新刊案内 2019年7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
カワイ ダルクローズ ピアノ曲集１

サーベル社

4962864906569

¥1,900

下

ＢＳ 軽音☆人気ヒットＪ－ＰＯＰコレクション

4997938359057

¥1,900 8/上

発表会が楽しくなるピアノメドレー モーツァルトがいっぱいＰソロ編

4962864902677

¥900

下

Ｇ弾き語り デヴィッド・ボウイ［ワイド版］

4997938161971

¥2,700 7/1

発表会が楽しくなるピアノメドレー モーツァルトがいっぱいＰ連弾編

4962864902684

¥900

下

ロック・ギター・スコア ランディ・ローズ全集

4997938161964

¥3,500 7/5

うたとリズムとピアノ メロディー・ピクニック 3 CD付

4532679240631

¥2,200 7月

ﾄﾞﾘｰﾑMF

Ｇソングブック 稲葉浩志・松本孝弘／プレミアムベスト

4562282994775

¥2,500

下

うたとリズムとピアノ メロディー・ピクニック 3 本のみ

4532679240716

¥1,200 7月

ﾌｪｱﾘｰ

ＢＰ２１５５ まっさら／ＫＡＮＡ－ＢＯＯＮ

4533248040249

¥750

上

4514142149474

¥1,500

中

ＢＰ２１５６ ゴーストライター／ｓｕｍｉｋａ

4533248040256

¥750

上

オールインワン まいぴあの ５

4947817276180

¥1,000

下

ＢＰ２１５７ バケノカワ／ポルカドットスティングレイ

4533248040263

¥750

上

入門×入門 どちらもやさしい！おやこピアノれんだん

4947817283003

¥1,500

下

ＢＰ２１５８ 優しいあの子 ／スピッツ

4533248040270

¥750

中

4511005103581

¥1,500

中

ＢＰ２１５９ イコール／ｓｕｍｉｋａ

4533248040287

¥750

中

ピアノアドベンチャー テクニック＆パフォーマンス レベル２Ａ

4511005103543

¥1,300

中

ＢＰ２１６０ あたしが隣にいるうちに／藤川千愛

4533248040294

¥750

中

ピアノアドベンチャー テクニック＆パフォーマンス 導入書

4511005103529

¥1,200

中

ＧＰ２９３ 優しいあの子／スピッツ

4533248040324

¥600

中

ピアノアドベンチャー レッスン＆セオリー レベル２Ａ ＣＤ付

4511005103536

¥1,600

中

ＧＰ２９４ 帰り道／ＯＡＵ

4533248040331

¥600

中

ピアノアドベンチャー レッスン＆セオリー 導入書 ＣＤ付

4511005103512

¥1,600

中

バンドリ！ｵﾌｨｼｬﾙﾊﾞﾝﾄﾞｽｺｱ POPPIN'PARTY VOL.3

4958537114928

¥3,000 7/25

Ｐスコア エルトン・ジョン～ロケット・マン

4997938037511

¥2,400

下

Ｐソロ ガチでピアノ映えするボカロナンバー２４

4997938037436

¥2,200 7/5

Ｐソロ ジャズっぽく弾けたらカッコイイ曲あつめました。豪華保存版

4997938037467

¥2,400

中

Ｐソロ 本当に弾きたいアニソン人気曲ランキング３０

4997938037597

¥1,800

下

Ｐソロ 本当に弾きたいボカロ人気曲ランキング３０

4997938037481

¥1,800 ８/上

ＷＥＡＶＥＲ 「ＩＤ」＆「ＩＤ２」ＢＥＳＴ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ

4997938037375

¥2,700 7/6

音名カナつきやさしいＰソロ 初心者の人気アニメソング８０曲

4997938037474

¥2,600

音名カナつきやさしいピアノ・ソロ クイーン

4997938037405

¥2,500 6/29

女の子のためのＰソロ アニメ＆人気ベストソング

4997938037276

¥1,800

保育士の～こどもとうたいたい人気ソング［とってもやさしいＰ］

4997938037504

¥1,800 8/中

保存版Ｐソロ 定番ポップス名曲選［改訂２版］

4997938037498

¥2,200

ドレミ おとなのための やさしい趣味のギター曲集［模範演奏ＣＤ付］

ＣＤ＋楽譜集 上級ピアノ・サウンズ リラクゼーション

4589496593532

¥2,000 7月

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース５９ Ｈｅｒｏ

4589496593549

¥700

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース６０ まちがいさがし

4589496593556

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース６１ 海の幽霊

4589496593563

やさしいＰソロ 永久保存版 Ｊ－ＰＯＰ定番曲

4589496593501

ワンランク上のＰソロ ピアニストが弾きたいJ-POP定番曲集保存版

ドレミ ドレミクラヴィアアルバム ラフマニノフ／幻想的小品集ｻﾛﾝ小品集
ヤマハ

全音 スメタナ：交響詩《モルダウ》［連弾］

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

ﾘｯﾄｰM

ﾘｯﾄｰM

4513870045201

¥4,000

中

Ｇｕｉｔａｒ ｓｏｎｇｂｏｏｋ アリス ベスト曲集

4513870045218

¥3,600

中

ＢＳ Ｅｖｅ『おとぎ』

4947817282181

¥3,200

上

ＢＳ ライブで演奏したい！初心者の超定番曲コレクション

4947817282990

¥1,400

中

Ｇソロ ソロ・ギターで弾きたい大人の定番曲あつめました。豪華保存

4997938146244

¥3,200 7/1

ｼﾞｬｽﾞGｽｺｱジャズ・フュージョン・コレクション

4997938161988

¥3,500

中

ソウルベーススコア Ｒ＆Ｂ・ソウル＆ファンク・コレクション

4997938120695

¥3,400

中

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ゆる～りギター気分 やさしくはじめるソロ・ギターJ-POP改訂版

4589496593488

¥2,000 7月

ﾘｯﾄｰM

地獄のメカニカル・ベース・ドリル 決死の入隊編

4958537114911

¥1,600 7/12

ＡＴＮ イージー・ジャズ・コンセプション ドラムス ＣＤ付

4537298036603

¥3,000 7月

4514142149511

¥2,000

下

１５秒作詞入門

4947817277217

¥1,800

下

7月

弾語＆ソロで楽しむ！憧れのボサノヴァギター名曲選

4947817283133

¥2,000

中

¥700

7月

名手のスタイルを弾いて覚える基礎からわかるボサノヴァギター

4947817283140

¥2,300

下

¥700

7月

ＤＴＭに役立つ音楽ハンドブック

4514796023328

¥1,300

中

¥2,000 7月

指板で解決！ ベースで見て弾く音楽理論

4514796023335

¥1,300

中

4589496593518

¥1,800 7月

初心者のキーボード講座

4514796023311

¥1,200

上

ワンランク上のＰソロ ピアニストが弾きたい映画音楽名曲集保存版

4589496593525

¥2,000 7月

理論は後からついてくる！ 実践！はじめての作曲入門

4514796023359

¥1,300

下

楽譜の基礎をやさしく学ぶ おとなの楽典テキストワーク

4589496593495

¥1,000 7月

コード奏法でみるみる上達！お父さんのＰレッスン

4562282994751

¥1,600

下

ｵﾝｷｮｳ

合唱ピースＯＣＰ－１０５ 混声４部＆男声４部STAND ALONE

4524643101505

¥1,000 7月

やさしいＰソロ＆連弾 親子で楽しむスタジオジブリ名曲集

4562282994799

¥2,200

中

ﾌｪｱﾘｰ

ＣＰ５３ 優しいあの子／スピッツ

4533248040348

¥650

中

ＰＰ１５９３ パーフェクトワールド／菅野祐悟

4533248040300

¥600

上

ＣＰ５４ 優しいあの子／スピッツ

4533248040355

¥650

中

ＰＰ１５９４ピアノピース 優しいあの子／スピッツ

4533248040317

¥600

中

ＫＭＰ 女声三部合唱／Ｐ伴奏THE BEST ｺｰﾗｽｱﾙﾊﾞﾑとっておきの名曲＆定番

4513870045249

¥1,900

中

ジャズ・ピアノ・エチュード

4958537114904

¥2,000 7/25

同声（女声）二部合唱／Ｐ伴奏 大切なもの～集会やｲﾍﾞﾝﾄ,ｺﾝｻｰﾄ

4513870045171

¥800

中

4513870045188

¥1,800

中

4962864924464

¥700

中

Ｐ曲集ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ・Ⅲ オフィシャルスコアブック

4513870044921

¥2,300

中

なかにしあかね 女声合唱とＰのための 花のように雲のように

4962864925744

¥1,300

下

大きな音符で弾きやすい はじめてピアノ ニューミュージック編

4513870045195

¥1,700

中

石若雅弥 二部合唱 優しいあの子

4962864924495

¥700

下

4514142149481

¥1,600

下

前田佳世子 歌曲集３

4962864941812

¥2,000

下

楽しいバイエル併用 ＮＨＫおかあさんといっしょ／Ｐソロアルバム

4514142149450

¥1,800

下

大中恩 混声合唱曲 うみにうまれいのちをつなぎ

4962864924471

¥500

中

Ｐソロ Ｅｖｅ『おとぎ』

4947817282174

¥2,000

上

定番！！昭和あたりのヒットソング 若者たち 混声

4962864924488

¥700

下

Ｐソロ 初級 ４～６才に人気のうた～世界中のこどもたちが～

4947817282983

¥1,500

下

土田豊貴 女声合唱のための ＯＨ ＥＮＫＡ！（オー演歌）

4962864922347

¥1,600

下

Ｐソロ／連弾 初級 やさしく弾ける アラジン

4947817282945

¥1,700

下

名島啓太 女声合唱曲 今日もひとつ

4962864924501

¥600

下

Ｐソロ／連弾 中級 アラジン

4947817282952

¥1,800

下

ヤマハ

女声合唱 ５セレクションシンガー・ソングライター編～恋人よ

4947817282976

¥1,500 ８月

Ｐディズニーミニアルバム アラジン

4947817282938

¥1,000

下

全音 チャイコフスキー 女声合唱とＰのための くるみ割り人形

4511005103611

¥2,200

中

とってもやさしいPｿﾛこどもｱﾆﾒ20～ププッとフムッとかいけつﾀﾞﾝｽ

4947817283089

¥1,600

下

女声合唱 おしゃれに楽しむ クリスマス・コーラス 第５版

4511005103628

¥1,700

中

ボーカル＆Ｐ ピアノで歌う アラジン

4947817283096

¥1,400

下

千原英喜 混声合唱とＰのためのそのかみのかぜ－谷川俊太郎による

4511005103604

¥1,800

中

明日のヒットメロディー ２０１９年９月号

4511005103635

¥1,100

中

4514142149498

¥2,500

下

ジョン・ケージ 作曲家の告白

9784865592061

¥1,600

下

ワーグナーシュンポシオン２０１９

9784865592047

¥2,900 7/17

詳説 ジャーマン・メタル

9784401646852

¥1,800 7/25

4524518009004

¥1,600

１０８ ＲＯＣＫ ＳＴＡＲ ＧＵＩＴＡＲＳ

9784845634057

¥3,800 7/25

ＬＯＮＤＯＮ ＲＨＡＰＳＯＤＹ

ＫＭＰ Ｐソロ 上質アレンジで弾く ＴＶドラマ＆シネマ名曲集

ドレミ やさしくたのしい こどものジャズ・ピアノ曲集

ヤマハ

ｼﾝｺｰM

ＫＭＰ ＢＳ スピッツ ベストスコア

ヤマハ

ＬＭ教本・曲集
ｼﾝｺｰM

中
中
下

ヤマハ

自由現

歌・声楽･合唱

カワイ なかにしあかね 混声合唱曲 明日

管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽
アルト・サックスで吹きたいスタジオジブリの名曲あつめました。

4997938232282

¥3,200

ヴァイオリンで弾く！人気アニソン・ヒッツ（カラオケＣＤ付）

4997938100727

¥2,900 8/上

クラリネット人気＆定番ソングス（カラオケＣＤ２枚付）

4997938232299

¥3,000

テナー・サックス ジャズ・レパートリー集

4997938232305

¥3,000 8/中

トランペット ジャズ・レパートリー集

4997938221033

¥3,000 8/上

ＴＡＢ譜付スコア ギターで奏でる／クラシックメロディ５０

4562282994782

¥2,500

上

ＡＴＮ ジャズ・コンセプション クラリネット

4537298037549

¥4,000

7月

ＫＭＰ ヴィオラのための小品名曲集 Ｐ伴奏譜付

4513870045232

¥2,200

中

9784845633968

¥3,800 7/9

ドレミ 演奏前の２０分 チューバ「ゆびトレ」

4514142149504

¥1,200

下

ナツメ CD付き オールカラー 基礎からレッスンはじめてのイタリア語

9784816366833

¥1,280

下

4947817279709

¥2,500

下

ヤマハ

こうして管楽器はつくられる～設計者が語る「楽器学のすすめ」

4947817282679

¥2,000

下

共同 ヴァイオリンで奏でる美しきＰの名曲 ラフマニノフWITH VIOLIN

4520956204889

¥1,500

7月

パワーアップ吹奏楽！練習計画の立て方

4947817277118

¥1,600

下

全音 芥川也寸志 ヴァイオリンとオーケストラのための秋田地方の子守歌

4511005103598

¥1,500

中

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック 小編成編

4947817254522

¥1,600

下

ﾎﾟｹｯﾄｽｺｱレスピーギ：リュートのための古風な舞曲とアリア第1,2,3

4511005103666

¥2,000

中

理学療法で身体から変える 金管楽器体操

4947817276463

¥1,700

下

ﾎﾟｹｯﾄｽｺｱワーグナー：オペラ《タンホイザー》序曲

4511005103673

¥1,000

中

9784276315792

¥1,800

下

9784276148055

¥1,400

下

9784309028132

¥1,800 7月

ｼﾝｺｰM

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ヤマハ

THE REV SAXOPHONE QUARTET ﾏｽﾀｰﾋﾟｰｽＭｕｔａｔｉｏｎｓ：Ａ．Ｂ．Ｃ

下
上

ドレミ メロディ・ジョイフル カントリー＆ウエスタン名曲全集

書籍・理論書
ｱﾙﾃｽ

ｼﾝｺｰM

ﾊﾝﾅ 新しい子どもの歌２０１９ 全日本児童音楽協会編
ﾘｯﾄｰM

音友 行事が盛り上がる！山ちゃんの楽しいボディパーカッション

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器

即興演奏 １２のとびら 音楽をつくってみよう

ｵﾝｷｮｳ

数字譜と五線譜による 改訂 三味線曲集（５）なつかしのﾒﾛﾃﾞｨｰ編

4524643101499

¥2,500

ｼﾝｺｰM

ウクレレ・ソロ・ソングブック―はじめに弾きたい３０曲―

4997938202247

¥2,900 8/上

ｵｶﾘﾅ日本の旅－世界で活躍する奏者のお手本＆一流のハープ

4997938202216

¥2,800

7/3

共同 ～ピアノや歌を教えるために～音楽を引き出すには

4520956204896

¥1,000 7月

ﾀｲﾑﾘｰM

ビギナーのためのやさしいウクレレ曲集TAB譜・歌詞付

4560201302403

¥2,300

上

全音 生徒がキラキラ輝く！最高の発表会のつくり方

4511005103659

¥1,800

ﾄﾞﾘｰﾑMF

模範演奏ＣＤ付 ウクレレ／スタジオジブリｺｰﾄﾞﾈｰﾑ入歌詞集付新装

4562282994768

¥2,500

上

ＫＭＰ やさしく楽しく吹けるオカリナの本【青春のＪ－ＰＯＰ編】
サーベル社

トリオでもできるトーンチャイム・コンサート

ドレミ ウクレレ・ヒーリング 模範演奏ＣＤ付

7月

河出 「歌だけが残る」と、あなたは言った わが父、阿久悠

下

河出文庫 歌え！多摩川高校合唱部

9784309416939

¥780

7月
中

雑誌・ムック他

4513870045225

¥1,700

中

ＡＣＯＵＳＴＩＣ ＧＵＩＴＡＲ ＢＯＯＫ ４９

9784401648122

¥1,900 7/22

4532679715818

¥1,600

7月

BURRN!SPECIAL DITION ROCK ICONS ｱﾒﾘｶﾝｸﾗｼｯｸﾛｯｸの深層

9784401647705

¥2,700 7/20

4514142149412

¥2,500

上

ＧＯＯＤ ＲＯＣＫＳ！ ＶＯＬ．１０２

9784401762705

¥2,800

中

ＭＵＳＩＣ ＬＩＦＥ １９９０年代のビートルズ

9784401648016

¥1,400 7/8

ｼﾝｺｰM

¥926

8/2

ヤマハ

マサさんの鍵盤ハーモニカの極意～バロックからポピュラーまで～

4947817280637

リコーダーＪＰ

ＲＧ－２１０ レディングのグラウンド 返品不可

9784862667328

¥900

発売中

PUNK ROCK ISSUE Ｂｏｌｌｏｃｋｓ Ｎｏ．０４４

9784401647989

¥1,000 7/31

RG-211ペープシュ ソナタ第９番ヘ長調 返品不可

9784862667335

¥1,200

発売中

ＲＯＣＫ ＡＮＤ ＲＥＡＤ ＢＡＮＤ ００３

9784401771806

¥1,500 7/31

RL-074Ｇ．フィンガー アルトリコーダーデュオソナタ変ロ長作品2-4 返品不可

9784862667533

¥1,200

発売中

クイーン・レジェンド・ブックス ロジャー・テイラー

9784401647965

¥2,400 7/29

ＲＰ ディヴィジョン・フルート 第１巻（１）レディングのグラウンド 返品不可

9784862667311

¥1,200

発売中

ムック ａｗｅｓｏｍｅ！ ＶＯＬ．３１

9784401648054

¥1,500 7/18

SR-106ボワモルティエ ２本のアルトリコーダーのための組曲第５巻 返品不可

9784862666413

¥3,800

発売中

ムック ａｗｅｓｏｍｅ！Ｐｌｕｓ ＶＯＬ．０３

9784401647910

¥1,300 7/8

9784276321731

¥2,400

下

ムック ｆａｂｕｌｏｕｓ ｓｔａｇｅ ＶＯＬ．０９

9784401647972

¥1,500 7/4

はじめの一歩 オカリナ入門ゼミ

4514796023304

¥1,200

上

ムック ピアノの発表会で弾きたい人気ソング３０［令和元年度号］

9784401647958

¥1,000 7/18

吹いて覚える演奏テクニック リコーダーが上手くなる方法

4514796023342

¥1,400

下

ムック 最初に弾きたいアコギ人気Ｊ－ＰＯＰソングス

9784401648009

¥1,300 7/4

4511005103642

¥3,000

中

アベフトシ／ＴＨＥＥ ＭＩＣＨＥＬＬＥ ＧＵＮ ＥＬＥＰＨＡＮＴ

9784845634040

¥2,000 7/22

大橋慎の真空管・オーディオ活用の奥義

9784845633951

¥2,000 7/18

9784276962941

¥5,990 7/19

音友 音楽指導ブック フレーズで覚える三味線入門
自由現

全音 ＣＤ付オリジナル箏曲集 いぶくろ聖志：いとあやし

ﾘｯﾄｰM

レッスングッズ・ファンシー
ｸｰﾘｱ ４２１２７ リコーダーペン ６色×各１０本セット【出荷単位：１】

4530344421279

¥9,000 8/上

４２１２８ リコーダーペン ブラック【発注単位：１０本】

4530344421286

¥150 8/上

４２１２９ リコーダーペン ピンク【発注単位：１０本】

4530344421293

¥150 8/上

ＳＴＡＧＥＡアーチスト(G5-3)（３９）ｺﾞｰﾄﾞﾝｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝ作品集２

4947817282662

¥2,500

下

４２１３０ リコーダーペン ブルー【発注単位：１０本】

4530344421309

¥150 8/上

ＳＴＡＧＥＡﾃﾞｨｽﾞﾆｰ(G5-3)（１６）ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｳﾞｨﾗﾝｽﾞｿﾝｸﾞｽｺﾚｸｼｮﾝ

4947817282747

¥2,500

下

４２１３１ リコーダーペン パープル【発注単位：１０本】

4530344421316

¥150 8/上

ＳＴＡＧＥＡﾃﾞｨｽﾞﾆｰ(G6-5)（７）アラジン

4947817282716

¥2,000

下

４２１３２ リコーダーペン イエロー【発注単位：１０本】

4530344421323

¥150 8/上

ＳＴＡＧＥＡﾃﾞｨｽﾞﾆｰ(G7-6)（１５）ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｳﾞｨﾗﾝｽﾞｿﾝｸﾞｽｺﾚｸｼｮﾝ

4947817282754

¥2,400

下

４２１３３ リコーダーペン レッド【発注単位：１０】

4530344421330

¥150 8/上

ＳＴＡＧＥＡポピュラー(G5-3)(111)今弾きたいあの時聞いたTVﾃｰﾏ

4947817282969

¥2,300

下

ﾌﾟﾘﾏ ＰＲＦＧ－０５４ 出席カード ことり２【発注単位：１０枚】

4941216912878

¥40

中

4941216912892

¥40

中

ＰＲＦＧ－０５６ 出席カード ラベンダー【発注単位：１０枚】

音友 ムック これならできる特選スピーカーユニット2019版ﾏｰｸｵｰﾃﾞｨｵ

エレクトーン教本・グレード・曲集
ヤマハ

