新刊案内 2019年6月

※表示された金額はすべて『本体価格』です。

なお予定価格となりますので、変更となる場合がございます 。

ポピュラーピアノ教本・曲集

クラシックピアノ教本・曲集・連弾・ドリル・ワーク・ソルフェージュ・他
4977524163114

¥200

6月

ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

中高年のためのピアノ入門 指の体操（５）

4532679240518

¥1,200 6月

ﾌﾟﾘﾏ ＡＫＴＡ－１Ａ 卓上おんがくのひょう１ 【価格改定版】返品不可

4573345450169

¥4,500

下

ｼﾝｺｰM

ハイ・グレード・ピアノ・ソロ ジャズ・スタンダード名曲選

4997938037368

¥2,500 23日

ＡＫＴＡ－２Ｂ 卓上おんがくのひょう２ 【価格改定版】返品不可

4573345450176

¥4,500

下

ピアノ・ソロ 本当に弾きたいスタジオジブリ人気曲ランキング３０

4997938036873

¥1,800 29日

ＰＲＦＧ－４５７ 月謝袋 あめ【発注単位：１０枚】返品不可

4941216912908

¥35

中

やさしいＰソロヒット曲ではじめる！初心者ピアノ～ジブリ人気ソング

4997938037429

¥1,800

ＰＲＦＧ－４５８ 月謝袋 キャッスル【発注単位：１０枚】返品不可

4941216912915

¥35

中

やさしいＰソロヒット曲ではじめる初心者Ｐバラードソング

4997938037450

¥1,800 ７/上

ＰＲＦＧ－４５９ 月謝袋 たてもの【発注単位：１０枚】返品不可

4941216912922

¥35

中

やさしいＰソロヒット曲ではじめる初心者Ｐ弾いておきたい定番５０

4997938037382

¥2,200

下

ＰＲＦＧ－４６０ 月謝袋 楽器（３）【発注単位：１０枚】返品不可

4941216912939

¥35

中

やさしいＰソロ知ってる曲ではじめる大人のＰ人気定番レパートリー

4997938037443

¥2,400

下

ＰＲＦＧ－４６１ 月謝袋 ファッション【発注単位：１０枚】返品不可

4941216912946

¥35

中

Ｐソロ 令和元年度人気ヒットソングあつめました。

4997938037399

¥1,800

中

ＫＭＰ やさしくひけるＰソロ 小学生がひきたいクラシック

4513870045096

¥1,600

中

Ｐソロ 大人のイージーリスニング大全集

4997938037412

¥2,600

中

カワイ Ｍｉｙｏｓｈｉ Ｐメソード ３２の練習曲

4962864901618

¥1,400

下

やさしいＰソロ スタジオジブリ大全集 保存版

4589496593402

¥2,000 6月

Ｍｉｙｏｓｈｉ Ｐメソード ２７の練習曲

4962864901625

¥1,500

下

ワンランク上のＰソロ 宮崎駿＆スタジオジブリベスト５０

4589496593433

¥2,000 6月

4514142149375

¥1,200

中

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース５５ 虹

4589496593440

¥700

6月

ドレミ・クラヴィア・アルバム ムソルグスキー「展覧会の絵」全曲集

4514142149351

¥1,200

中

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース５６ ｓｔｏｒｉａ

4589496593457

¥700

6月

ドレミ・クラヴィア・アルバム ソナタ・アルバム（１）

4514142149368

¥1,600

中

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース５７ 川べりの家

4589496593464

¥700

6月

Ｐソロ・連弾 ＤＥＥＭＯ ピアノコレクション

4947817282778

¥2,500

中

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース５８ ハルノヒ

4589496593471

¥700

6月

おんがくのーと２だん（新版みんなのｵﾙｶﾞﾝﾋﾟｱﾉの本【発注単位：５ 返品不可

4947817282907

¥250

下

ワンランク上のＰソロ 大集合！こどもの人気ソング

4589496593396

¥1,800 6月

下

これなら弾ける 超・簡単ピアノ初心者おとなの名曲１００曲集

4589496593419

¥2,000 6月

ＣＤ＋楽譜集 上級ピアノ・サウンズ ポピュラー

4589496593426

¥2,000 6月

ハイグレードアレンジ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ／Pｿﾛｾﾚｸｼｮﾝ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

4562282994720

ﾋﾞﾊﾞﾘｰ

ＳＬ－２１９ 金メダル ごほうびシール【発注単位：１０枚】返品不可

ドレミ バイエル前半程度からソナチネ程度 ピアノ発表会プログラム

ヤマハ

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

下

おんがくのーと４だん（新版みんなのｵﾙｶﾞﾝﾋﾟｱﾉの本【発注単位：５ 返品不可

4947817282914

¥250

再

おんがくカラードリル 入門編 １

4947817265481

¥950

販

おんがくカラードリル 入門編（２）

4947817265450

¥950

¥1,800

下

予

おんがくカラードリル 基礎編（１）

4947817259534

¥950

ハイグレードアレンジ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ／Pｿﾛｾﾚｸｼｮﾝ ﾌﾟﾗﾁﾅ

4562282994737

¥1,800

下

定

おんがくカラードリル 基礎編（２）

4947817258001

¥950

やさしいＰソロ こどもの元気いっぱい応援ソング

4562282994744

¥1,800

下

あ

中級編１ おんがくカラードリル

4947817206095

¥950

ＰＰ１５８４ ＰＲＥＴＥＮＤＥＲ／ＯＦＦＩＣＩＡＬ髭男ＤＩＳＭ

4533248040072

¥600

上

り

中級編２ おんがくカラードリル

4947817206101

¥950

ＰＰ１５８６ 君に届くまで／LITTLE GLEE MONSTER

4533248040096

¥600

中

〼

中級編３ おんがくカラードリル

4947817206118

¥950

4513870045089

¥2,000

中

4510993589001

¥4,500

中

やさしく弾けるＰソロ 童謡・抒情歌集〈新装版〉

4513870045102

¥1,800

中

4510993588707

¥1,600

下

Ｐソロ好きな曲からはじめるやさしいスタンダードジャズ

4513870045065

¥2,000

中

4582394252389

¥1,400

中

やさしく弾ける カーペンターズ Ｐソロアルバム

4513870045058

¥2,000

中

4582394252556

¥5,600

中

Ｐコーラスピース 上を向いて歩こう／見上げてごらん夜の星を

4513870045041

¥700

中

4520956204865

¥1,300 ６月

すぐ弾けるはじめてのひさしぶりの大人のピアノ［元気が出る応援ｿﾝｸﾞ

4513870045072

¥1,700

中

スタンダードピアノテクニック（１）

4520956204858

¥1,200 ６月

ドレミ Ｐソロ おっさんずラブ／オリジナル・サウンドトラック

4514142149337

¥2,000 ７/上

ハノン スケール プチプレ

4520956204872

¥1,400 ６月

ナツメ シンプル！簡単！すぐに弾ける 保育のうた １２か月

音友 現代日本の音楽 ピアノ・コンチェルト［スコア］
［標準版ピアノ楽譜］ショパンプレリュード集 解説付き
学研 ぴあのどりーむ（８）
ぴあのどりーむ（８） ４冊新刊セット
共同 ソルフェージュテキスト 楽譜が読める歌える

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ﾌｪｱﾘｰ

ＫＭＰ ピアノといっしょに うたってたのしい！こどものだいすきソング

エレクトーン教本・グレード・曲集
ヤマハ

ヤマハ

9784816366611

¥1,600

上

Ｐソロやさしくひける最新アニメヒッツ２０１９

4947817282792

¥1,500

下

ＳＴＡＧＥＡ ＥＬで弾く(G8-6)(60)平成スペシャル

4947817282709

¥2,700

下

Ｐソロ 竹内まりや ベスト・セレクション

4947817250784

¥2,778

上

ＳＴＡＧＥＡEL&EL(16)（中上級）ＢＲＡＳＳ ＦＡＮ

4947817282655

¥2,300

下

いろいろなアレンジを楽しむパプリカ（同声二部合唱付）

4947817282198

¥1,000

下

ＳＴＡＧＥＡP&ｴﾚｸﾄｰﾝ(23)（中上級）ﾊﾟｰﾃｨ発表会にｵｽｽﾒﾚﾊﾟｰﾄﾘｰ2

4947817282426

¥2,300

下

Ｐソロ ビッケブランカＳｅｌｅｃｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｐｉａｎｏ

4947817282167

¥1,800

中

ＳＴＡＧＥＡアーチスト(G5-3)（３８）菅野よう子作品集

4947817282723

¥2,400

下

Ｐソロ Ｕｒｕ Ｓｉｎｇｌｅ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

4947817282204

¥1,800

中

ＳＴＡＧＥＡｵｰｹｽﾄﾗｻｳﾝﾄﾞで弾く(G7-6)(4)吹奏楽作品集ｱﾙｳﾞｧﾏｰ

4947817282730

¥2,200

下

Ｐソロ ｍａｒａｓｙ ＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎMARASY ORIGINAL SONGS

4947817282921

¥6,800

中

美しく響くＰソロ（中級）Ｊ－ＰＯＰヒッツ～Ｌｅｍｏｎ～

4947817282396

¥1,800

下

管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽
ヴァイオリンで奏でる定番レパートリー（カラオケＣＤ２枚付）

4997938100703

##### 7/上

Ｐソロおさえておきたい！２０１９年ベストヒット 上半期編

4947817282686

¥1,800

下

ヴァイオリンで弾きたい定番Ｊ－ＰＯＰあつめました。［保存版］

4997938100710

#####

Ｐソロやさしく弾けるおさえておきたい2019年ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ上半期編

4947817282693

¥1,800

下

フルートで奏でる日本のうた名曲選（カラオケＣＤ２枚付）

4997938202230

##### ７/上

Ｐソロ上級極上のPﾌﾟﾚｾﾞﾝﾂ上級ﾋﾟｱﾆｽﾄへ贈る人気映画の新定番30

4947817282815

¥2,400

下

フルートで吹きたい人気・定番Ｊ－ＰＯＰあつめました。［保存版］

4997938202223

#####

中

ＰソロPﾐﾆｱﾙﾊﾞﾑＮＨＫ連続テレビ小説「なつぞら」優しいあの子

4947817282884

¥600

下

SC-002ヴィオラ・ダ・ガンバ教則本 返品不可 (特約店受注店のみ可) 返品不可 (特約店受注店のみ可)

4571325246399

¥5,600

6月

もっと早く知りたかった ピアノが上達するコード・スケールの使い方

4514796023243

¥1,300

上

音友 上級者のためのヴァイオリン・テクニック

4510993588608

#####

下

4511005103413

¥2,400

中

共同 ピュアサウンズマンドリン 愛の挨拶

4520956204841

##### ６月

ジャズるピアノ～カフェ・クラシック～

4511005103420

¥2,400

中

全音 フルート 福士則夫：眠る島

4511005103451

#####

中

ジャズるピアノ～不朽の映画音楽～

4511005103437

¥2,400

中

フルート＆ハープ 福士則夫：カモメは岬を巡り

4511005103468

#####

中

メロディー譜 心あたたまる懐かしの名曲ﾍﾞｽﾄ515童謡唱歌のすべて

4511005103482

¥3,000

中

ﾎﾟｹｯﾄｽｺｱチャイコフスキー：交響曲第１番ト短調作品１３冬の日の幻想

4511005103505

#####

中

4524643101482

¥3,000 6月

ｼﾝｺｰM

リコーダーＪＰ

下

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器

自由現

全音 ジャズるピアノ～テレビＣＭでおなじみのジャズ～

歌・声楽･合唱・保育
ｵﾝｷｮｳ

合唱ピースＯＣＰ－１０４ 女声３部＆混声４部 夢をあきらめないで

模範演奏ＣＤ付 ウクレレ／癒しのモーツァルト

4562282994706

¥2,000

下

カワイ 信長貴富 混声合唱とピアノのための 静寂のスペクトラム

4962864920244

¥2,200

上

ウクレレでうたう ハワイアン・ソング・ブック～魅惑のﾌﾗﾐｭｰｼﾞｯｸ

4562282994713

¥2,200

下

市原俊明 混声合唱とピアノのための組曲 目をそらさずに

4962864920251

¥1,700

下

ＴＡＢ譜付スコア ウクレレ・マニア１５０とっておきのｿﾛｳｸﾚﾚ曲集

4562282994690

¥2,200

中

村下孝蔵定番！！昭和あたりのヒットソング 初恋 混声

4962864924457

¥700

下

大正琴 音のタイムカプセル（３） グループサウンズ

4909919321656

¥1,800

発売中

徳永洋明 合唱祭はこの一冊で！７分で歌える西洋音楽史？混声

4962864924853

¥1,300

下

4513870045126

¥2,000

中

徳永洋明 合唱祭はこの一冊で！７分で歌える西洋音楽史？女声

4962864922330

¥1,100

下

やさしく楽しく吹けるｿﾌﾟﾗﾉﾘｺｰﾀﾞｰの本【みんなが吹きたい曲大集合

4513870045133

¥2,200

中

信長貴富 女声合唱とピアノのための デフォルメとフュージョン

4962864925720

¥1,500

下

香川良子の篠笛レパートリー 篠笛でポピュラーを吹こう

4513870045140

¥2,400

中

服部公一 女声（童声）合唱のための くいしんぼ組曲 増補版

4962864925737

¥1,400

下

ドレミ 親指１本で弾く ウクレレで奏でる本格ジャズ・スタンダード２ＣＤ付

4514142149214

¥2,200

下

女声合唱 ５セレクション７０年代J-POP秋桜

4947817282846

¥1,500

下

メイツ もっと美しく奏でる 複音ハーモニカ 各種奏法マスターのコツ

9784780422023

¥1,660

中

女声合唱 ５セレクション６０年代J-POP学生時代

4947817282891

¥1,500

下

ヤマハ

超初級 初心者でもラクラク弾けるかんたんｿﾛｳｸﾚﾚ60

4947817282877

¥1,800

中

4510993589100

¥2,500

下

リコーダーＪＰ

RG-207ペジブル ソナタ 第１番ニ長調 返品不可 (特約店受注店のみ可)

4571325247938

¥1,200

6月

信長貴富 無伴奏混声合唱曲集 四つのソネット

4510993588905

¥1,500

上

ＲＰ Ｇ．フィンガー アルトリコーダーソナタト短調作品３－４ 返品不可 (特約店受注店のみ可)

4571325248003

¥1,800

6月

同声合唱のための編作業 若林千春うたの本〈春の小川〉

4510993588509

¥1,400

下

ＲＰ ヴァレンタイン アルトリコーダーソナタ ニ短調作品２－２ 返品不可 (特約店受注店のみ可)

4571325248027

¥1,800

6月

教芸 NEW SONG ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ同声編（４）僕はアスリート

4520681220482

¥1,200

下

ＲＰ Ｇ．フィンガー アルトリコーダーデュオソナタ 作品２－３ 返品不可 (特約店受注店のみ可)

4571325248201

¥1,800

6月

全音 ブラームス：１２の歌とロマンス［女声三部合唱編曲］

4511005103475

¥1,600

中

RF-041Ｃｌａｙ Ｉｍａｇｅｓ～リコーダー四重奏のための～ 返品不可 (特約店受注店のみ可)

4571325248041

¥2,800

6月

SR-105Ｊ．Ｂ．ルイエ アルトリコーダーデュオソナタ集 第３巻 返品不可 (特約店受注店のみ可)

4571325248157

¥2,800

6月

ｱﾙﾃｽ

合唱指揮者という生き方 私が見た「折々の美景」

9784865592030

¥1,800

上

4511005103444

¥1,500

中

ｵﾝｷｮｳ

ＣＤ付 認知症予防音楽療法 ジャズで楽しく認知症予防

4524643101475

¥3,000 6月

ｼﾝｺｰM

シャーロック・ホームズ トリビアの舞踏会

9784401647859

¥1,500 12日

Ｇスコア ザ・ベンチャーズ全集［ワイド版］

4997938161940

¥3,400 5日

椅子の中から 人間椅子３０周年記念完全読本

9784401646890

¥2,000 26日

ＢＳ ヨルシカ「だから僕は音楽を辞めた」

4997938358982

¥3,200 5日

ピンク・フロイド 全スタジオ・アルバム徹底検証

9784401647194

¥2,800 26日

ＧＰ２９０ まちがいさがし／菅田将暉

4533248040102

¥600

上

現役アナウンサーが教える あなたが輝く話し方入門

9784401647866

¥1,500 26日

ＢＰ２１４４ Ｐｒｅｔｅｎｄｅｒ／ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ

4533248039984

¥750

上

Ｖｅｎｕｓ Ｏｎ Ｖｉｎｙｌ 美女ジャケの誘惑

9784845633753

¥2,800 21日

ＢＰ２１４６ セツナの愛／ＧＲＡＮＲＯＤＥＯ

4533248040034

¥750

上

果物のひと皿

9784845633869

¥1,600 21日

ＢＰ２１４７ Ｒｅｍｅｍｂｅｒ Ｍｅ／MAN WITH A MISSION

4533248040041

¥750

上

サザンオールスターズ公式データブック1978-2019

9784845633616

¥2,500 25日

ＢＰ２１４８ ＦＬＹ ＡＧＡＩＮ ２０１９ ／MAN WITH A MISSION

4533248040058

¥750

中

松山三四六 全曲集

9784845633906

¥2,850 26日

ＢＰ２１４９ ＬＩＬＹ ／ラックライフ

4533248040065

¥750

中

ｱﾙﾌｧﾍﾞｰﾀ

しょう星海とその時代 中国で最初の交響曲作曲家

9784865980677

¥3,500

上

ＫＭＰ ＢＳ 離したくはない／じれったい愛

4513870045119

¥3,000

中

カワイ 絵本 パンツ理論

4962864947326

¥1,400

上

ドレミ ＢＳ 稲葉浩志・松本孝弘／スーパー・ベスト２００４－２００９

4514142149429

¥2,200

下

ナツメ ＣＤ付き 楽しく鍛えてみるみる若返る！声トレ

9784816366673

¥1,400

中

ＢＳ 稲葉浩志・松本孝弘／スーパー・ベスト２０１１－２０１９

4514142149436

¥2,200

下

スッキリわかる！ＣＤ付き マンガで楽しく分かる クラシック入門

9784816366772

¥1,400

中

ＢＳ ＲＡＤＷＩＭＰＳ OFFICIAL SCORE BOOK ANTI ANTI GENERATION

4562468490060

¥3,000

中

本物の思考力を磨くための音楽学

4947817257035

¥1,600

下

理学療法で身体から変える 木管楽器体操

4947817276456

¥1,700

下

イタリア語で歌いましょう～歌唱表現を豊かにする発音・発声入門～

4947817281061

¥2,100

下

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ﾗｲﾘｽﾄｼｬ

ＫＭＰ ＃や♭が出てこないから１本で楽しめる複音ハーモニカの本懐かしの曲

全音 リコーダー四重奏で楽しむ ラテン

バンドスコア・ギター弾き語り
ｼﾝｺｰM

ﾌｪｱﾘｰ

周地社

ヤマハ

音友 ＨＡＰＰＹ ＭＵＳＩＣ弓削田健介合唱作品集×古川敏子歌唱指導

書籍・理論書

ﾘｯﾄｰM

ヤマハ

ギター＆ポピュラー教本・曲集
ｱﾙﾌｧﾉｰﾄ

人気Ｊ－ＰＯＰを叩く！カホントレーンングブック

4571320520906

¥2,800

ｼﾝｺｰM

Ｇソロ Ｊ－ＰＯＰヒット名曲選

4997938161933

¥2,400 6月

新版 音楽家の名言

4947817281139

¥1,500

下

大人の初心者ギター・スコア 洋楽ロック全集

4997938161957

¥3,400

１冊でわかるポケット教養シリーズ オーケストラの世界

4947817281917

¥950

下

ギターのためのコード理論体系

9784845633852

¥2,800 21日

9784276321717

¥2,000

上

ジャズ無窮動「基礎」トレーニング

4958537114898

¥2,500 28日

名曲理解のための実用楽典

9784276100619

¥2,600

下

ミックス／マスタリング基礎大全

9784845633784

¥2,000 21日

ベートーヴェンとピアノ

9784276130579

¥1,600

中

ＡＴＮ イージー・ジャズ・コンセプション ベース・ラインＣＤ付

4537298036597

¥3,000 ６月

人工知能が音楽を創る 創造性のコンピューターモデル

9784276214132

¥5,800

下

ドレミ ＣＤ付 ジャズ・ベースの練習法を教えます

4514142149405

¥2,500

下

学研 Ｐの先生お助けBOOKピアノの先生のためのﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ&ｲﾗｽﾄ集発表会編

4582394252518

¥1,600

下

キーボードバッキングの“即戦力”アイデア１３８［スマホ対応］

4947817282853

¥1,700

中

芸術現

音楽と絵画（上）バロック、古典派からロマン派まで

4511005354563

¥1,800

中

エレキギターバッキングの“即戦力”アイデア１３５［スマホ対応］

4947817282860

¥1,700

中

音楽と絵画（下）マーラーとクリムト、民族楽派から２０世紀まで

4511005354570

¥2,000

中

現代Ｇ

あの頃を思い出す～Ｇソロのための60-70'S ﾌｫｰｸｿﾝｸﾞｺﾚｸｼｮﾝ

4539442062902

¥2,400

上

自由現

アドリブ演奏に役立つ！ビバップから学ぶジャズギター ＣＤ付

4514796023267

¥1,800

中

4520681632506

¥2,800

下

もっと早く知りたかった ピアノが上達するコード・スケールの使い方

4514796023243

¥1,300

上

読んで覚えるコードのカラクリ

4514796023250

¥1,300

上

ＧＯＯＤ ＲＯＣＫＳ！ ＶＯＬ．１０１

9784401762675

¥926

7日

簡易コードで完奏できる！ 挫折しないギター入門

4514796023274

¥1,300

中

ＲＯＣＫ ＡＮＤ ＲＥＡＤ ０８４

9784401771790

¥1,200 8日

ロック・ギターで学ぶクラシック音楽の様式美

4514796023281

¥1,800

下

ＩＤＯＬ ＡＮＤ ＲＥＡＤ ０１９

9784401771783

¥1,300 21日

ﾘｯﾄｰM

ヤマハ

中
中

音友 音楽指導ブック こなっしーの低学年だからできる！楽しい音楽！

CD・DVD
教芸 ＣＤNEW SONG ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ同声編（３）僕はアスリート 返品不可

雑誌・ムック他
ｼﾝｺｰM

