之 
世界でいちばん頑張ってる君に／川嶋可能 
世界に一つだけの花／槇原敬之 
世界の約束（ハウルの動く城）／木村弓 
戦場のメリークリスマス／坂本龍一 
千の風になって／新井満 
そばにいるね（青山テルマ）／SOULJA 
そばにいて（ケツメイシ）／ケツメイシ 
空はまるで（MONKEYMAJIK）／MAYNARD・BLAISE 
空よ／難波寛臣 
それでこそロータリー／矢野一郎 
SONG FOR （HY）／IZUMI NAKASONE 
Sogn for you（EXILE）／FACE 2 FAKE 
ダイアリー（青山テルマ）／3RD PRODUCTIONS 
大丈夫だよ／FUNKYMONKYBABYS 
大好きだよ／愛 
大切／FUNKY MONKEY BABYS・川村結花 
大切な君へ／宮路大輔 
タイヨウのうた（沢尻エリカ）／白鳥マイカ 
太陽の下（レミオロメン）／藤巻亮太 
タカラモノ／ナオト インティライミ 
抱きしめたい／桜井和寿 
たしかなこと／小田和正 
黄昏のビギン（ちあきなおみ）／中村八大 
ただ逢いたくて／HITOSHI HARUKAWA 
ただありがとう（MONKEYMAJIK）／BLAISE・PLANT他 
堕天使ブルー／TAKUYA 
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旅姿三人男／鈴木哲夫 
旅立ちの時／久石譲 
旅立ちの唄／桜井和寿 
曖歌／湘南乃風 
小さな恋のうた／モンゴル800 
チェリ－（SPITZ）／草野正宗 
地上の星／中島みゆき 
チャンス（ウーバーワールド）／TAKUYA∞ 
月と太陽／葛谷葉子 
つぐない／三木たかし 
TSUNAMI／桑田佳祐 
翼をください／村井邦彦 
蕾／小渕健太郎 
ディア（西野カナ）／小倉しんこう 
ティ アーモ（EXILE）／中村仁 
ディアレスト／CREA/D・A・I 
デイズ（浜崎あゆみ）／Kunio tago 
てがみ（HY）／TUN 
デディケイテッドトゥユ－／HAYABUSA 
テル－の唄（ゲド戦記）／谷山浩子 
トゥーユー（バンクバンド）／小林武史 
東京／ケツメイシ 
灯籠流し／王子知行 
遠く遠く／槇原敬之 
時の足音（コブクロ）／小渕健太郎・黒田俊介 
時の歌（ゲド戦記）／新居昭乃 
時の流れに身をまかせ／三木たかし 
どこかで春が／草川信 
となりのトトロ／久石譲 
友だちへ（SMAP）／ERIC CLAPTON 
トライ（リヴ）／南徹 
永遠にともに（コブクロ）／小渕健太郎 
どんなときも／槇原敬之 
泣いたりしないで／福山雅治 
NAO／HY 
長い夢／蔦谷好位置 
涙そうそう／BEGIN 
夏祭り／春畑道哉 
涙／ファンキーモンキーベイビーズ 
涙をゼロに（ZERO）／羽場仁志 
何度でも（DREAMS COME TRUE）／中村正人・吉田美和 
虹（アクアタイムズ）／太志 
人魚／筒美京平 
NO WAY TO SAY／BOUNCEBACK 
ノクターン（平原綾香）／F.CHOPIN・椎名邦仁 
HOWEVER／TAKURO 
ハグ／平井堅 
箱根八里の半次郎（氷川きよし）／水森英夫 
はじめてのチュウ／実川 俊晴 
バスストップ（平浩二）／葵まさひこ 
花（石嶺聡子）／喜納昌吉 
バタフライ（木村カエラ）／末光篤 
はつ恋／福山雅治 
ハッピーハッピーバースデイ／吉田美和 
果てない空（嵐）／QQ 
ハートオブゴールド（EXILE）／HIROO YAMAGUCHI 
花（B）／ORANGE RANGE 
花／ORANGE RANGE 
離したくない／森友嵐士 
HANABI／桜井和寿 
花吹雪／柴田淳 
ハナミズキ／マシコタツロウ 
ハピネス（嵐）／岡田実音 
ハーモニー オブ ディッセンバー／マシコタツロウ 
薔薇は美しく散る（ベルサイユのばら）／馬飼野康二 



遥か／GREEEEN 
春夏秋冬（ヒルクライム）／DJ KATSU 
ヒーロー（ミスターチルドレン）／桜井和寿 
ビールとプリン（レミオロメン）／藤巻亮太 
ひだまりの詩／日向 敏文 
瞳をとじて／平井 堅 
瞳を閉じて／荒井由実 
100万回のアイラブユー／RAKE 
ピュア（EXILE）／HITOSHI HARUKAWA 
ビリーブ（AI）／AI・DJ YUTAKA・JIN. 
ビリーブ（ミーシャ）／佐々木潤 
フー（浜崎あゆみ）／菊池一仁 
FIRST LOVE／宇多田 ヒカル 
ファミリー（加藤ミリヤ）／MILIYAH・MAESTRO-T 
FOREVER LOVE／東方神起 
フォーエバーラブ（清水翔太&加藤ミリヤ）／清水翔太&加藤ミリヤ 
フォ－シ－ズンズ（安室奈美恵）／MONK 
ふたつの唇（EXILE）／JIN NAKAMURA 
二人いつまでも（ソナーポケット）／KO-DAI・EYERON・MATTY 
プライド（今井美樹）／布袋寅泰 
プラネタリウム／藤原基央 
プラネタリウム（大塚愛）／愛 
ふるさとは輝いている／池田八声 
ブルーシャトー／井上忠夫 
（ア）プレイスインザサン／RONALD N.MILLER・BRYAN WELLS 
Flavor Of Life／宇多田ヒカル 
ブレス／HYDE 
プレゼント／玉置浩二 
プレシャス／伊藤由奈 
プロポーズ（TUBE）／春畑道哉 
プロミス（ソナーポケット）／MATTY・EYERON・KO-DAI 
ヘブンズプレイス（Janne Da Arc）／YASU 
ホーリーナイト（EXILE）／宮地大輔 
僕が一番欲しかったもの／槇原敬之 
僕のそばに／徳永英明 
ボクノート／大橋卓弥・常田真太郎 
星になれたら（ミスター・チルドレン）／桜井和寿・寺岡呼人 
星屑サンセット（ユキ）／MUGEN 
星空の片隅で（MISIA）／藤井フミヤ 
星降る夜に／NARGO 
ポップスター／平井堅 
炎のたからもの（ルパン三世カリオストロの城）／大野雄二 
HOME／アンジェラアキ 
本日ハ晴天ナリ／D・A・I 
マイウェイ／DEF TECH 
負けないで／織田哲朗 
正夢（SPITZ）／草野正宗 
マシュマロ／CHAGE 
またあした／小幡英之 
また君に恋してる／森正明 
真夏のオリオン／INFINITY16・MINMI・TAKUMA 
魔法のコトバ／草野正宗 
見上げてごらん夜の星を／いずみたく 
三日月（絢香）／絢香・西尾 芳彦 
ミスユー／小渕健太郎 
Missing／Gackt.C 
南東風（GLAY）／TAKURO 
ミモザ（ゴスペラーズ）／黒沢 薫・佐々木真理 
未来風の強い午後に生まれたソネット／森山直太朗・御徒町凧 
未来へ（キロロ）／玉城千春 
未来予想図Ⅱ／吉田美和 
ミリオンフィルムズ（コブクロ）／小渕健太郎 
ミルクティー／福山雅治 
みんな空の下／絢香 
向かいあわせ／AIKO 
メモリーミッド／広島清登 
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メモリアルアドレス（浜崎あゆみ）／TETSUYA YUKUMI 
メリクリ（ボア）／原一博 
もしもピアノが弾けたなら／坂田晃一 
モノクロ（HY）／TUN・IZUMI NAKASONE 
約束の日（I wish）／NAO 
やさしさで溢れるように（JUJU）／小倉しんこう 
やさしいキスをして／中村正人 
優しい光（エグザイル）／HITOSHI HARUKAWA 
YOU（倖田來未）／葛谷葉子 
誘惑／TAKURO 
雪の華／松本良喜 
指輪（ネイビーアンドアイボリー）／吾郷水木生 
夢の中へ／井上陽水 
夜空ノムコウ／川村結花 
喜びの歌（KAT－TUN）／NERO-ROCK 
歓びの種／蔦谷好位置 
らいおんハート／コモリタミノル 
（ザ）ライオンスリープストゥナイト 
　／G.D.WEISS・H.PERETTI・L.CREATORE 
ライオン（マクロスフロンティア）／菅野よう子 
ライフタイムラブ（ジアルフィー）／高見沢俊彦 
ラヴィンライフ（ファンキーモンキーベイビーズ） 
　／FUNKY MONKEY BABYS・菅谷豊 
Lovers Again／JIN NAKAMURA 
ラブイズ（加藤ミリヤ）／MILIYAH 
ラブイズ／KURA T 
ラブ・ストーリーは突然に／小田和正 
LOVE LOVE LOVE／中村正人 
LOVE LETTER／Gackt.C 
ららら／大黒摩季 
RIVER OF CRYSTALS（映画「イノセンス」より）／川井憲次 
リング ア ディン ドン（木村カエラ）／渡邊忍 
レイニー愛の調べ／YASU 
レットゴー（エムフロ－）／TAKU・VERBAL・YOSHIKA 
恋愛写真／愛 
1/6000000000 フィーチャリングシーアンドケー 
　／九州男・KEEN・CLIEVY・AILI 
ワオ（槇原敬之）／槇原敬之 
惑星タイマー（福耳）／大橋卓弥・常田真太郎 
ワンラブ（嵐）／加藤裕介 
 
■クリスマス 
 
いつかのメリークリスマス／松本孝弘 
キャンティック デ ノーエル／Adiphe Adam 
クリスマス ララバイ／CHIP DAVIS 
クリスマス・イブ／山下達郎 
ジングルベル／作曲者不詳 
聖夜（きよしこの夜）／作曲者不詳 
ホワイトクリスマス／I.Berlin 
もみの木／作曲者不詳 
 
■大学歌 
 
丘の上（慶応義塾大学）／菅原明朗 
慶応大学応援歌／堀内敬三 
青春讃歌（信大若里寮）／中村隆 
春寂寥（信州大学思誠寮）／浜徳太郎 
 
■国歌 
 
中華人民共和国々歌 
 
■宗教歌 
 
恩徳讃（沢康雄作曲）／沢康雄作



■クラシック／1曲入2回転 
 
エリーゼの為に／L.V.Beethoven 
楽興の時第3番／schubert 
金婚式／G.Marie 
G線上のアリア／J.S.Bach 
月の光／C.Debussy 
天使のセレナード／G.BRAGA 
パガニーニの主題による狂詩曲／S.Rakhmaninov 
マタイ受難曲／J.S.Bach 
ラルゴ／G.Handel 
 
■クラシック／1曲入3回転 
 
アランフェス協奏曲よりアダージョ／J.RODRIGO 
カノン／J.Pachelbel 
シシリエンヌ／G.Faure 
モルダウ／B.Smetana 
白鳥／SAINT SAENS 
 
■クラシック／2曲入2回転 
 
美しく青きドナウ／J.Strauss 
舞踏への勧誘／C.M.V.Webber 
四季より－春／A.Vivaldi 
主よ、人の望の喜びよ／J.S.Bach 
第五交響曲／L.V.Beethoven 
第九交響曲／L.V.Beethoven 
ノクターン／F.F.Chopin 
小犬のワルツ／F.F.Chopin 
トロイメライ／R.Schumann 
乙女の祈り／T.Badarczewska 
鱒／F.Schubelt 
白鳥の湖／P.I.Tchaikovsky 
 
■クラシック／3曲入3回転 
 
アイネクライネナハトムジーク”アレグロ”／W.A.Mozart 
アイネクライネナハトムジーク”ロマンス”／W.A.Mozart 
アイネクライネナハトムジーク”メヌエット”／W.A.Mozart 
亜麻色の髪の乙女／C.Debussy 
タイス瞑想曲／J.Massenet 
ビゼーのメヌエット／G.Bizet 
美しく青きドナウ／J.Strauss 
ウィーンの森の物語／J.Strauss 
芸術家の生涯／J.Strauss 
エリーゼの為に／L.V.Beethoven 
第九交響曲／L.V.Beethoven 
メヌエット／L.V.Beethoven 
王宮の花火の音楽／G.F.Handel 
メヌエット／NO.3 J.S.Bach 
カノン／J.Pachelbel 
カルメン／G.Bizet 
リゴレット／G.Verdi 
椿姫／G.Verdi 
華麗なるワルツ／F.F.Chopin 
愛の夢／F.Liszt 
ブラームスのワルツ／J.Brahms 
知らない国々／J.Brahms 
不思議なお話／J.Brahms 
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トロイメライ／J.Brahms 
聖夜(B)(1)／FRANZ GRUBER 
もみの木(B)(2)／FRANZ GRUBER 
いざうたえ(B)(3)／FRANZ GRUBER 
幻想即興曲／F.F.Chopin 
ノクターン／F.F.Chopin 
別れの曲／F.F.Chopin 
花のワルツ／P.I.Tchaikovsky 
眠れる森の美女／P.I.Tchaikovsky 
くるみ割り人形－行進曲／P.I.Tchaikovsky 
ブラームスの子守歌(3)／J.BRAHMS 
モーツァルトの子守歌(1)／W.A.MOZART 
シューベルトの子守歌(2)／F.SCHUBERT 
魔笛 “私は鳥刺し”／W.A.Mozart 
魔笛 “グロッケンシュピール”／W.A.Mozart 
魔笛 “恋人か女房か／W.A.Mozart 
 
■外国曲映画音楽／1曲入2回転 
 
愛は翼にのって（ウインド ベニース マイ ウィングス）／ L.Henley/J.Silbar 
愛はかげろうのように／R.Miller/K.Hirsch 
明日に架ける橋／P. Simon 
ア ホール ニュー ワールド（アラジンのテーマ）／A.Menken 
アメイジング グレイス／作曲者不詳 
イエスタデイワンスモア／R.Carpenter/J.Bettis 
禁じられた遊び／作曲者不詳 
故郷を離るる歌／ドイツ民謡 
スピーク ソフトリー ラブ／N.Rota 
スマイル（モダン タイムス）／C.Chaplin 
中国の子守唄／藩式舜 
チムチムチェリー／R.M.Shermann/R.B.Shermann 
テネシーワルツ／P.W.KING/R.STEWART 
80日間世界一周/V.Young 
美女と野獣／A.Menken 
フロム ディス モーメント オン／R.J.Lange 
ブンガワンソロ／インドネシア民謡 
星に願いを／L.Harline 
マイ ウェイ／C.Francois/J.Revaux 
マイ ハート ウィル ゴー オン／J.Horner 
マイ メモリー（冬のソナタ）／Park Jung Won 
マドンナの宝石／WOLF FERRARI/ERMANNO 
メモリー／A.L.Webber 
モナリザ／J.Livingston 
レット イット ビー／J.Lennon/P.Mccartney 
ロンドンデリー エアー／作曲者不詳 
 
■外国曲映画音楽／1曲入3回転 
 
愛しのクリスティーヌ／P.D.Senneville/O.Toussaint 
最初から今まで／O SUK JOON,YOU HE JOON 
マイ ハート ウィル ゴー オ／ J.Horner 
パリ祭／M.Jaubert 
ある愛の詩／F.Lai 
イフ ウィー ホールドオン トゥギャザー／J.Horner 
エデンの東／L . Rosenman 
パリの空の下／H.Giraud 
夜霧のしのび逢い／J.V.Wetter 
 
■外国曲映画音楽／2曲入2回転 
 



愛の讃歌／M.Monnot 
エーデルワイス／R.Rodgers 
イエスタデイ／J.Lennon/P.Mccartney 
マイウェイ／C.Francois/J.Revaux 
星に願いを／L.Harline 
虹の彼方に／H.Arlen 
雨にぬれても／B.Bacharach 
ムーンリバー／H.Mancini 
埴生の宿／H.R.Bishop 
グリーンスリーズス／作曲者不詳 
オリンピック讃歌／S.Samara 
第九交響曲／L.V.Beethoven 
ザ ミュージック オブ ザ ナイト／A.L.Webber 
オール アイ アスク オブ ユー／A.L.Webber 
ワット ア フレンド／J.Newton 
アメイジング グレイス／作曲者不詳 
ザ バタフライ ラバーズ／作曲者不詳 
ザ イエローリバー／作曲者不詳 
星に願いを／L.Harline 
バロック ホウダウン・ミッキーマウスマーチ
／J.Perrey/G.Kingsley/J.Dodd 
バタフライ ラバーズ／作曲者不詳 
エーデルワイス／作曲者不詳 
オネスティ／B.Joel 
素顔のままで／B.Joel 
君に逢える日／WON SANG WOO 
マイメモリー／パク ジョン ウォン 
 
■外国曲映画音楽／2曲入3回転 
 
メモリー（2回転）／A.L.Webber 
アメイジング グレイス／作曲者不詳 
 
■外国曲映画音楽／3曲入3回転 
 
オペラ座の怪人／A.L.Webber 
ザ ミュージック オブ ザ ナイト／A.L.Webber 
オール アイ アスク オブ ユー／A.L.Webber 
慕情／S.Fain 
酒とバラの日々／H.Mancini 
バラ色の人生／P.Loouiguy 
レット イット ビー／J.Lennon/P.Mccartney 
イエスタデイ／J.Lennon/P.Mccartney 
ヘイ ジュード／J.Lennon/P.Mccartney 
 
■日本の調べ／1曲入2回転 
 
赤い靴／本居 長世 
うれしいひなまつり／河村 光陽 
大淀川慕情／北ひろし 
おぼろ月夜／岡野 貞一 
琵琶湖周航の歌／小口 太郎 
ふるさと／岡野 貞一 
早春賦／中田 章 
 
■日本の調べ／1曲入3回転 
 
信濃の国／北村 季晴 
野球大会の歌／古関 裕而 
2曲入2回転 
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さくらさくら／作曲者不詳 
荒城の月／滝 廉太郎 
城ヶ島の雨／梁田 貞 
波浮の港／中山 晋平 
宵町草／多 忠亮 
庭の千草／作曲者不詳 
3曲入3回転 
 
夏の思い出／中田 喜直 
椰子の実／大中 寅二 
浜辺の歌／成田 為三 
五木の子守唄(1)／不詳 
江戸子守唄(2)／不詳 
竹田の子守唄(3)／不詳 
水色のワルツ／高木 東六 
白い花の咲く頃／田村 しげる 
あざみの歌／八洲 秀章 
 
■J・POP／1曲入2回転 
 
赤いハンカチ／上原 賢六 
秋桜／さだまさし 
おれの小樽／弦 哲也 
カスバの女／久我山 明 
鐘が鳴る丘／古関 裕而 
紙ふうせん／杉本眞人 
川の流れのように／見岳 章 
北の国から／さだまさし 
北の旅人／弦 哲也 
君こそわが命／猪俣 公章 
君をのせて／久石譲 
銀座の恋の物語／鏑木 創 
恋の町札幌／浜口 庫之助 
心はいつでも17歳／竹内まりあ 
古都の華／平尾 昌晃 
サクラ ドロップス／宇多田 ヒカル 
白い恋人達／桑田 佳祐 
白いブランコ／菅原進 
千の風になって／新井 満 
昴／谷村 新司 
ねむの木の子守歌／山本 正美 
二人の世界／鶴岡 雅義 
バタフライ（木村カエラ）／末光篤 
はまなすの恋／彩木 雅夫 
フラジール／菊池 一仁 
ブランデーグラス／小谷 充 
ヘブンソング／勝木 ゆかり 
また逢う日まで／阿久 悠 
また君に恋してる／森 正明 
見上げてごらん夜の星を／いずみたく 
わが人生に悔いなし／加藤 登紀子 
ユアアイズ／山下 達郎 
涙そうそう／BEGIN 
 
■J・POP／1曲入3回転 
 
精霊流し／さだまさし 
エブリシング／松本俊明 
世界に一つだけの花／槇原 敬之 
蕾／小渕 健太郎 

真夏の果実／桑田 佳祐 
未来予想図Ⅱ／吉田 美和 
夜空ノムコウ／川村 結花 
海その愛／弾厚作 
100回のキス／つんく 
フォトグラフ（酒井法子）／奥居香 
 
■J・POP／2曲入2回転 
 
乾杯／長渕 剛 
いい日旅立ち／谷村 新司 
四季の歌／荒木 とよひさ 
旅愁／J.P.Ordway 
地上の星／中島 みゆき 
ヘッドライト・テールライ／中島 みゆき 
地平を駆ける獅子を見た／中島 みゆき 
 
■J・POP／3曲入3回転 
 
神田川／南 こうせつ 
22才の別れ／伊勢 正三 
なごり雪／伊勢 正三 
さよなら／小田 和正 
言葉にできない／小田 和正 
キラキラ／小田 和正 
地上の星／中島 みゆき 
時代(1) ／中島 みゆき 
時代(2) ／中島 みゆき 
Dearest／CREA 
Vogue／菊池 一仁 
SEASONS／D・A・I 
となりのトトロ／久石 譲 
もののけ姫／久石 譲 
いつも何度でも／木村 弓 
となりのトトロ／久石 譲 
風の通り道／久石 譲 
さんぽ／久石 譲 
花／喜納 昌吉 
さとうきび畑(1)／寺島 尚彦 
さとうきび畑(2)／寺島 尚彦 
First Love／宇多田 ヒカル 
Automatic／宇多田 ヒカル 
FINAL DISTANCE／宇多田 ヒカル 
■国歌／1曲入2回転 
 
米国国歌／J.S.Smith 
中華人民共和国国家／nie er 
 
■大学歌／1曲入2回転 
 
丘の上（慶応義塾大学）(2)／菅原明朗 
日本大学校歌／山田耕作 
明治大学校歌(1)／山田耕筰 
早稲田大学校歌／東儀 鉄笛 
 
■大学歌／2曲入2回転 
 
立命館大学校歌(1)／近衛秀磨 
立命館大学応援歌(2)／高橋半



■クラシック／1曲入3回転 
 
エリーゼの為に／L.V.Beethoven 
カノン／J.Pachelbel 
ソルベーグの歌／E.H.Grieg 
月の光／C.Debussy 
ツィゴイネルワイゼン／P.Sarasate 
ダニューヴ（ドナウ川のさざ波）／I.Ivanovici 
パガニーニの主題による狂詩曲／S.Rakhmaninov 
ピアノ協奏曲第二番／S.Rakhmaninov 
スクリャービン ピアノ練習曲／A.N.SKRIABIN 
モルダウ／B.Smwtana 
ラ・カンパネラ／F.Liszt 
乙女の祈り／T.BADARCZEWSKA 
愛のあいさつ／E.ELGAR 
ラプソディー イン ブルー／G.GERSHWIN 
ノクターン第1番／F.CHOPIN 
ノクターン第20番／F.CHOPIN 
朝（ペール・ギュント組曲）／G.EDVARD 
ハンガリー舞曲第5番（J.BRAHMS） 
家路／A. DVORAK 
木星（ジュピター）／G.T.HOLST 
ブランデンブルグ協奏曲3番／J.S.Bach 
ポンプ アンド サ-カムスタンス（威風堂々）／EDWARD ELGAR 
 
■クラシック／3曲入3回転 
 
アイネクライネナハトムジーク”アレグロ”／W.A.Mozart 
アイネクライネナハトムジーク”ロマンス”／W.A.Mozart 
アイネクライネナハトムジーク”メヌエット”／W.A.Mozart 
アベ マリア（グノー）／C.F.Gounod 
アベ マリア（シューベルト）／F.Schubert 
主よ、人の望の喜びよ／J.S.Bach 
美しく青きドナウ／J.Strauss 
ララのテーマ／M.Jarre 
エーデルワイス／R.Rodgers 
華麗なるワルツ／F.F.Chopin 
愛の夢／F.Liszt 
ブラームスのワルツ／J.Brahms 
木の兵隊の行進／P.I.Tchaikovsky 
花のワルツ／P.I.Tchaikovsky 
金平糖の精の踊り／P.I.Tchaikovsky 
四季より－春／A.Vivaldi 
四季より－秋／A.Vivaldi 
四季より－冬／A.Vivaldi 
水上の音楽／G.F.Handel 
水上の音楽 “メヌエット”／G.F.Handel 
王宮の花火の音楽／G.F.Handel 
第五交響曲／L.V.Beethoven 
第六交響曲／L.V.Beethoven 
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第九交響曲／L.V.Beethoven 
ポロネーズ “英雄”／F.F.Chopin 
別れの曲／F.F.Chopin 
幻想即興曲／F.F.Chopin 
鱒 “主題”／F.Schubert 
鱒 “変奏”／F.Schubert 
魔笛”私は鳥刺し”／W.A.Mozart 
アイネクライネナハトムジーク”メヌエット”／W.A.Mozart 
トルコ行進曲／W.A.Mozart 
魔笛”私は鳥刺し”／W.A.Mozart 
グロッケンシュピ－ル／W.A.Mozart 
恋人か女房か／W.A.Mozart 
讃美歌405番かみともにいまして（3）／WILLIAM GOULD TOMER 
讃美歌294番みめぐみゆたけき（1）／WILLIAM BATCHELDER BRADBURY 
讃美歌404番山路こえて（2）／AARON CHAPIN 
■外国曲ポピュラー／ 1曲入3回転 
 
愛は翼にのって（ウィンド ベニース マイ ウィングス）／L.Henley/J.Silbar 
黒い手袋／孫 夕友 
マイ ハート ウィル ゴー オン／J.Horner 
メモリー／A.L.Webber 
サンフラワー（映画ひまわりより）／Henry Mancini 
カム ウォット メイ／DAVID BAERWALD 
星に願いを／L.Harline 
シェルブールの雨傘／MICHEL LEGRAND 
赤いサラファン（ロシア民謡）／ A.Y.VARLAMOV 
 
■外国曲ポピュラー／ 3曲入3回転 
 
オペラ座の怪人／A.L.Webber 
ザ ミュージック オブ ザ ナイト／A.L.Webber 
オール アイ アスク オブ ユー／A.L.Webber 
 
■J・POP／1曲入3回転 
 
川の流れのように／見岳 章 
フォーエバー ラブ（X JAPAN）／YOSHIKI 
アシタカとサン／久石譲 
空から降ってきた少女（天空の城ラピュタ）／久石譲 
千の風になって／新井満 
月光の聖者達／桑田佳祐 
君といつまでも／弾厚作 
君の知らない物語／RYO 
君のそばに／長渕剛 
雪の華（中島美嘉）／松本良喜 
キャンユーセレブレイト／小室哲哉 
愛燦燦／小椋佳 
 
■日本の調べ／3曲入3回転 
 
早春賦／中田 章 
赤とんぼ／山田 耕筰 
ふるさと／岡野 貞一



川の流れのように（見岳 章） 

ラ カンパネラ（F.Liszt） 

華麗なる大円舞曲（F.F.Chopin） 

トルコ行進曲（W.A.Mozart） 

英雄ポロネーズ（F.Chopin） 

カノン（J.Pachelbel）
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■クラシック 
 
No.4002　メリーウィドゥワルツ 
　（MERRY WIDOW WALTZ／FRANZ LEHAR） 
No.4004　四季より春（SPRING,THE／A.VIVALDI） 
No.4005　カノン 
　（VARIATIONS ON THE THEME FROM CANON IN D／J.PACHELBEL） 
No.4006　ジュトゥヴ（JE TE VEUX／ERIK SATIE） 
No.4007　トロイメライ（TRAUMEREI／R.SCHUMANN） 
 No.4008　ノクターン（NOCTURNE OP.9 NO.2／F.F.CHOPIN） 
No.4009　花のワルツ（WALTZ OF THE FLOWERS／P.TSCHAIKOVSKY） 
No.4010　別れの曲（ETUDE OP.10 NO.3 “TRISTESSE”／F.F.CHOPIN） 
No.4011　カヴァレリア・ルスティカーナ間奏曲 
　（CAVALLERIA RUSTICANA-INTERMEZZO／P.MASCAGNI） 
No.4013　埴生の宿（HOME SWEET HOME／H.R.BISHOP） 
No.4028　四季より冬（WINTER,THE／A.VIVALDI） 
No.4029　月の光（CLAIR DE LUNE／C.DEBUSSY） 
No.4037　メンデルスゾーンの結婚行進曲 
　（MENDELSSOHN WEDDING MARCH／F.MENDELSSOHN） 
No.4038　いとしい父よ（O MIO BABBINO CARO／G.PUCCINI） 
No.4504　主よ人の望みの喜びよ 
　（JESUS BLEIBET MEINE FREUDE／J.S.BACH） 
カヴァティーナ（作曲者不詳） 
アメイジンググレイス（作曲者不詳） 
メンデルスゾーンの結婚行進曲（WEDDING MARCH／F.Mendelsshon） 
いとしい父よ（私のお父さん）（O mio babbino care／G.Puccini） 
愛の夢（Liebesträume／Liszt） 
惑星より 木星－ジュピター（Planets’House Mix ‒ Jupiter／G.T.Holst） 
イタリア協奏曲（Bach Italian Concerto Mvt 3／J.S.Bach） 
 
■日本の調べ 
 
No.4014J　赤とんぼ／山田 耕筰 
No.4015J　里の秋／海沼 実 
No.4016　花／滝 廉太郎 
No.4017　浜辺の唄／成田 為三 
No.4018　ふるさと／岡野 貞一 
No.4050J　早春賦／中田 章 
No.4049J　夏の思い出／中田 喜直 
No.4505J　小さい秋見つけた／中田 喜直 
No.4503　雪の降る町を／中田 喜直 
No.4512　信濃の国／北村 季晴 
ふるさとの燈台／長津義司 
 
■ポピュラー 
 
No.4012　アニーローリー（ANNIE LAURIE／スコットランド民謡） 
No.4020J　虹の彼方に（OVER THE RAINBOW／HAROLD ARLEN） 
No.4031J　明日に架ける橋（MAY WAY／PAUL SIMON） 
No.4032　マイウェイ（BRIDGE OVER TROUBLED WATER／C.FRANCOIS） 
No.4033J　ユー アー ザ サンシャイン オブ マイ ライフ 
　（YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE／STEVIE WONDER） 
No.4034J　時のたつまま（AS TIME GOES BY／HARMAN HUPFELD） 
No.4035J　ムーンライト セレナーデ 
　（MOONLIGHT SERENADE／GLENN MILLER） 
No.4517J　青春の輝き（I NEED TO BE IN LOVE／CARPENTERS） 
No.4522J　ハッピー バースディ トゥ ユー 
　（HAPPY BIRTHDAY TO YOU／HILL PATTY SMITH） 
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No.4525J　ア ホール ニュー ワールド 
　（A WHOLE NEW WORLD／ALAN MENKEN） 
スターダスト（Stardust／H.Carmichael） 
レイクオブエターニティ永遠の湖／石田桃子 
ハッピー バースディ トゥ ユー 
　（Happy Birthday To You／Hill Patty Smith） 
イン ザ ムード（IN THE MOOD／Joseph C. Garland） 
レットイットビー（Let It Be／J.Lennon/P.Mccartney） 
セイリング（Sailing／Rod Stewart） 
 
■映画音楽 
 
No.4001J　エーデルワイス（EDELWEISS／RICHARD RODGERS） 
No.4003J　80日間世界一周 
　（AROUND THE WORLD IN 80 DAYS／VICTOR YOUNG） 
No.4021J　ムーンリバー（MOON RIVER／HENRY MANCINI） 
No.4027J　雨に唄えば（SINGIN’ IN THE RAIN N.H.BROWN） 
Let It Goアナと雪の女王／Kristen Anderson-Lopez 
最初から今まで（冬のソナタ）／Oh Seok June・Yoo Hea Joon 
初めての日のように（オールイン）／Kim Hyong Seok 
 
■クリスマス曲 
 
No.4024　ジングルベル（JINGLE BELLS／JAMES PIERPONT） 
No.4025　聖夜（きよしこの夜）（SILENT NIGHT／FRANZ GRUBER） 
No.4026J　ホワイトクリスマス（WHITE CHRISTMAS／I.BERLIN） 
No.4520　おめでとうクリスマス 
　（WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS／イギリス民謡） 
 
■民謡 
 
No.4030　グリーンスリーブス（GREENSLEEVES／イギリス民謡） 
No.4048　ザ フラワー オブ スコットランド 
　（FLOWER OF SCOTLAND,THE／ROY M.B.WILLIAMSON） 
No.4523　大きな古時計 
　（GRANDFATHER’S CLOCK／HENRY CLAY WORK） 
アリラン／韓国民謡 
千の風になって／新井満 
 
■流行歌 
 
No.4023J　卒業写真／荒井 由実 
No.4524J　らいおんハート／コモリタ ミノル 
青い山脈／服部良一 
北の国から／さだまさし 
川の流れのように／見岳章 
いとしのエリー／桑田佳祐 
神田川／南こうせつ 
負けないで（ZARD）／織田哲郎 
心を開いて／坂井泉水 
 
■子供曲 
 
No.4022J　星に願いを 
　（WHEN YOU WISH UPON A STAR／LEIGH HARLINE） 
 
■宗教歌 
 
No.4518　荒野の果てに 
　（ANGEL WE HAVE HEARD ON HIGH／FRENCH CAROL）



オルゴール製品カタログ

卒園・卒業記念、退職・退官記念、創立記念贈答用などに記念オルゴールの製作を承っています。 
また既製品では味わえないオーダーメイドオルゴールの製作のご相談も承っています。 
 
記念オルゴール／オーダーメイドオルゴール 
 
フジゲンは、楽器メーカーとして50年以上、オルゴールメーカーとして20年以上の歴史があります。その経験から記念オルゴー
ルやオーダーメイドオルゴールの小ロットからの生産も行っています。オルゴール用に編曲された1万曲を超える曲目から選択し
て、筐体にシルクスクリーン印刷をほどこした記念オルゴールのご依頼は多く頂きます。また新たにオルゴール用に編曲すること
も対応できますのでご相談ください。シルクスクリーン印刷ではなく、銘板プレート加工にも対応可能です。 
編曲には別途費用がかかります。また権利関係で編曲できない場合もあります。詳しくはご相談してください。 
 
新規オルゴール編曲について 
 
幼稚園・小／中／高等学校・大学などの校歌・園歌・寮歌、企業様の社歌、CM楽曲など、多数の事例を手がけてきました。その
際ムーブメントの弁数により編曲が異なります。 
 
オルゴール製作の流れ　（既存楽曲選択でオルゴール製作の場合） 
 
１．オルゴールムーブメントの選択 
　　30弁／50弁／72弁シリンダームーブメントより選択 
２．楽曲の選択 
　　30弁曲目リスト／50弁曲目リスト／72弁曲目リスト 
３．オルゴールボックス（響体箱）の選択 
　　30弁／50弁／72弁 
４．シルクスクリーンまたは銘板の選択と名入れ文字等の決定 
　　響体蓋の裏に印刷するシルクスクリーンまたは銘板 
５．オルゴールムーブメントと筐体の製作開始 
　　時期、数量、仕様によって工数が変わります。お早めにご相談ください。 
６．納品 
　　内容によって変化しますが概ね40～70日です。ご指定の方法で納品となります。 
 
新規楽曲をオルゴール編曲で製作の場合 
 
１．ご相談～編曲用資料の準備 
　　以下のものをご準備ください。 
　　①音源（CD／MP3などのデータ） 
　　②可能であれば楽譜 
　　③曲名、作詞／作曲者名等の権利関係がわかる情報 
２．編曲作業 
　ご相談内容から編曲が可能と判断された場合、編曲作業が始まります。確認用にMP3などのデータでお送りします。 
　※CDでの確認は行っていません。 
　編曲作業にかかる時間は概ね30日～45日程です。承認をいただいた後、ムーブメントの製作工程に移ります。 
　希望編曲範囲にて作業をおこないますが、作業中に編曲範囲の変更があった場合には、追加の費用および時間をいただきます。 
　編曲内容に大幅な調整・変更が必要になった場合、40日以上のお時間をいただきます。 
　また微調整が必要になった場合、内容によっては追加料金をいただく場合があります。 
　編曲やり直しの場合、相応の費用が発生します。 
　これより先は、上記「既存楽曲選択でオルゴール製作の場合」と同じ工程になります。 
 
詳しくはお問い合わせください。電話：0263-81-1381

記念オルゴール・オーダーメイドオルゴールの製作



フジゲン株式会社　安曇野第１工場　Tel：0263-81-1381 

〒399-8303 長野県安曇野市穂高8163-1 

Ver19.0


