新刊案内
2018年10月
※新刊予約は専用のバーコードリストをご用意しておりますのでそちらをお使い下さい。
楽譜ナビTOP画面の左側「新刊案内」からプリントアウトして頂けますので
何卒、ご協力宜しくお願い致します。
管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽

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
音友

連弾バイブル 息ぴったりデュオになろう！

自由現 すぐ使えてたのしい！保育に役立つあそびのネタブック

4510993586208

¥2,000

下

もっと音楽が好きになる 上達の基本 コントラバス

9784276145900

¥1,600

来年2月

4514796022802

¥1,300

下

音友

もっと音楽が好きになる 上達の基本 フルート

9784276145801

¥1,600

来年2月

下

もっと音楽が好きになる 上達の基本 オーボエ

9784276145818

¥1,600

来年2月

ドレミ

みんなのやさしいハーモニー みんなのだいすき！こどもソングベスト

4514142148668

¥1,500

共同

Ｐソロドラゴン やさしい グリーグ

4520956204759

¥1,500 １０月

もっと音楽が好きになる 上達の基本 クラリネット

9784276145825

¥1,600

来年2月

Ｐソロドラゴン やさしい ブラームス

4520956204766

¥1,500 １０月

もっと音楽が好きになる 上達の基本 ファゴット

9784276145832

¥1,600

来年2月

4947817276661

¥1,600

下

もっと音楽が好きになる 上達の基本 サクソフォーン

9784276145849

¥1,600

来年2月

4997938036798

¥2,200

下

もっと音楽が好きになる 上達の基本 ホルン

9784276145863

¥1,600

来年2月

中

もっと音楽が好きになる 上達の基本 トランペット

9784276145856

¥1,600

来年2月

もっと音楽が好きになる 上達の基本 トロンボーン

9784276145870

¥1,600

来年2月

もっと音楽が好きになる 上達の基本 ユーフォニアム

9784276145887

¥1,600

来年2月

もっと音楽が好きになる 上達の基本 テューバ

9784276145894

¥1,600

来年2月

もっと音楽が好きになる 上達の基本 パーカッション

9784276145917

¥1,600

来年2月

ＯＧＴ－２６３ ベートーヴェン：序曲ﾚｵﾉｰﾚ第３番／ﾌｨﾃﾞﾘｵ序曲

4510993586307

¥1,600

下

ヤマハ 目からウロコのピアノ脱力法
シンコー クラシック定番・名曲８０選［改訂版］
ＫＭＰ

Ｐといっしょに幼稚園・保育園で歌いたいこどものうた大全集

4513870044266

¥2,000

ＡＴＮ

音とリズムを読む 初心者のためのイヤー・トレーニング

4537298032452

¥2,000 １０月

レッスングッズ（ノート他）
カワイ レッスンダイアリー ２０１９
ﾌﾟﾘﾏ

4962864946367

¥1,200

上

ＰＲＦＧ－４４９ 月謝袋 サファリパーク【発注単位：１０枚】[返品不可]

4941216912601

¥35

上

自由現 初心者のチェロ基礎教本

4514796022765

¥1,400

上

ＰＲＦＧ－４５０月謝袋 くま【発注単位：１０枚】[返品不可]

4941216912618

¥35

上

シンコー ヴァイオリンで弾けたらカッコイイ曲あつめました。

ＰＲＦＧ－４５１ 月謝袋 おべんとう【発注単位：１０枚】[返品不可]

4941216912625

¥35

上

ＰＲＦＧ－４５２ 月謝袋 ピアノと窓【発注単位：１０枚】[返品不可]

4941216912632

¥35

上

4947817277088

¥1,500

中

ﾘｯﾄｰM ヴァイオリンのしらべ［新装改訂版］Ｐ伴奏に合わせて1人でも楽し

4947817277095

¥1,000

中

ドレミ

ヤマハ ピアノ指導者お役立ち レッスン手帳 ２０１９/ﾏﾝｽﾘｰ&ｳｨｰｸﾘｰ（9月掲載済）
ピアノ指導者お役立ち レッスン手帳 ２０１９ スリム／マンスリー（9月掲載済）

エレクトーン教本・グレード・曲集

音友

4997938100659

¥3,000

１１/上

大人初心者のためのフルート 定番曲でステップアップ

4997938202124

¥3,000

１１/中

大人初心者アルトサックス 洋楽スタンダードでステップアップ

4997938232114

¥3,200

１１/下

4958537114829

¥2,700

10/25

ＤＶＤ＆ＴＡＢ譜でよくわかる フラメンコ・ギターの教科書２

4514142148590

¥2,800

下

図解でわかる フルートの正しい指使い［改訂版］

4514142148682

¥2,000

中

ＯＧＴ－２６３ ベートーヴェン：序曲ﾚｵﾉｰﾚ第３番／ﾌｨﾃﾞﾘｵ序曲

4510993586307

¥1,600

下

4524643044017

¥600

10月

ｵﾝｷｮｳ 改訂ＯＧＰ００１ｷﾞﾀｰﾋﾟｰｽ愛のロマンス
ヤマハ ＳＴＡＧＥＡｴﾚｸﾄｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ(初級)（１９）ディズニー作品集２

4947817276616

¥2,200

中

ハチャトゥリャン：チェロ協奏曲ホ短調

4511005101198

¥2,600

中

ＳＴＡＧＥＡ ＥＬで弾く(G6-5)（５３）ﾍﾟﾙｿﾅ5ｵﾘｼﾞﾅﾙｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ

4947817277101

¥2,200

下

全音

オトナのアルトサックス～ゴールド・セレクション

4511005101266

¥2,300

中

ＳＴＡＧＥＡｸﾗｼｯｸ作曲家ｼﾘｰｽﾞ(G5-3)（１）ラヴェル

4947817278108

¥1,600

下

オトナのアルトサックス～プラチナ・セレクション

4511005101259

¥2,300

中

ＳＴＡＧＥＡｸﾗｼｯｸ作曲家ｼﾘｰｽﾞ(G5-3)（２）ドビュッシー

4947817278115

¥1,600

下

ﾎﾟｹｯﾄｽｺｱメンデルスゾーン：交響曲第３番イ短調作品５６ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ

4511005101327

¥1,400

中

はじめよう！フルート ｄｅ ボサノヴァ

4560395464673

¥2,800

１０月

アルソ

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器
歌・声楽･合唱・保育
全音

ＲＰ－３７ 変ロ長調のソナタ（バルサンティ）

4511005101204

¥1,200

中

ＲＰ－３８ イディール（田園詩）Ⅰ（広瀬量平）

4511005101211

¥1,200

中

ドレミ

コンコーネ５０番〈中声用〉

4514142148675

¥1,500

下

山岡重治ﾘｺｰﾀﾞｰﾚﾊﾟﾄﾘｰｽﾞ A.ｺﾚｯﾘ:ﾘｺｰﾀﾞｰｿﾅﾀOP.5 NO.10,11&12

4511005101228

¥2,000

中

カワイ

信長貴富 混声合唱曲集 出来そこないの天使たち

4962864919835

¥1,900

下

リコーダー四重奏で楽しむ 映画音楽

4511005101235

¥1,500

中

森山至貴相澤直人市原 他 四人の作曲家による連作ミサ曲深き淵より

4962864919842

¥1,400

中

ヤマハ 保育・高齢者レクで大活躍！その場ですぐできるﾐｭｰｼﾞｯｸﾍﾞﾙの本

4947817275718

¥2,400

中

渡辺岳夫定番！昭和あたりのヒットソング天才バカボンのテーマ混声

4962864924297

¥700

下

ﾃﾞﾌﾟﾛMP ゆる～りｳｸﾚﾚ気分 やさしく弾けちゃうｿﾛ･ｳｸﾚﾚ/ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ編改訂

4589496592788

¥1,500

10月

青木雅也 混声合唱のための クリスマスソングメドレー サンタ伝説

4962864924815

¥1,400

下

4514142148699

¥1,200

下

青木雅也 女声合唱のための クリスマスソングメドレー サンタ伝説

4962864922262

¥1,400

下

ｵﾝｷｮｳ －１２ベースで弾ける－アコーディオン曲集 昭和歌謡＆愛唱歌

4524643101291

¥2,500

10月

瑞慶覧尚子 女声二部合唱曲 平和のたね

4962864924280

¥600

中

ＫＭＰ

大人のための開けば弾ける！ソロウクレレ青春のフォークソング名曲集

4513870044273

¥2,000

中

相澤直人 女声合唱アルバム 窓よりゆめを

4962864925584

¥1,400

中

やさしく楽しく吹けるオカリナの本［続ﾌｫｰｸﾆｭｰﾐｭｰｼﾞｯｸ&歌謡曲編］

4513870044280

¥1,600

中

なかにしあかね 女声合唱曲集 ３つのこもりうた

4962864925607

¥1,300

10月

香川隆樹・香川良子の篠笛教室【改訂版】

4513870044297

¥1,800

中

源田俊一郎 女声合唱 ユーミンストリート（ODP→通常）

4962864882368

¥1,800

下

畑中良輔 日本名歌低声用５５曲集１（ODP→通常）

4962864941768

¥2,300

中

畑中良輔 日本名歌低声用５５曲集２（ODP→通常）

4962864941775

¥2,500

下

畑中良輔 日本名歌５５曲集１（ODP→通常）

4962864941782

¥2,300

中

畑中良輔 日本名歌５５曲集２（ODP→通常）

4962864941799

¥2,500

上

辻裕久なかにしあかねｲｷﾞﾘｽ 歌曲ｼﾘｰｽﾞ2 O MISTRESS MINEｼｪｲｸｽﾋﾟｱ

4962864941751

¥2,100

下

ドレミ

ドレミファ音名入りで楽々！！オカリナ教本

ファンシー・グッズ
モミジ

ピアノスコアおりがみ カラー:6色×5枚（30枚）【発注単位：１】[返品不可]

4589863540053

¥400

上

Ｇ＆Ｇ

ＸＳ１８０１ クリスマス文具セット[返品不可]

4523929010432

¥220

１０月

５－ＳＴ／６ 消しゴムサンタ６個セット【発注単位：６個】[返品不可]

4523929050117

¥90

１０月

ヤマハ ア・カペラ２声で歌う 相澤直人編曲による日本のうた〈演奏解説付〉

4947817276999

¥1,800

下

７－Ｘ－２ａ クリスマスミニクリップ[返品不可]

4523929070542

¥300

１０月

ﾌｪｱﾘｰ ＣＰ４４ アイデア／星野源

4533248038536

¥650

発売中

５－ＳＴＤ／３ 立体サンタ消しゴム ３個セット[返品不可]

4523929540489

¥420

１０月

ＣＰ４３ アイデア／星野源

4533248038529

¥650

発売中

２－ＳＴ サンタ鉛筆【発注単位：６０本】[返品不可]

4989605005329

¥50

１０月

4520681220475

¥1,800

上

教育楽器 Ｋ２０２１９ スノーハットボールペン（３柄）【発注単位：２４本】[返品不可]

4562451459005

¥200

１０月

全音

鷹羽弘晃混声合唱とＰ 尾形亀之助の詩によるエチュードⅢﾊﾟｽﾄﾗﾙﾗｲﾝ

4511005101273

¥1,600

中

Ｋ２０３８１ クリスマス消しゴム付鉛筆（４柄）【発注単位：２４】[返品不可]

4562451463408

¥100

１０月

音友

小学生のための音楽会用合唱曲集 世界でひとつのハーモニー

4510993586505

¥2,800

下

CD・DVD
教芸

教育芸術 同声合唱アルバム のはらうた１

クリスマス

ＣＤ 同声合唱アルバム のはらうた１[返品不可]

9784877888275

¥2,800 １２/上

ＣＤ 小学生のための合唱パート練習用 トリオン（８）[返品不可]

4520681631585

¥3,000

ヤマハ ＳＴＡＧＥＡ ＥＬで弾く(G6-5)（５１）クリスマスメドレー

上

4947817277835

¥2,300

上

ＳＴＡＧＥＡ ＥＬで弾く(G7-6)（５２）クリスマスヒッツ

4947817278085

¥2,200

中

Ｐ＆ボーカル カーペンターズ クリスマス・ポートレイト

4947817278511

¥3,000

中

月刊Ｐ１１月増刊ピアノで楽しむｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞBEST SELECTION2018 CD付

4910076261181

¥1,400

10/18

ﾄﾞﾘｰﾑMF 初級ソロアレンジ ベスト・クリスマス・ソング／ピアノ曲集

※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。

4562282994348

¥1,600

中

全音

フルート・デュオでクリスマス Ｐ伴奏譜＆Ｐ伴奏ＣＤ付

4511005101242

¥2,600

中

ＫＭＰ

混声合唱／Ｐ伴奏 クリスマス コーラス・アルバム

4513870044303

¥2,000

中

ポピュラーピアノ教本・曲集
ｼﾝｺｰM Ｐソロ ｌｕｚ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

バンドスコア・ギター弾き語り
4997938036521

¥2,100

9/28

4997938358791

¥3,200

下

幼児からはじめるピアノ♪ 女の子のにんきソング

4997938036569

¥1,500

10/9

ＢＳ 須田景凪「Ｑｕｏｔｅ」

4997938358814

¥3,000

9/28

Ｐソロ Ｊ－ＰＯＰバラード名曲選

4997938036774

¥2,000

9/28

ＢＳ バルーン ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ

4997938358807

¥3,000

9/29

Ｐソロ 女子中学生＆高校生が弾きたい人気恋うた３０

4997938036781

¥1,900

10/4

ＢＳ THE ORAL CIGARETTES｢UNOFFICIAL｣

4997938358821

¥3,200

11月

Ｐソロ ＮＨＫの音楽あつめました。［２０１８年度版］

4997938036330

¥2,200

中

ＢＳ THE ORAL CIGARETTES｢FIXION｣

4997938358838

¥3,200

12月

Ｐソロ 「僕のヒーローアカデミア」ＢＥＳＴ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ

4997938036699

¥1,800

中

ＢＳ THE ORAL CIGARETTES｢THE BKW SHOW!!｣

4997938358845

¥3,200

来年

人気＆定番ジャズスタンダード

4997938036736

¥2,300 １１/上

ＢＳ ヨルシカ「夏草が邪魔をする」

4997938358890

¥3,200 10/13

チック・コリア［改訂版］

4997938036750

¥2,500 １１/上

ＢＳ スティーリー・ダン・ベスト［ワイド版］

4997938366222

¥3,400

Ｐソロ バルーン ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ

4997938036392

¥2,000

9/29

ＢＳ ウィッシュボーン・アッシュ・ベスト［ワイド版］

4997938366239

¥3,600 10/12

音大生のためのＰ伴奏ポップス名曲セレクション

4997938036675

¥2,200 １１/上

ＢＳ スティーヴィーレイヴォーン ブルースベスト

4997938366246

¥3,400

下

4947817277842

¥2,000

中

リッチー・ブラックモア全集

4997938161742

¥3,400

10/4

Ｐソロ まらしぃ ｍａｒａｓｙ ｐｉａｎｏ ｗｏｒｌｄ Ⅹ

4947817277903

¥2,700

下

ジョー・パス

4997938161759

¥3,300

10/3

Ｐソロ ＡＳＫＡ『Ｗｅ ａｒｅ ｔｈｅ Ｆｅｌｌｏｗｓ』

4947817278306

¥2,000

下

ドレミ

コンプリートＧスコアＣｈａｒ（チャー）/MR.70'S YOU SET ME FREE

4514142148637

¥2,000

下

Ｐソロ中級 ＡＮＩＳＯＮ ＭＵＳＥ（アニソンミューズ）－ＭＯＯＮ

4947817278351

¥2,000

下

ﾌｪｱﾘｰ ＢＰ２０６０ 大不正解／ＢＡＣＫ ＮＵＭＢＥＲ

4533248038499

¥750

発売中

Ｐソロ今弾きたい！！みんなが選んだ人気曲ランキング３０～アイデア

4947817278368

¥1,700

中

ＢＰ２０６１ ＦＡＫＥ！ＦＡＫＥ！／カラスは真っ白

4533248038543

¥750

上

Ｐソロやさしく弾ける今弾きたいみんなが選んだ人気曲ﾗﾝｷﾝｸﾞ30 U.S.A

4947817278375

¥1,700

中

ＢＰ２０６２ ＢＬＡＣＫ ＢＩＲＤ ／ＡＩＭＥＲ

4533248038550

¥750

上

Ｐソロ やさしく弾ける プリキュア オールスターズメモリーズ

4947817277897

¥1,800

下

ＢＰ２０６３ 金木犀の夜／きのこ帝国

4533248038567

¥750

中

ピアノミニアルバム 連続テレビ小説「半分、青い。」アイデア

4947817278061

¥600

発売中

ＢＰ２０６４ アイノカタチ

4533248038574

¥750

中

ﾃﾞﾌﾟﾛMP ワンランク上のＰソロ ピアニストが弾きたい！星野源名曲集

4589496592757

¥1,700

１０月

4947817277859

¥2,700

中

これなら弾ける 超・簡単ピアノ初心者 ベスト１００曲集 保存版

4589496592764

¥2,000

１０月

Ｇ弾語 ＡＳＫＡ『Ｗｅ ａｒｅ ｔｈｅ Ｆｅｌｌｏｗｓ』

4947817277880

¥2,500

下

ワンランク上のＰソロ 大集合！ こどもの絆ソング

4589496592771

¥1,800

１０月

Ｇ弾語 コレサワ『コレでしょ』

9784636964370

¥2,700

中

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース４１ Ｊｕｐｉｔｅｒ

4589496592795

¥700

１０月

ＢＳ／Ｇ弾語 連続テレビ小説「半分、青い。」

4947817278382

¥900

中

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース４２ 心の瞳

4589496592801

¥700

１０月

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース４３ いのちの歌

4589496592818

¥700

１０月

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース４４ 瑠璃色の地球

4589496592825

¥700

１０月

ﾄﾞﾘｰﾑMF 初級ソロ・アレンジ 華麗なるピアノの旋律［ﾌｫｰｸ&ﾆｭｰﾐｭｰｼﾞｯｸ編］

4562282994362

¥2,200

中

ヤマハ やさしく弾けるＰソロ 乃木坂４６ 僕だけの君～UNDER SUPER BEST

ﾌｪｱﾘｰ ＰＰ１５３５ ＢＥＤＴＩＭＥ ＳＴＯＲＹ／西野カナ

全音

ｼﾝｺｰM ＢＳ THE ORAL CIGARETTES｢KISSES AND KILLS｣

ヤマハ Ｇ弾語 乃木坂４６ 僕だけの君～UNDER SUPER BEST

ﾘｯﾄｰM ｽｺｱﾌﾞｯｸ BISH ALL YOU NEED IS BAND SCORE!! 2

4958537114836

10/9

¥3,400 10/12

書籍・理論書

4533248038581

¥600

上

4947817277293

¥900

下

ＰＰ１５３６ 大不正解／ＢＡＣＫ ＮＵＭＢＥＲ

4533248038598

¥600

上

やさしい楽典

4947817277286

¥900

下

ＰＰ１５３７ ＴＲＡＮＳＰＡＲＥＮＣＹ／佐藤直紀

4533248038604

¥600

上

作曲家

4947817277309

¥900

下

ＰＰ１５３８ 栞／クリープハイプ

4533248038611

¥600

中

タブ純のネガティブ歌謡曲入門～あなたの人生に寄り添う１曲～

4947817267355

¥1,600

下

ＰＰ１５３９ グッド・ドクター／得田真裕

4533248038628

¥600

中

イマジン～ジョン＆ヨーコ～

4947817275176

¥5,800

上

ＰＰＰ８７ 涙のキッス／栞のテーマ（サザンオールスターズ）

4511005101334

¥700

中

図解ですっきりわかる 音楽著作権入門

4947817275466

¥1,900

下

ＰＰＰ８８ 打上花火（ＤＡＯＫＯ×米津玄師）／Ｌｅｍｏｎ（米津

4511005101341

¥800

中

金管楽器マニュアル 日本語版

4947817269878

¥3,800

下

ドレミ

「ひとつ上のステージ」を目指せ！次世代アカペラーの参考書

4514142148606

¥1,600

下

音友

ドメニコ・スカルラッティ

9784276222168

¥8,000

下

音が変わる！演奏がラクになる！ ピアノ骨体操

9784276148048

¥1,850

下
１０月

ギター＆ポピュラー教本・曲集
ＡＴＮ

現代ｼﾞｬｽﾞGﾊｰﾓﾆｰを学ぶｺｰﾄﾞ･ｳﾞｫｲﾝｸﾞ･ﾃｸﾆｯｸ

4537298034654

ドレミ

初心者に絶対！ ギター・コード初歩の初歩入門［改訂版］

ヤマハ 音楽用語

¥3,300

１０月

河出書房 音楽で生きていくために必要な５１のルール

9784309279800

¥1,550

4514142148644

¥800

中

ﾘｯﾄｰM 大橋慎の真空管・オーディオ本当のはなし

9784845633043

¥2,000 10/17

4562282994331

¥1,800

下

現在ここで、ちゃんとやれ！ そして、夢よ叫べ！

9784845631933

¥1,800 10/25

4562282994355

¥2,400

中

料理の本棚 煮込み料理はフライパンで

9784845632978

¥1,400 10/22

4958537114812

¥1,600 10/19

村井邦彦のＬＡ日記

9784845633050

¥2,200 10/22

9784845633029

¥1,800 10/18

背徳のマイナー作曲術 堀井塾の作曲講座

9784845633067

¥2,300 10/25

ヤマハ ジャズ・リックを自在に操る ７つのアプローチ・メソッド

4947817277866

¥2,200

中

ｱﾙﾃｽ ヘルベルト・ブロムシュテット自伝 音楽こそわが天命

9784865591927

¥2,500

ＫＭＰ

やさしく弾ける大人のための歌謡曲 Ｐソロ・アルバム

4513870044228

¥2,700

中

ｼﾝｺｰM ホットサンド倶楽部 もっといつでもどこでもおいしいレシピ

9784401643530

¥1,500 10/31

Ｐソロ 好きな曲からはじめる Ｐで弾きたい名曲

4513870044235

¥1,800

中

ジャズは本棚に在り ジャズ書と名盤

9784401645008

¥2,000 10/26

すぐ弾ける／はじめてのひさしぶりの大人のＰ 永遠の映画音楽編改訂

4513870044242

¥2,000

中

ピアノが２倍楽しくなる！コードが弾けるガイドブック

9784401645404

¥1,800 10/24

Ｐソロ あなたに贈りたい 応援ソング

4513870044259

¥1,800

中

スラッシュ・メタルの誕生

9784401646180

¥2,000 10/31

ﾀｲﾑﾘｰM オヤジのギター Ｇソロ 永遠の青春フォーク 新版昭和ﾍﾞｽﾄ111

4560201302359

¥3,200

中

幼少期ピアノお悩み相談室 Ｑ＆Ａ

9784401646371

¥1,500

自由現 初心者のドラム基礎教本

4514796022758

1,300

上

メロディック・パンク・ジャパン ０２

9784401646746

¥1,300 10/16

初心者のためのギター基礎教本

4514796022789

1,200

中

モリッシー インタビューズ

9784401646753

¥3,000 10/31

初心者のためのエレキ・ベース講座

4514796022772

1,200

中

ＧＯＯＤ ＲＯＣＫＳ！ ＶＯＬ．９５

9784401762538

トーンもフレーズも自由自在！感情のままに弾けるﾌﾞﾙｰｽ･ｷﾞﾀｰの神髄

4514796022796

2,200

下

ＲＯＣＫ ＡＮＤ ＲＥＡＤ ０８０

9784401771714

¥1,200 10/30

ドビュッシー ピアノ曲の秘密 ＤＶＤ付

9784276962859

¥2,000 10/25

音楽大学・学校案内 短大・高校・専修・大学院 ２０１９年度版

9784276009141

¥3,000

9784401646548

¥1,300 10/11

ﾄﾞﾘｰﾑMF やさしいアレンジで弾く ドラゴンクエスト／ソロＧコレクションズ

Ｇで歌う 青春フォーク倶楽部～全曲見開きｺｰﾄﾞﾈｰﾑ付歌詞＆メロ譜
ﾘｯﾄｰM 地獄のメカニカル・ギター・ドリル 魔界の基礎トレ編
指板上を縦横無尽に切り拓く「次世代ペンタ」でワンランク上のGﾌﾚｰｽﾞ

カラオケ・歌謡曲・メロディー譜
全音

¥900

１０月

10/9

9/28

雑誌・ムック他

ピアノ伴奏シリーズ ザ・歌伴 歌謡バラード編［昭和４８年～平成

4511005101181

¥2,300

中

大人のベストヒット２０１ ７０年代アイドルソング編

4511005101358

¥2,000

中

大人のベストヒット２０１ ７０年代ジャパニーズポップス編

4511005101297

¥2,000

中

大人のベストヒット２０１ ８０年代ジャパニーズポップス編

4511005101303

¥2,000

中

ムック ＴＨＥ☆ロカビリー！ ２

9784401646647

¥1,900 10/18

大人のベストヒット２０１ ８０年代アイドルソング編

4511005101310

¥2,000

中

中学生・高校生のピアノ最新ヒットソングス［２０１８年秋冬号］

9784401646708

¥1,000 10/16

のんびり弾きたいオトナが始める初心者ピアノ２０１８－２０１９

9784401646715

¥1,000 10/15

ムック ＤＥＥＰ ＰＵＲＰＬＥ ＩＮ ＢＯＯＫ

9784401646722

¥2,800

ムック ＡＷＥＳＯＭＥ！ ＶＯＬ．２８

9784401646739

¥1,500 10/17

ムック ＢＵＲＲＮ！ ＪＡＰＡＮ

※新刊予約は専用のバーコードリストを
ご用意しておりますのでそちらをお使い下さい。
楽譜ナビTOP画面の左側「新刊案内」から
プリントアウトして頂けますので
何卒、ご協力宜しくお願い致します。

音友

ｼﾝｺｰM ムック ロック・ジェット ＶＯＬ．７４

10/3

9784401646760

¥1,200

ムック Ｂ－ＰＡＳＳ ＡＬＬ ＡＲＥＡ ＶＯＬ．９

9784401646784

¥1,100 10/17

５０年目に聴き直す『ホワイト・アルバム』深掘り鑑賞ガイド

9784401646838

¥1,700 10/30

デヴィッド・ボウイ １９８３－１９８８

9784401646845

¥1,300 10/24

9784845633012

¥3,000 10/15

ﾘｯﾄｰM ぜんぶ君のせいだ。解体ぜん書

ＶＯＬ．１２

下

10/4

