平成 30 年 12 月 10 日

ロックマン X 25 周年記念 シリーズ BGM 楽譜化＆音源化
および 商品化リクエスト募集開始のお知らせ
GM ストア株式会社
GM ストア株式会社はロックマン X(株式会社カプコン, 1993)発売 25 周年を記念し、株式会社カプコン様の
ご協力の下、シリーズ BGM 最大 395 曲を対象に楽譜化及び楽譜の音源化を進め、制作済みロックマン X バンド
版及びピアノ版の各商品について 2018 年 12 月 17 日より弊社サイト上にてダウンロード販売を開始いたしま
す。MP3 音源は 2019 年 1 月 31 日まで 25 周年特別価格 2500 円(税抜)で提供いたします。今後に制作する一
部商品についてはファン投票によって商品化対象曲を決定いたします。
商品化対象のゲームタイトル・楽曲数・楽器構成・発売方針などは以下の通りとなっております。
タイトル名

曲数

ピアノ版

バンド版

アンサンブル版

ロックマン X (SFC)

34

2018/12/17 発売

2018/12/17 発売

ロックマン X2 (SFC)

32

ロックマン X3 (SFC)

34

ロックマン X4 (PS)

42

ロックマン X5 (PS)

38

ロックマン X6 (PS)

25

ロックマン X7 (PS2)

41

ロックマン X8 (PS2)

51

イレギュラー

41

ファン投票にて
順次発売
(2019 年～2020 年初旬)

最大 10 曲を選出

随時制作

2019 年中に発売予定

ハンターX (PSP)
ロックマン X

57

コマンドミッション(PS2)
合計


395

関連ページ

シリーズ総合ページ

https://gmstore.co.jp/music/rockmanx-series.html

ロックマン X 専用ページ https://gmstore.co.jp/music/rockmanx.html
リクエスト募集ページ


https://gmstore.co.jp/request

楽器別の商品情報

1. ピアノ版
ロックマン X のピアノ版商品情報は以下の通りです。価格は全て税抜表示です。
ROCKMAN X / MEGAMAN X 25th Anniversary Piano Score & Music (34 曲収録)
制作者情報(楽譜・音源)

サカモト教授(メイン) / K2 出版 市原雄亮(補助)

ピアノスコア(PDF)

4000 円

ピアノ音源(MP3・320kbps)

2500 円※

ピアノ音源(WAV・24bit)

4000 円
※期間限定 25 周年特別価格

2. バンド版
バンド版は鑑賞向けと演奏向け、お客様の用途に合った商品をご用意いたします。


バンド版 鑑賞向け
・ 楽譜通り進行する楽譜準拠の音源
・ 原曲サウンドトラックに合わせループ後にフェードアウトする原曲準拠の音源
・ それぞれ MP3(320kbps)・WAV(24bit)からご選択可能



バンド版 演奏向け
・ 以下２つをギター１、ギター２、ベース、キーボード、ドラムのパート別にセット商品としてご用意
・ パート音源をミュートした伴奏用音源
・ パート音源だけの参考用ソロ音源
バンド版商品情報は以下の通りです。価格は全て税抜表示です。

ROCKMAN X / MEGAMAN X 25th Anniversary Band Score & Music
制作者情報

K2 出版(楽譜)、TAK(音源・楽譜補助)

演奏用 バンドスコア(PDF)
バンド音源(MP3)
鑑賞用

4000 円
-楽譜準拠-

2500 円※

バンド音源(WAV) -楽譜準拠- 34 曲収録

4000 円

バンド音源(MP3)

2500 円※

-原曲準拠-

バンド音源(WAV) -原曲準拠-

4000 円

ギター1

ギター１パートを含む 33 曲×２種を収録

2500 円

伴奏音源(MP3)

ギター2

ギター２パートを含む 11 曲×２種を収録

1500 円

＆

ベース

ベースパートを含む 33 曲×２種を収録

2500 円

キーボード キーボードパートを含む 31 曲×２種＋ソロ 1 曲を収録

2500 円

演奏用

ソロ音源(MP3)

ドラム

ドラムパートを含む 31 曲×２種を収録

2500 円
※期間限定 25 周年特別価格

3. アンサンブル版
アンサンブル版のリクエスト募集企画情報は以下の通りです。
募集期間

2018 年 12 月 17 日 12 時ごろ(日本時間) ～ 2019 年 5 月 31 日 23:59(日本時間)

募集曲数

全 395 曲から最大 10 曲

募集方法

リクエスト募集フォームより

企画特徴

弊社ロックマン X シリーズ関連商品をご購入の方は金額分が投票に反映されます。
例：1000 円分をご購入で 1000 票を計上

発売時期・商品情報

2019 年中に決定次第、弊社よりご報告

その他詳細情報

https://gmstore.co.jp/request

その他情報



ピアノ版、バンド版の楽譜・音源サンプルや、バンド版の楽曲毎のパート情報・アウトロ有無は弊社サイトに
て公開しております。
各商品の 制作状況は、弊社サイト上や 弊社からの メール配信 (登録ページ： https://gmstore.co.jp) 、
Twitter(@gm_store_corp)などにて、随時情報発信してまいります。
本件に関するお問い合わせ先



企業名

：GM ストア株式会社

担当

：品川

メールアドレス：contact＠gmstore.co.jp


参考商品画像

バンドスコア表紙(左)とピアノスコア表紙(右)

表紙は合計 7 パターンご用意
以上

