
曲名 パート1 パート2 パート3 パート4 パート5 パート6 パート7 パート8
お願い!セニョリータ
全力少年
SMILY
ネオメロドラマティック
花
ここにしか咲かない花
DAYS
さくら
栄光の架橋
ハッピー☆マテリアル
世界に一つだけの花
リライト
Starry Heavens
あずさ2号
天体観測
青いベンチ
日本ブレイク工業社歌
ツバサ
月光花
Dragostea Din Tei
ラヴ・パレード
マツケンサンバ　パート2
スターウルフのテーマ
新鬼ヶ島 やまへのみち
キャッチタッチヨッシー
アシュリーのテーマ
どうぶつの森+ タイトル
ジャングルビートのテーマ
マリオ64 スライダー
ファミ探 あゆみのテーマ 
ヨッシーアイランド

曲名 パート1 パート2 パート3 パート4 パート5 パート6 パート7 パート8

□　BEGINNER　　□　AMATEURE　　□　PROFESSIONAL

大合奏！バンドブラザーズ
追加曲カートリッジ
スコアチェックシート



曲名 パート1 パート2 パート3 パート4 パート5 パート6 パート7 パート8
お願い!セニョリータ シンセリード ピックベース D・ギター1 D・ギター2 ファミコン ロックオルガン ボンゴセット ロックドラム
全力少年 クラリネット ピックベース ブラス ピアノ1 ピアノ2 ストリングス1 ストリングス2 ロックドラム
SMILY アルトサックス ピックベース ロックギター D・ギター1 D・ギター2 ロックオルガン シンセベル ロックドラム
ネオメロドラマティック パンフルート シンセリード シンセベース1 シンセベース2 D・ギター ストリングス E・ピアノ ロックドラム
花 シンセリード ピックベース フォークギター ピアノ1 ピアノ2 ストリングス1 ストリングス2 ロックドラム
ここにしか咲かない花 アルトサックスソプラノサックス ピックベース ストリングス フォークギター1 フォークギター2 フォークギター3 ロックドラム
DAYS シンセリード ピックベース ストリングス D・ギター1 D・ギター2 D・ギター3 ロックドラム コンガセット
さくら シンセリード ピックベース ピアノ1 ピアノ2 ストリングス フォークギター コト シンセドラム
栄光の架橋 ハーモニカ ピックベース フォークギター1 フォークギター2 ストリングス1 ストリングス2 ストリングス3 ロックドラム
ハッピー☆マテリアル アルトサックス シンセリード オカリナ シンセベース ブラス D・ギター1 D・ギター2 E・ドラム
世界に一つだけの花 クラリネット パンフルート ピックベース ストリングス フォークギター1 フォークギター2 ボンゴセット ロックドラム
リライト ハーモニカ ピックベース D・ギター1 D・ギター2 D・ギター3 D・ギター4 ロックドラム
Starry Heavens ソプラノサックス コーラス ピックベース D・ギター ピアノ1 ピアノ2 ストリングス ロックドラム
あずさ2号 ビブラフォン E・ピアノ A・ベース トランペット ピアノ ストリングス コト ロックドラム
天体観測 バイオリン ピックベース D・ギター1 D・ギター2 D・ギター3 E・ギター1 E・ギター2 ロックドラム
青いベンチ ハーモニカ ピックベース フォークギター1 フォークギター2 フォークギター3 フォークギター4 ピアノ ロックドラム
日本ブレイク工業社歌 アルトサックス ピックベース D・ギター1 D・ギター2 ブラス1 ブラス2 ストリングス ロックドラム
ツバサ アルトサックス シンセリード ピックベース ピチカート D・ギター1 D・ギター2 ロックドラム
月光花 バイオリン ピックベース ピアノ ロックギター ストリングス1 ストリングス2 ストリングス3 ロックドラム
Dragostea Din Tei ファミコン シンセベース コーラス シンセリード ストリングス コト ボンゴセット シンセドラム
ラヴ・パレード ストリングス アルトサックス ピックベース D・ギター1 D・ギター2 D・ギター3 ロックギター ロックドラム
マツケンサンバ　パート2 スチールドラム ピックベース フルート1 フルート2 ブラス フォークギター ストリングス ロックドラム
スターウルフのテーマ トランペット ストリングス1 トロンボーン ストリングス2 ホルン コントラバス ティンパニー ガクダンセット
新鬼ヶ島 やまへのみち ファミコン1 ファミコン2 ファミコン3 ファミコン4 シンセドラム
キャッチタッチヨッシー フルート1 フォークギター1 フォークギター2 フォークギター3 フルート2 ビブラフォン ボンゴセット1 ボンゴセット2
アシュリーのテーマ オーボエ ブラス チューバ トランペット トロンボーン クラリネット ビブラフォン ガクダンセット
どうぶつの森+ タイトル ピアノ1 ピアノ2 ピアノ3 ピアノ4 ボンゴセット ロックドラム
ジャングルビートのテーマ パンフルート トランペット ブラス1 ブラス2 E・ピアノ ピックベース ボンゴセット ロックドラム
マリオ64 スライダー バイオリン ハーモニカ パンフルート A・ベース フォークギター1 フォークギター2 ロックドラム
ファミ探 あゆみのテーマ シンセベル ピッコロ ストリングス1 E・ピアノ1 ストリングス2 E・ピアノ2 A・ベース ロックドラム
ヨッシーアイランド バイオリン1 バイオリン2 シンセリード マリンバ ピックベース シンセドラム

曲名 パート1 パート2 パート3 パート4 パート5 パート6 パート7 パート8

大合奏！バンドブラザーズ
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パート一覧


