
葬送オリジナルBGM

Anthology
アンソロジー

大規模葬から少人数での見送りまで、荘厳さの演出から穏やかな雰囲気づくりまで！
葬祭のあらゆるシチュエーションにマッチする曲たちがここにある！

綜合ユニコム 「葬送BGM-CD」のご案内

Webサイトの本商品紹介ページにてサンプルの試聴ができます。

葬送BGMの新たなレパートリーが登場！
式場担当も、司会者も、これでマンネリに悩むことなし！

■CD10枚組（全108曲）
■50,000円+税
■監修：㈲エムシープロデュース　

■CD10枚組（全108曲）
■定価：本体50,000円+税
■監修：㈲エムシープロデュース　

2017年2月発
刊

試聴できます！

※本商品には弊社の既刊CD商品・㈲MCプロデュースの既刊CD商品の楽曲も一部収録されています。あらかじめご了承ください。

葬儀司会者に好評のピアノに
よる楽曲集。アナウンスやナ
レーションのBGMばかりでなく、
多様化する式の趣向・演出にも
様々なバリエーションで対応。

既刊オリジナルBGMの流れを
汲むシンセ中心の新曲集。
Disc9・10と合わせ、一貫性ある
曲調で構成されており、会場や
施行に統一感を持たせます。

アコースティックギター中心の
Disc7と、多様な音色・曲調の
人気BGM集Disc8で、これまで
にない演出や新たな用途への
活用も可能に！

1曲8分以上の長めの曲で構成
され、式場、メモリアルコーナー
および館内BGMとして終日の
リピート使用も想定した、厳粛
かつ華やかなシンセ音源中心
の楽曲集。

【Disc 1】 ［38:48］

Piano Live
Current  「カレント」
【Disc 2】 ［44:34］

Piano Live
Revival  「リバイバル」

【Disc 3】 ［74:37］

Message  「伝言」

【Disc 4】 ［66:58］

Promise  「約束」

童謡や唱歌、スタンダードナン
バーやクラシック曲などのアレ
ンジバージョンで構成。楽曲の
イメージが司会表現・空間演出
をサポートします。

【Disc 5】 ［60:15］

Old days  「オールドデイズ」

【Disc 6】 ［69:18］

History  「ヒストリー」

【Disc 7】 ［69:30］

Think  「想」

【Disc 8】 ［48:16］

Link  「環」

【Disc 9】 ［71:41］

Gift  「贈り物」

【Disc 10】 ［73:18］

Reply  「返信」

CD10枚を高さ190ミリ×幅135ミリ×厚さ33ミリ
のケースでコンパクトに収納。音響卓やCDデッキ
近くでの保管に場所を取りません。司会専門担当の
方も手軽に持ち運びができます。

綜合ユニコム 検索

1． 既刊「ピアノBGM」「オリジナルBGM（ピアノ編・癒し編）」「母のうた・希望のうた」「葬送オリジナルBGM 
 メモリアル／エターナル」それぞれの流れを汲む最新オリジナル楽曲群が集結！
2． 加えて、シリーズ初期の名作司会BGM音源（2000年発表「ピアノライブ」）を復刻！
3． 施行のない日の館内BGM、会館ロビー等の待合スペース、事前相談サロン、キッズルームなどにも適した、
　 落ち着きのある多様な音源、曲調の新曲を多数収録。

4．演出を妨げることのないよう、スピードで抑揚に留意して制作。また、用途ごとに1枚通して使用できます。
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　　　　　　　Webサイトの
本商品紹介ページにてサンプルの
試聴とお申込みができます。

当商品はＷｅｂからもご注文いただけます（http://www.sogo-unicom.co.jp）｡併せて弊社業務内容のご紹介と刊行物・セミナー等の商品検索がご利用いただけ
ます｡また、メールマガジン「綜合ユニコム通信」を毎週配信しておりますので、是非メールアドレスをご登録下さい｡登録はフロントページにございます｡

葬送オリジナルBGM「ANTHOROGY（アンソロジー）」購入申込書

支払金額 合計 円を下記により支払う　

所属・役職

TEL FAX

E-mail アドレス

会社名
（フリガナ）

所在地

貴社業種

（フリガナ）
氏　名

支払方法 現金書留月 日 ／ 振込人名義（　  　　　　 ）
〒

銀行振込

印

※綜合ユニコム㈱の個人情報保護方針についてはこちらをご参照下さい。http://www.sogo-unicom.co.jp/company/privacy/index.html ④○0320170001-050-01B

商品の内容に関するお問合せは、
http://www.sogo-unicom.co.jp

［お支払い方法］

● 口座名 綜合ユニコム株式会社
 普通預金 1572620
● 銀行名 みずほ銀行 銀座支店
※返品は承りかねます。あらかじめご了承の上、
　お申込み下さい。

TEL 03-3563-0025 [販売管理部]

TEL 03-3563-0099 [企画事業部]

□ 葬送オリジナルBGM「ANTHOROGY」（CD10枚組）　＿＿＿セット

※音声不良の場合を除き、返品は承りかねます。
　ご了承の上、お申込み下さい。

（定価：本体50,000円+税）

0120-05-2560お申込み専用フリーダイヤルFAX
下記の申込書に必要事項をご記入の上、FAXにて弊社までお送り下さい。
左記ＦＡＸ番号が通じない場合は、FAX03-3564-2560におかけ直し下さい。また弊社
ホームページ（http://www.sogo-unicom.co.jp）・電話・郵送でのお申込みも承ります。

申込書の全ての欄にご記入をお願いします。な
お、ご記入いただきました個人情報は、当社の
商品のご案内ならびにアンケート等の送付のた
めに利用させていただき、それ以外には使用い
たしません。今後、当社からのご案内等を希望
されない場合は、名簿を削除いたしますので、
ご一報下さい。

申込書を受け付け次第、商品と一緒に「請求書」
と「指定振込用紙」をお送りいたしますので、銀行
振込か現金書留でお支払い下さい。

「葬送BGM-CD」のご案内

〒104-0031 東京都中央区京橋2-10-2 ぬ利彦ビル南館

■ 収録内容
本作は葬儀司会のナレーション・アナ
ウンス向けのBGMをはじめ、開式前・
開式後などの葬送儀礼周辺のシーン
や、式場ロビー、控室、寝室といった目
的別の空間、さらに日常の葬祭会館、
相談サロン、消費者向けセミナー会場
などのBGMといった、葬送に関わるあ
らゆるTPOに対応した楽曲集です。
オリジナル楽曲集「ピアノBGM（2003
年）」「オリジナルBGM（05年）」「母の
うた・希望のうた（06年）」、「メモリアル
／エターナル（10年）」の流れを汲んだ
新曲や、既発表の評判の曲、そして、さ
らに使用場面の可能性を拡げる楽曲
を加えた、全108曲を集大成としてリ
リースいたします。

Anthology アンソロジー葬送オリジナルBGM

ThinkDisc 5
「オールドデイズ」

Old days

誰もが知っている懐かしの楽曲群。
落ち着いたニューアレンジに乗せて
親しみ溢れるナレーションを

［60:15］

Disc 6
「ヒストリー」
History

生い立ちナレーションや友人による
お別れの言葉でのBGMなどで、
時代や想い出の共有をアシスト

［69:18］

Disc 7
「想」

大切な人へ。じっくりと思いを
馳せる時間に流れる、
アコースティックギター中心の楽曲

［69:30］

Disc 8
「環」

Link

どこかの現場で聞いたかもしれない、
MCプロデュース発表の
多様な音色・曲調の人気BGMを集約

［48:16］

Disc 9
「贈り物」

Gift

生花祭壇やメモリアルコーナーに
マッチする、厳粛かつ華やかな
シンセ音源中心の楽曲集

［71:41］

Disc10
「返信」

Reply

式や司会はもちろん、会館見学会も
心地よく。施設の印象アップを
音楽でサポート

［73:18］

MessageDisc 1 Piano Live

「カレント」
Current

多様化する式の趣向・演出に
様々なバリエーションで対応する
ピアノBGMの最新版

［38:48］

Disc 2 Piano Live

「リバイバル」
Revival

数々の施行現場で実証済み。
司会ナレーションに合わせやすいと
評判のPiano Live（2000年）を復刻

［44:34］

Disc 3
「伝言」

シンセ中心の濃厚な曲達から、
お気に入りの1曲を。司会のBGM
だけでなく、控室や会食時にも

［74:37］

Disc 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

スカボロー・フェア［5:46］
スワニー河［4:26］
ケンタッキーの我が家［3:34］
アメイジング・グレイス［4:26］
グリーンスリーブス［4:06］
私のお父さん［6:15］
悲愴 ］74:4［）ンベートーベ（
カノン ］23:4［）ルベルェフッパ（
アヴェ・マリア ］63:5［）ーノグ（
一日の終わり［4:24］
帰れソレントへ［4:13］
金髪のジェニー［3:50］
アヴェ・マリア（シューベルト）
［4:20］
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6.
7.
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きらきら星［3:39］
Are you sleeping［3:57］
大きな古時計［4:29］
ちょうちょう［4:53］
故郷［5:47］
荒城の月［6:53］
宵待草［6:30］
おぼろ月夜［5:13］
浜辺のうた［5:10］
夕焼け小焼け［6:49］
峠の我が家［5:37］
夢路より［4:55］
仰げば尊し～蛍の光［5:26］

魂揺（タマユラ）［5:02］
微心（ミシン）［4:28］
終訪（ツイトウ）［7:45］
想片（カケラ）［7:47］
遠振（エンシン）［6:28］
心映（シンエイ）［5:12］
穏景（オンケイ）［7:26］
琴音（キンノン）［6:33］
送弔（ソウチョウ）［4:35］
涙色（ルイミナ）［6:39］
彩再（アヤサイ）［7:35］

静寂の朝［3:25］
悲しみの息吹［2:02］
悠久［2:57］
あなたを想えば［3:17］
届かない気持ち［3:14］
心の扉［3:07］
共に歩んで［3:28］
覚めない眠り［3:14］
幻想［3:27］
涙で霞んで［3:09］
また会いたくて［3:43］
光を探して［2:55］
一つの希望［3:27］
レクイエム［3:28］
あなたとの思い出［3:23］

銀色の心［9:41］
大地の鼓動［8:44］
生命のハーモニー［8:27］
時を越えた光［9:10］
街の灯り［8:37］
夢のしじま［9:07］
祈り［9:07］
まばゆい命［8:48］

とこしえに［9:50］
虹色の午後［9:24］
甘い夢［8:40］
森の吐息［8:59］
思い惑う日々 ［8:25］
宇宙の鼓動［9:17］
金色の海［8:28］
星の砂［10:15］

静かな記憶［5:10］
微かな揺らめき［3:57］
悲しい移ろい［4:55］
揺籃の呟き［3:59］
後追いの記憶［5:59］
星の煌めき［4:51］
過去のささくれ［5:31］
出会いのさざ波［4:26］

時の流れ［4:23］
溢れる懐かしさ［4:43］
振り返って［4:46］
天空の彼方［4:27］
垣間見えて［4:22］
煌く海［4:22］
季節を渡る風［4:27］
永遠の営み［5:15］
終わりなき連鎖［4:04］
旅立ちと共に［3:45］

あの空へ Part1［7:00］
愛の破片［8:41］
Toward to future［6:03］
風の調べ［8:10］
雨の後に咲く花［6:31］
面影人［6:26］
風の花［6:00］
煌めきの中へ［6:11］
共に歩む日々 ［5:02］
雪降る街［5:09］
あの空へ Part2［9:24］

If I can see you［5:52］
懐かしき日々 ［5:48］
Your Love［6:22］
愛の雫［8:25］
風の道［4:30］
君に捧ぐ詩［7:10］
星屑［4:59］
天の川［6:01］
花の舞［4:21］
星月夜［5:40］
地平の光［7:50］

「約束」
Promise

宗教者中心の式から形式にとらわれ
ないお別れ会までをイメージ。
進行の中でも存在感ある楽曲集

［66:58］

http://www.sogo-unicom.co.jp/
または　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　へ検索綜合ユニコム


