新刊案内 2019年8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。

バンドスコア・ギター弾き語り

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
4532679240815

¥1,400 9月

ＢＳ ガンズ・アンド・ローゼズ・コレクション［ワイド版］

4997938366390

¥3,900 8/1

ＫＭＰ ルロイアンダーソン／ジョージガーシュウィンジョンフィリップスーザ

4513870045331

¥2,000

中

ＢＳ レーナード・スキナード・ベスト［ワイド版］

4997938366383

¥3,600 8/5

カワイ 春畑セロリの妄想ピアノ部 ワンミニッツ連弾

4962864906590

¥1,600

下

ＢＳ 大人の女性バンドのＪ－ＰＯＰ［ワイド版］

4997938359071

¥3,500

深澤舞ピアノを始めた人のためのﾃﾚﾋﾞCMでおなじみｸﾗｼｯｸ名曲集

4962864906583

¥1,600

下

アコギ弾き語りソングブック ―はじめに弾きたい６５曲―

4997938161995

¥2,200 ９/上

壺井一歩 季節を感じるピアノ曲集 秋色クラシック

4962864906576

¥1,500

下

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ＢＳ Ｈｉ－ＳＴＡＮＤＡＲＤカバー・ベスト 保存版

4589496593655

¥1,600 9月

4514142149542

¥1,600

中

ﾄﾞﾘｰﾑMF

Ｇ弾語 青春のメロディー／フォーク・ベスト～フォーク酒場御用達集

4562282994805

¥2,600

下

4947817282495

¥1,400

下

ﾌｪｱﾘｰ

ＢＰ２１６６ 月虹／ＢＵＭＰ ＯＦ ＣＨＩＣＫＥＮ

4533248040478

¥750

上

4582394252624

¥2,700

上

ＢＰ２１６７ 月色ホライズン／［ＡＬＥＸＡＮＤＲＯＳ］

4533248040485

¥750

上

挫折しないピアノ入門

4514796023366

¥1,300

上

ＢＰ２１６８ 愛にできることはまだあるかい／ＲＡＤＷＩＭＰＳ

4533248040492

¥750

上

全曲譜めくり無し！ ピアノで奏でる名曲クラシック

4514796023403

¥1,400

下

ＢＰ２１６９ 癒着☆ＮＩＧＨＴ ／ヤバイＴシャツ屋さん

4533248040508

¥750

上

名曲に挑戦！見て弾くかんたん ピアノ・レパートリー

4514796023410

¥1,400

下

ＢＰ２１７０ 宿命 ／ＯＦＦＩＣＩＡＬ髭男ＤＩＳＭ

4533248040515

¥750

下

4511005103758

¥1,500

中

ＢＰ２１７１ ＭＥＴＡＮＯＩＡ ／水樹奈々

4533248040522

¥750

下

4511005103765

¥1,700

中

ＢＰ２１７２ 真夏の夜の匂いがする／あいみょん

4533248040539

¥750

下

ＧＰ２９６ 愛にできることはまだあるかい／ＲＡＤＷＩＭＰＳ

4533248040560

¥600

上

ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

ちびっこピアノ（３）《たのしい色音符》

ドレミ ドレミクラヴィアアルバム ベルリオーズ「幻想交響曲」ピアノ独奏版
ヤマハ

ＣＤつき オールインワン まいぴあの ５

学研 レッスン・ピアノコンチェルトシリーズ ブルクミュラー２５の練習曲
自由現

全音 カプレ：たくさんの小さなこと［連弾］
復刊 原博：こどものためのピアノ組曲集

ｼﾝｺｰM

ポピュラーピアノ教本・曲集
ｼﾝｺｰM

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ﾌｪｱﾘｰ

中

Ｐソロ ７０年代・８０年代洋楽ヒットソングあつめました。

4997938037580

¥2,800 8/8

ＧＰ２９７ 真夏の夜の匂いがする／あいみょん

4533248040577

¥600

中

Ｐソロ アニメ＆ゲームソング大全集［改訂版］

4997938037528

¥2,600 8/1

ＫＭＰ ＢＳ 愛にできることはまだあるかい／いいんですか？

4513870045362

¥2,000

中

Ｐソロ スピッツ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

4997938037634

¥2,400 8/3

ヤマハ

Ｇ弾語 スピッツ ベスト・セレクション

4947817283171

¥2,200

中

Ｐソロ ピアニストの超人気アニソンベストセレクション

4997938037665

¥2,400 ９/中

Ｇ弾語 令和に歌い継ぎたい 昭和・平成の名曲５０

4947817283164

¥2,000

中

Ｐソロ ピアノで弾けたらカッコイイ曲あつめました。第２集改訂３版

4997938037559

¥2,200

Ｐソロ ピアノで名人芸！～パフォーマンスに使える名曲選2019年度

4997938037542

¥2,200 8/3

ｵﾝｷｮｳ

Ｇソロ曲集 Ｇで弾きたい平成うた平成元年～３０年平成演歌名曲編

4524643101512

¥2,000 9月

Ｐソロ ヒット曲ではじめる！初心者ピアノ～人気ボカロソング～

4997938037610

¥1,900 ９/上

ｼﾝｺｰM

水野式 ベースの新指板図理論塾

9784401647750

¥2,000 8/24

Ｐソロ みきとＰ ＳＯＮＧ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ

4997938037252

¥2,400 8/10

独学シンガーソングライター 歌作り気づきノート

9784401647873

¥1,800 8/26

やさしいＰソロ 女子が弾きたい♪最新定番ソング

4997938037641

¥1,800 ９/上

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ゆる～りウクレレ気分 やさしく弾語 Ｊ－ＰＯＰ編

4589496593594

¥1,800 9月

やさしいＰソロ 女子が弾きたい♪人気恋うた

4997938037658

¥1,800 ９/上

ﾄﾞﾘｰﾑMF

大人の趣味時間 お父さんのソロＧレパートリーTAB譜でつま弾く名

4562282994812

¥2,800

保存版Ｐソロ ミュージカル名曲選［改訂２版］

4997938037535

¥2,300

下

ﾘｯﾄｰM

トライアドで解き明かす ジャズ・ギター・アドリブ

9784845634132

¥2,000 8/17

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース６２ 島唄

4589496593570

¥700

9月

プロ音響データブック（五訂版）

9784845634125

¥2,800 8/24

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース６３ あなたに

4589496593587

¥700

9月

自然に・自由に・手足が動く！ドラム脳のつくり方

9784845634163

¥1,800 9/12

ハ調で弾くＰソロ 話題のベスト・ヒット！Ｊ－ＰＯＰ

4589496593617

¥2,000 9月

ＫＭＰ 大人のための開けば弾ける！ソロ・ウクレレ曲集３［新装版］

4513870045355

¥2,000

中

ワンランク上のＰソロ 映画＆ミュージカルサウンズ 決定版

4589496593624

¥2,000 9月

ドレミ 初心者に絶対！！ロックドラム初歩の初歩入門

4514142149566

¥1,200

上

ワンランク上のＰソロ 人気のベスト・ヒット！Ｊ－ＰＯＰ

4589496593600

¥2,000 9月

初心者に絶対！！ロックベース初歩の初歩入門

4514142149559

¥1,000

下

ハイ・グレード・アレンジ 宮崎駿＆スタジオジブリ／Ｐセレクション

4562282994829

¥2,400

下

メイツ アコースティックギター 上達のコツ５０最強テク完全マスター

9784780422412

¥1,630

下

やさしいＰソロ こどものジャズ風ピアノ大集合

4562282994836

¥1,800

下

ヤマハ

しくみが解かればあとはイモヅル！そうだったんだウクレレコードゼミ

4947817282648

¥1,300

中

ＰＰ１５９８ 愛にできることはまだあるかい／ＲＡＤＷＩＭＰＳ

4533248040546

¥600

上

現代Ｇ

あの頃を思い出す～ギター・ソロのための60-80'S歌謡曲ｺﾚｸｼｮﾝ

4539442063206

¥2,400 7/下

¥600

上

自由現

初心者のためのアコースティック・ギター講座

4514796023397

¥1,200

中

全音 ギター独奏のためのサンバ＆ボサノヴァ曲集

4511005103789

¥2,800

中

ＬＭ教本・曲集

中

下

ＰＰ１５９９ 真夏の夜の匂いがする／あいみょん

4533248040553

ＡＴＮ はじめてのｼﾞｬｽﾞｴﾁｭｰﾄﾞｲｰｼﾞｰｼﾞｬｽﾞｺﾝｾﾌﾟｼｮﾝPｺﾝﾋﾟﾝｸﾞ

4537298036580

¥3,000 9月

ＫＭＰ Ｐソロ 好きな曲からはじめるやさしいＰ大全集

4513870045317

¥2,700

中

Ｐピース 愛にできることはまだあるかい／前前前世／そっけない

4513870045294

¥1,000

中

ＡＮＩ－ＰＡＳＳ ＃０４

9784401648184

¥1,250 8/28

Ｐピース 翼をください／いのちの歌／にじ

4513870045287

¥800

中

ＢＵＲＲＮ！ ＰＲＥＳＥＮＴＳ ユーロ・スラッシュ・メタルの源流

9784401648177

¥1,800 8/29

Ｐ曲集／Ｐソロ 宮崎駿＆スタジオジブリ人気曲ベスト

4513870045348

¥1,800

中

ＭＵＳＩＣ ＬＩＦＥ 特集●ジョン・ディーコン／ＱＵＥＥＮ

9784401648061

¥2,600 8/28

すぐ弾けるはじめてのひさしぶりの大人のＰ最初に弾きたい定番曲

4513870045324

¥2,700

中

ＲＯＣＫ ＡＮＤ ＲＥＡＤ ０８５

9784401771813

¥1,200 8/28

ピアノ／ヴァイオリン／チェロピース 愛の挨拶

4513870045300

¥800

中

ピアノ初心者が弾きたい定番ソングス ２０１９年秋冬号

9784401648078

¥1,000 8/7

カワイ Ｐソロ アニメ主題歌＋（プラス）

4962864902691

¥1,500

下

ヘドバン ＶＯＬ．２３

9784401648160

¥1,300 8/3

ドレミ Ｐソロ 心の架け橋 ｐｌｕｓ 倉本裕基スタンダード ＣＤ付き

4514142149580

¥2,800

上

ﾔﾏﾊﾑｯｸｼﾘｰｽﾞ198Ｐで弾きたい！人気映画＆テレビ2019夏

9784636972764

¥1,000 8/6

こどものミュージカル ヘンゼルとグレーテル

4514142149627

¥2,200

下

Ｇ弾語 ｍｉｎｉ 「天気の子」ｍｕｓｉｃ ｂｙ ＲＡＤＷＩＭＰＳ

4947817283263

¥1,000

発売中

ｵﾝｷｮｳ

混声４部合唱海よ聴いて～聴海 混声３部合唱君にありがとう

Ｐソロ初級いっしょにうたおう！１～３才がよろこぶうたｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾏｰﾁ

4947817282785

¥1,500

中

ｼﾝｺｰM

ピアノと歌う日本のうた名曲選／メロディー＋ピアノ伴奏

Ｐディズニーミニアルバム やさしくひける ライオン・キング

4947817283355

¥1,000

Ｐディズニーミニアルバム 入門 塔の上のラプンツェル

4947817282822

¥1,000

中

Ｐミニアルバム 「天気の子」ｍｕｓｉｃｂｙ ＲＡＤＷＩＭＰＳ

4947817283287

¥1,000

発売中

親子で！おうちで！さくっとできる！超★簡単 音感あそび

4947817278016

¥1,500

4514796023373
4511005103772

ヤマハ

自由現

コードから始めるジャズ・ピアノ入門 ＣＤ付

全音 ジャズるピアノ～ボサノヴァの超定番～

中

雑誌・ムック他
ｼﾝｺｰM

ヤマハ

歌・声楽･合唱

カワイ 荒井由実 定番昭和あたりのﾋｯﾄｿﾝｸﾞ混声「いちご白書」をもう一度

9月

4962864924006

¥700

下

4962864922002

¥1,600

上

石若雅弥 やさしい男声合唱曲集 アニソン・ファンタジー【平成篇】

4962864927496

¥1,500

上

下

石若雅弥 合唱ピース 大好きって意味だよ

4962864924075

¥800

下

¥1,800

上

大中恩 歌曲集 アマリリスに寄せて

4962864941829

¥1,100

下

¥2,400

中

谷川俊太郎 無伴奏混声合唱のための 二つの「理由」

4962864920268

¥900

上

田中達也 女声合唱とＰのための わたしの水平線

4962864925751

¥1,400

下

女声合唱ディズニー名曲 いつか王子さまが／夢はひそかに／いつか夢

4947817283324

¥1,200

下

4997938232312

##### ９/中

ｳﾞｧｲｵﾘﾝｿﾛＰと一緒に弾きたいアニメ映画ジブリの名曲あつめました。

4997938100734

##### ９/上

女声合唱ディズニー名曲ﾁﾑﾁﾑﾁｪﾘｰ/ｽｰﾊﾟｰｶﾘﾌﾗｼﾞﾘｽﾃｨｯｸｴｸﾋﾟｱﾘﾄﾞｰｼｬｽ

4947817283331

¥1,200

下

フルートで吹く昭和歌謡ポップスコレクション（カラオケＣＤ２枚付）

4997938202254

#####

理学療法で身体から変える 合唱・ボーカル体操

4947817276487

¥1,700

下

フルートで奏でる人気・定番アニメコレクション（カラオケＣＤ付）

4997938202261

##### ９/上

音友 横山潤子 女声合唱とピアノのための ひとつぶの種子

4510993584402

¥1,800

上

4514142149597

¥2,200

下

岸田衿子の詩による無伴奏男声合唱曲 うたをうたうのはわすれても

4510993589704

¥1,200

上

小学生のための音楽会用合唱曲集 まるい地球をひとまわり

4510993590502

¥2,800 9月

ヤマハ

上

ヤマハ

ニューサウンズインブラス復刻版 ユア・ソング

4947817283584

#####

中

現代Ｇ

キネ・シネシ 澄み切った空～８つのギター作品集

4539442063008

#####

下

ｸﾗｼｯｸGの基本的な弾き方・特殊法がよく分かるギター奏法のすべて

4539442063107

##### 7/下

初心者のクラリネット基礎教本

4514796023380

#####

中

音友 ミニチュア・スコア シベリウス 交響曲第７番 ハ長調作品１０５

9784276922334

#####

全音 ﾎﾟｹｯﾄｽｺｱチャイコフスキー：幻想序曲《ロメオとジュリエット》

4511005103864

ﾎﾟｹｯﾄｽｺｱプロコフィエフ：組曲《３つのオレンジへの恋》作品33BIS
フルートで奏でるスタジオジブリ

信長貴富 混声合唱曲集 ｄａ ｃａｐｏ（ダ・カーポ）

4510993589407

¥1,600

上

4511005103833

¥1,700

中

明日のヒットメロディー ２０１９年１０月号

4511005103857

¥1,100

中

下

面川倫一 あしあと あしおと 混声合唱とピアノのための組曲

4511005103840

¥1,700

中

¥900

中

鈴木輝昭：サルバドールダリ 同声合唱とピアノのための

4511005103826

¥1,800

中

4511005103871

#####

中

4511005103819

#####

中

ＣＤ 完戸吉由希（サクソフォン）／Ｌｅ Ｃｈｅｍｉｎﾙ･ｼｭﾏﾝ

4988065201197

¥2,800

上

ＣＤ 石田泰尚（ヴァイオリン）／モーツァルトライヴ

4988065098162

¥3,500

上

4580154604447

¥6,800 7/下

4580154604454

¥5,800 8/下

全音 千原英喜：南の絵本 混声合唱とピアノのための組曲

ＣＤ・ＤＶＤ
ﾌｫﾝﾃｯｸ

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器
ﾃﾞﾌﾟﾛMP

¥700

¥2,400 ９/上

アルト・サックス初心者のＪ－ＰＯＰコレクション

ドレミ レッスンＣＤ付 はじめてジャズ・アルトサックス入門［改訂版］

自由現

4997938037603

山下祐加 児童合唱組曲 きみがすき

管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽
ｼﾝｺｰM

¥4,524,643,100,881

これなら吹ける オカリナＪ－ＰＯＰ名曲集

4589496593631

¥1,800

9月

これなら吹ける ソプラノ・リコーダーＪ－ＰＯＰ名曲集

4589496593648

¥1,800

9月

ＫＭＰ やさしく楽しく吹けるオカリナの本いつまでも大切にしたい名曲編改訂

4513870045379

¥1,700

中

ドレミ みんなでたのしい ミュージックベル・アルバム

4514142149573

¥1,600

上

ヤマハ

発表会・コンサートで吹きたい オカリナ定番レパートリー（２）

4947817283270

¥2,600

下

リコーダーＪＰ

RF-042藤本潤一郎 遠くにありて思ふもの 返品不可

4571325248287

¥2,400

ＲＰ ヴァレンタイン アルトリコーダーソナタ ト短調作品２－４ 返品不可

4571325248164

ＲＰ ペジブル アルトリコーダーソナタ第２番変ホ長調 返品不可

アトス BD444松岡直也『ライヴアットモントルージャズフェスティバル1983

DVD445松岡直也『ライヴアットモントルージャズフェスティバル1983

レッスングッズ・ファンシー
ﾌﾟﾘﾏ ＰＲＦＧ－４６２ 月謝袋 サーカス【発注単位：１０枚】

4941216912953

¥35

上

ＰＲＦＧ－４６３ 月謝袋 水族館２ 【出荷単位：１０枚】

4941216912960

¥35

上

発売中

ＰＲＦＧ－４６４ 月謝袋 吹奏楽（グリーン）【発注単位：１０枚】

4941216912977

¥35

上

¥1,800

発売中

ＰＲＦＧ－４６５ 月謝袋ピアノ（ブラック＆ブルー）【単位：１０】

4941216912984

¥35

上

4571325248188

¥1,800

発売中

ＰＲＦＧ－４６６ 月謝袋 ベジタブル【発注単位：１０枚】

4941216912991

¥35

上

ＲＰ マンチーニ アルトリコーダーソナタ第８番 返品不可

4571325248249

¥1,800

発売中

ＡＰ０２７ＦＣ 月謝袋 ｆｒｉｓｋ ｃａｔ【発注単位：１０枚】

4589870211328

¥30

上

全音 ひとりでも楽しめるオカリナ・デュエットで奏でたい珠玉の名曲集

4511005103796

¥2,400

中

ＡＰ０２７ＦＭ 月謝袋Ｆａｎｔａｓｙ★Ｍｕｓｉｃ【発注単位１０】

4589870211298

¥30

上

ＡＰ０２７ＩＨ 月謝袋 ｉｎｋｏ ｈｏｕｓｅ【発注単位：１０】

4589870211304

¥30

上

ﾖｳｺｳﾎｰﾑ

書籍・理論書
［新版］魂（ソウル）のゆくえ

9784865592085

¥1,800

上

ＡＰ０２７ＬＭ 月謝袋 Ｌｉｔｔｌｅ Ｍａｒｃｈ【発注単位１０】

4589870211281

¥30

上

すべての音に祝福を ジョン・ケージ５０の言葉

9784865592092

¥1,800

上

ＡＰ０２７ＭＳ 月謝袋 Ｍｏｎｏｃｒｏｍｅ Ｓｏｕｎｄ【１０枚】

4589870211335

¥30

上

湯浅譲二のの音楽

9784865592108

¥3,800

上

ＡＰ０２７ＵＣ 月謝袋 ｕｎｉｃｏｒｎ【発注単位：１０枚】

4589870211311

¥30

上

ｼﾝｺｰM

ジェームス藤木 自伝

9784401647835

¥2,315 9/9

ＡＰ０２８ＦＭ 出席カード Ｆａｎｔａｓｙ★Ｍｕｓｉｃ【１０枚】

4589870211342

¥40

上

ﾘｯﾄｰM

Ｄｒ．愛助の孤独

9784845634118

¥2,200 8/24

ＡＰ０２８ＭＳ 出席カードＭｏｎｏｃｈｒｏｍｅＳｏｕｎｄ【１０枚

4589870211359

¥40

上

ボンバ！手塚治虫ダーク・アンソロジー

9784845634033

¥3,800 8/24

おんがくのーとディズニープリンセスアラジン２だん【発注単位：５】

4947817283447

¥280

下

人生を変える「勝ち声」「負け声」あなたを救う声の法則教えます！

9784845634088

¥1,500 8/10

おんがくのーとディズニープリンセスアラジン４だん【発注単位：５】

4947817283454

¥280

下

台湾スイーツレシピブック 現地で出会ったやさしい甘味

9784845634019

¥1,600 8/24

ディズニーアラジン キラキラ☆レッスンシール【発注単位：１０】

4947817283508

¥200

下

Ｐと友だちになる５０の方法 からだの使い方

4947817258797

¥1,600

下

ディズニープリンセス アラジン 月謝袋【発注単位：１０】

4947817283515

¥60

下

Ｐと友だちになる５０の方法 楽典

4947817258810

¥1,600

下

ディズニープリンセスアラジンレッスンノート【発注単位：５冊】

4947817283461

¥380

下

実践リズム感養成講座～あらゆる音楽で使えるリズムとグルーヴを身に

4947817277132

¥1,900

下

4582394252600

¥80

下

音友 音楽物語 わたし、ピアノすきかも

9784276148062

¥1,800

下

ごほうびシール（もちもちぱんだ）【発注単位：１０枚】

4582394252570

¥150

下

ベートーヴェン完全詳細年譜

9784393932155

¥8,000

末

ごほうびシールノート（にじ）【発注単位：１０冊】

4582394252617

¥120

下

静寂から音楽が生まれる

9784393936023

¥3,000

下

ごほうびシールノート（もちもちぱんだ）【発注単位：１０冊】

4582394252587

¥180

下

月謝袋（にじ）【発注単位：１０枚】

4582394252594

¥40

下

月謝袋（もちもちぱんだ）【発注単位：１0枚】

4582394252563

¥50

下

ｱﾙﾃｽ

ヤマハ

春秋社

エレクトーン教本・グレード・曲集
ヤマハ

ＳＴＡＧＥＡELS-02ｼﾘｰｽﾞ/ELC-02ｻｳﾝﾄﾞ探求ｼﾘｰｽﾞ(G5-3)(1)ﾊﾞｲｵﾘﾝ

4947817283102

¥2,300

中

ＳＴＡＧＥＡP&ｴﾚｸﾄｰﾝ（２４）（中・上級）華麗なるクラシック

4947817283409

¥2,300

中

ＳＴＡＧＥＡﾃﾞｨｽﾞﾆｰ(G7-5)（８）ライオン・キング

4947817283416

¥2,300

中

ＳＴＡＧＥＡポピュラー(G5)（１１２）邦ロック神曲セレクション

4947817283157

¥2,300

中

ヤマハ

学研 ごほうびシール（にじ）【発注単位：１０枚】

