
楽曲・楽譜作成料金一覧/Commission & Fee

・編曲サービス料金
・採譜サービス料金
・楽譜浄書/楽譜制作サービス料金
・オリジナル曲〜作曲委嘱（※条件付き）

・ご依頼から納品までの流れ
・特定商取引法に基づく表記

●編曲サービス料金
管弦楽、吹奏楽、室内楽や独奏を始め、ポピュラーバンド、古楽器(洋・邦)、民族音楽等の特殊な楽器まで、
様々な編成の編曲を行っております。初級者からプロレベルまで、レベルやニーズに合わせた楽曲をアレン
ジいたします。

演奏時間 3 分程度 演奏時間 5 分程度 5 分以上の楽曲

管弦楽・吹奏楽
大編成作品

￥120,000〜 ￥180,000〜 別途お見積もり

室内楽 A
(10 重奏以下)

￥  70,000〜 ￥  90,000〜 別途お見積もり

室内楽 B
(5 重奏以下)

￥  50,000〜 ￥  70,000〜 別途お見積もり

二重奏
(※伴奏楽器付きを含む)

￥  30,000〜 ￥  50,000〜 別途お見積もり

ソロ
(独奏)

￥  20,000〜 ￥  30,000〜 別途お見積もり

ポピュラーバンド編成
(3〜5 パート程度)

￥  40,000〜 ￥  60,000〜 別途お見積もり

邦楽器・民族楽器を含む
特殊な編成またはソロ

別途お見積もり 別途お見積もり 別途お見積もり

・全て税込み料金となっております。
・演奏時間や楽曲レベル、編成、使用用途により料金が変動いたします。
・譜面は「フルスコア＋パート譜」での納品となります
（※スコア＆パート譜作成料金は編曲料金に全て含まれます）。
・編曲許可申請を伴う場合に関して当方では請け負いませんのでご了承ください
　その際には依頼主側での申請をお願い申し上げます。
・買取契約(※権利譲渡) をご希望の場合、別途お見積もりとなります。
・音声データ(サンプル音源)  は付属しません。
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●採譜サービス料金
単旋律・多重旋律から小規模アンサンブル等の採譜楽譜の作成を行っております。
楽曲内容、難易度、編成数によって変動しますので詳細に関してはお問い合わせください。下記料金は一般
的なポップスやボーカルメロディーの場合の目安です。ジャズやクラシック系など難度の高い楽曲について
は割り増し料金になります。

演奏時間 3 分以内 演奏時間 5 分以内 以降 1 分プラスにつき

単旋律楽器
(管楽器、ヴォーカル、
コーラスパート等)

￥  3,000〜 ￥  5,000〜 ￥1,000

和音楽器
(ピアノ、ギター他)

￥  7,000〜 ￥ 10,000〜 ￥1,500

弾き語り・アンサンブル
(ピアノ、ギターなどの弾
き語りや 4 重奏程度のバ
ンド、室内楽等)

￥10,000〜 ￥ 12,000〜 ￥2,000

※上記の採譜料金に「ページ作成料金」が加算されます。

単旋律楽器 和音楽器　 弾き語り・アンサンブル

ページ作成料金
(楽譜浄書料金)

１ページにつき
￥1,000

１ページにつき
￥2,000

１ページにつき
￥2,500

※オプション記譜の選択が可能です。

オプション記譜 ・歌詞
・コードネーム
・ピアノペダル記号
・ギター/ベース TAB 譜
・ギター/ベース運指番号
・その他の必要な記号等

１ページにつき
￥500

※聴音難度により追加料金がかかる場合があります。

採譜難度〜追加料金 楽曲によって、採譜レベルを
A(最高難度)　B(高難度)　C(難)　D(やや難) で判断し、
＋￥4,000〜￥20,000 の追加料金がかかることがあります。

採譜難度追加料は「聴き取りの難しさ」を基準にしますので、演奏レベルの
難易度を示すものではありません。
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・全て税込み料金となっております。
・採譜にはページ当たりの浄書譜作成料金が加算されます。
・オプション記譜に関しては複数選択（コードと TAB 譜等）をしても１ページ当たりの料金は同じです。
・資料(参考楽譜等) が必要な場合、実費が加算されます。
・音声データ(サンプル音源)  は付属しませんが、ご希望であればピアノ音によるガイド音源を作成いたしま　
　す。その場合は別途料金￥1,000 が加算されます。

●楽譜浄書/楽譜制作サービス料金
楽譜全般のコンピュータ浄書、移調譜/リードシート等の作成から手書き写譜まで、各種楽譜制作を行ってい
ます。見やすく使いやすい楽譜の制作を心がけています。

１ページあたり

管弦楽・吹奏楽（１管編成/B 編成以上） ￥4,000〜
室内楽 A（20 パート以内） ￥3,000〜
室内楽 B（10 パート以内） ￥2,000〜
室内楽 C（5 パート以内） ￥1,500〜
ソロ（独奏） ￥2,000〜
パート譜 ￥1,000〜
移調譜 ￥   500〜
リードシート ￥1,500〜
バンドスコア（５パート程度） ￥2,500〜
手書き写譜（パート譜のみ） ￥1,500〜

・全て税込み料金となっております。
・楽曲規模や難易度によって変動いたします
・スコア譜とパート譜の両方が必要な場合は個別の料金が発生いたします。
・パート譜に関しては１楽器につき最低１ページとして算定いたします。例えばページの半分以下で
　終わってしまっても１ページ分として計算いたします。
・手書きの写譜をご希望の場合は原稿の郵送扱い(PDF 等のデジタルデータ化はしません) となりますので
　送付先をお知らせください。
・全て買取契約(※権利譲渡) の価格です。
・音声データ(サンプル音源)  は付属しません。
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●タブ譜変換・書き換えサービス料金

ギター、ベースを始めとするフレット楽器の五線譜をタブ譜へ書き直したタブラチュア楽譜の作成を行って
おります。楽曲内容、難易度、パート数によって変動しますので詳細に関してはお問い合わせください。
ジャズやクラシック系など難度の高い楽曲については割り増し料金になります。

※特殊な楽器（バンジョー、マンドリン、リュート、ビオラ・ダ・ガンバ等）に関しては要ご相談とさせて
頂きます。

▶対象楽器
ギター（クラシック、フォーク、エレキ、※多弦楽器に対応）
ベース（エレキ等、※多弦楽器に対応）
ウクレレ

演奏時間３分以内 演奏時間５分以内 以降１分プラスにつき

タブ譜のみ ￥　2,000〜 ￥  ３,000〜 ￥　1,000
タブ譜と五線譜 ￥　3,000〜 ￥　4,000〜 ￥　1,000
タブ譜＋五線譜＋(メロ
ディー譜〜等)

   ￥　4,000〜　 ￥　5,000〜 ￥　1,500

※上記の採譜料金に「ページ作成料金」が加算されます。

タブ譜のみ タブ譜と五線譜　 タブ譜＋五線譜＋(α)

ページ作成料金
(楽譜浄書料金)

１ページにつき
￥1,000

１ページにつき
￥2,000

１ページにつき
￥3,000

※オプション記譜の選択が可能です。

オプション記譜 ・運指番号（※五線譜付　　
　きの場合）
・コードネーム
・その他の必要な記号等

１ページにつき
￥500

・全て税込み料金となっております。
・楽曲規模や難易度によって変動いたします。
・タブラチュア譜は符尾や連桁が記載される日本式によります。
・オプション記譜に関しては複数選択（運指とコード等）をしても１ページ当たりの料金は同じです。
・音声データ(サンプル音源)  は付属しません。
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●オリジナル曲〜作曲委嘱の料金

オリジナル楽曲の作曲に関しましてはすべて作品委嘱という形になります。編成や使用楽器に制限はありま
せんが、編成の規模、内容によっては制作に半年から１年程度のお時間をいただきますことご了承ください。

すべての楽器編成またはソロ 別途お見積もり

・演奏時間や楽曲レベル、編成、使用用途により料金が大きく変動いたします。
・譜面は「フルスコア＋パート譜」での納品となります（※スコア＆パート譜作成料金は作曲料金に
　全て含まれます）。
・オリジナル作品の著作権、監理はすべて作曲者(穐吉馨) に帰属します。
・買取契約(※権利譲渡) はありません。

❊ご依頼から納品までの流れ❊

・お問い合わせフォームよりご希望の作成サービス（編曲や浄書譜制作等）と詳細（編成など）をご連絡下
　さい。こちらかお見積もりと全サービス内容の「料金表（PDF）」を折り返しお送りします。

・その他、複雑な曲である、または簡易な曲であるなど、値引きも含めた特別な事情がある場合は、原譜ま　　　　　　　　　　　　　
　たは内容を拝見の上、その都度打ち合わせとさせて頂きます。

・ご希望の納期をお知らせ下さい（※編曲・浄書制作共に、ソロ/室内楽の場合は 10日前後。大編成の場合
　には最低１ヶ月程度のお時間を頂きます）。

・すべての打ち合わせが終了後に作業に入らせて頂きます。

・作業終了のお知らせと共に確認のための PDF ファイルをお送りしますので内容をご確認下さい。問題点　　　
　があれば修正いたします。全ての確認が終了次第、料金のご請求をメールにて行わせていただきます。

・完成した楽譜は原則 PDF ファイルのメール添付によって行いますが、ご希望であれば印刷譜の郵送も可　
　能です（PDFデータも付属）。その場合は製本していない状態での発送になりますのでご了承ください
  (※フルスコアは両面印刷か片面印刷をご指定ください。印刷譜における追加料金はいただきません) 。

・料金のお支払いは指定口座へのお振込にてお願いしております。
　【ご注意】恐縮ながら、送金の手数料は依頼者様ご負担となりますのでご了承ください。

・誤記や不都合な箇所があった場合にはいつでも修正いたします。追加料金はいただきません。
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❊高額のお取り引きに関する注意点、その他❊

・双方の合意によるお見積もり料金が 10万円以上に亘るご依頼に関しましては、お見積もり金額の 50％
（半額）を前金としてお支払い頂いた後の作業開始となりますことをご承知ください。

・双方による契約合意において、料金お支払いに関する契約不履行（支払い拒否等）が認められた場合は厳　
　正なる法的処置を行いますのでご注意願います。

- 特定商取引法に基づく表記 -
事業者 ヤブヤ　カオル

運営統括責任者名 穐吉　馨 

郵便番号 080-0028

住所 北海道帯広市西18条南5丁目 11-9

電話番号 0155-99-6065

サービス名 楽譜制作KAP音楽工房

公開メールアドレス yosiwo_1984@yahoo.co.jp

ホームページアドレス http://bach-fuga.seesaa.net/ 

お支払い方法/口座 銀行振込〜北洋銀行/本店営業部/普通口座
　　　　　　　   0501-028-1519012-0

お支払い期限 １週間（※厳守）
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