
音友 ［標準版ピアノ楽譜］グルリット　こどものためのアルバムOP.140 4510993578708 ¥800 下 全音 吹奏楽／スクールバンド　デュオ練　フルート 4511005096203 ¥1,300 中

カワイ こどもの発表会・コンクール用Ｐ曲集　粉雪のファンタジー 4962864905777 ¥1,700 中 吹奏楽／スクールバンド　デュオ練　クラリネット 4511005096210 ¥1,300 中

ピアノ名曲アルバム　特級 4962864906446 ¥1,700 中 吹奏楽／スクールバンド　デュオ練　サクソフォーン 4511005096227 ¥1,300 中

ヤマハ おんがくのーと　２だん【発注単位：５】　（返品不可） 4947817266105 ¥160 中 吹奏楽／スクールバンド　デュオ練　ホルン 4511005096258 ¥1,300 中

おんがくのーと　４だん【発注単位：５】　（返品不可） 4947817266129 ¥160 中 吹奏楽／スクールバンド　デュオ練　トランペット 4511005096265 ¥1,300 中

ハローキティ　レッスンシール【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4947817265900 ¥200 中 吹奏楽／スクールバンド　デュオ練　トロンボーン 4511005096272 ¥1,300 中

Ｐ連弾　レッスン・発表会で～先生と生徒の連弾ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ 4947817265924 ¥1,600 中 吹奏楽／スクールバンド　デュオ練　ユーフォニアム 4511005096289 ¥1,300 中

学研 ＃と♭３つまで１４の調性を弾こう！ｼｬｰﾌﾟとﾌﾗｯﾄのＰ名曲集STEP1 4582394252006 ¥1,200 中 吹奏楽／スクールバンド　デュオ練　高音木管(FL,OB,CL,&S.SAX) 4511005096234 ¥1,300 中

ごほうびシールノート（にゃんこ）【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4582394251979 ¥120 中 吹奏楽／スクールバンド　デュオ練　中低音セクション(EUPH,TUB,B.CL 4511005096241 ¥1,300 中

ごほうびシールノート（ぼうけん）【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4582394251993 ¥120 中 音友 現代日本の音楽　飛天（アプサラス） 4510993579101 ¥4,100 下

ごほうびシール（にゃんこ）【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4582394251962 ¥80 中  ﾘｯﾄｰM ＴＡＴＳＵＲＯ　ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　ｏｎ　ＢＲＡＳＳ 4958537114485 ¥4,000 4/25

ごほうびシール（ぼうけん）【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4582394251986 ¥80 中 ヤマハ ニューサウンズインブラス第４５集　Ｍｉｒａｃｌｅ　Ｓｈｏｔ 4947817264972 ¥9,000 4/26

ドレミ ポケモンおんぷカード 4514142146503 ¥1,200 下 ﾆｭｰｻｳﾝｽﾞｲﾝﾌﾞﾗｽ第４５集　ディズニー・ヴィランズ・メドレー 4947817264941 ¥10,000 4/26

ドレミ・クラヴィア・アルバム　ツェルニー１００番練習曲 4514142146718 ¥1,000 上 ニューサウンズインブラス第４５集　宇宙戦艦ヤマトメドレー 4947817264934 ¥10,000 4/26

ドレミ・クラヴィア・アルバム　エルネスト・ナザレＰ小品集 4514142146701 ¥1,400 下 ﾆｭｰｻｳﾝｽﾞｲﾝﾌﾞﾗｽ第４５集ＩＱ２４６～華麗なる事件簿～メインテーマ 4947817264965 ¥9,000 4/26

 ｼﾝｺｰM ねこ音楽ノート（Ａ４・１２段） 4997938034923 ¥300 中 ﾆｭｰｻｳﾝｽﾞｲﾝﾌﾞﾗｽ第４５集　アース・ウィンド＆ファイヤー・メドレー 4947817264958 ¥12,000 4/26

ねこ音楽ノート（Ｂ５・１０段） 4997938034930 ¥270 中 ニューサウンズインブラス　第４５集　オネスティ 4947817265009 ¥9,000 4/26

 ﾃﾞﾌﾟﾛMP 音楽５線ノート　１８段　（３冊セット） 4589496591279 ¥380 中 ニューサウンズインブラス第４５集　よさこい 4947817264989 ¥9,000 4/26

反復練習で力をつける　おんぷ読み方　トレーニング・プリント 4589496591262 ¥1,000 中 ニューサウンズインブラス第４５集　デイドリーム・ビリーバー 4947817264996 ¥10,000 4/26

Ｐ連弾　Ｊ－ＰＯＰ名曲集 4589496591217 ¥1,800 中 ブラバン・ディズニー！２　くまのプーさん【プーさんとはちみつ】 4947817265375 ¥9,000 中

Ｐ連弾　ヒーリング名曲集 4589496591224 ¥1,800 中 ブラバン・ディズニー！２　ホエン・シー・ラブド・ミー【ﾄｲｽﾄｰﾘｰ2】 4947817265405 ¥8,000 中

 ｻｰﾍﾞﾙ社 ぴよぴよピアノ《ぴよぴよゲームつき》 4532679237716 ¥1,300 中 ブラバン・ディズニー！２　パート・オブ・ユア・ワールド【ﾘﾄﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ】 4947817265368 ¥8,000 中

 ｼｮｯﾄM ED22053ニコライ・カプースチン　２４の前奏曲とフーガOP.82第１巻　（返品不可） 4582249671020 ¥4,500 ４月 ブラバン・ディズニー！２　輝く未来【塔の上のラプンツェル】 4947817265382 ¥8,000 中

ED22054ニコライ・カプースチン　２４の前奏曲とフーガOP.82第２巻　（返品不可） 4582249671037 ¥4,500 ４月 ブラバン・ディズニー！２　ひとりぼっちの晩餐会【美女と野獣】 4947817265399 ¥10,000 中

ED22054ニコライ・カプースチン　キュリオシティOP.157　（返品不可） 4582249671068 ¥2,400 ４月 ドレミ 弦楽四重奏　パーティー・ミュージック名曲集Ｖｏｌ．１ 4514142146749 ¥2,700 下

ED22618ニコライ・カプースチン　レイニー・ウェザーOP.159　（返品不可） 4582249671075 ¥1,800 ４月 弦楽四重奏　パーティー・ミュージック名曲集Ｖｏｌ．２ 4514142146756 ¥2,700 下

ED22657ニコライ・カプースチン　２４のジャズ前奏曲OP.53　（返品不可） 4582249671044 ¥4,300 ４月 ジャズ・トランペットの練習法を教えます　ＣＤ付 4514142146770 ¥2,400 下

ED22658ニコライ・カプースチン　変奏曲OP.41　（返品不可） 4582249671051 ¥2,400 ４月  ﾃﾞﾌﾟﾛMP これなら吹ける　初級フルートレパートリー曲集　新版 4589496591248 ¥1,700 中

 ﾌﾟﾘﾏ ＰＲＦＧ－５１８　出席カード／ピアノ（ピンク）【発注単位：１０枚　（返品不可） 4941216911857 ¥30 ４月 これなら吹ける　初級アルトサックスレパートリー曲集　新版 4589496591255 ¥1,700 中

ＰＲＦＧ－５１９　出席カード／吹奏楽（ブルー）【発注単位：１０枚　（返品不可） 4941216911864 ¥30 ４月  ｼﾝｺｰM トランペットで吹くベストソングス（カラオケＣＤ２枚付） 4997938220814 ¥3,000 中

ＰＲＦＧ－５２０　出席カード／水族館【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4941216911871 ¥30 ４月 中学生・高校生のための吹奏楽自主練ブック　ユーフォニアム 4997938220807 ¥1,500 下

ＰＲＦＧ－５２１　出席カード／黒猫【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4941216911888 ¥30 ４月 クラリネット・ソロ　Ｐと一緒に吹きたいスタジオジブリの名曲あつめました。Ｐ伴奏譜付 4997938231711 ¥2,800 下

ＰＲＦＧ－５２２　出席カード／グリーンリーフ【発注単位：１０枚　（返品不可） 4941216911895 ¥30 ４月  ｵﾝｷｮｳ Ｐ伴奏・ﾊﾞｲｵﾘﾝﾊﾟｰﾄ譜VS.77　組曲「もうひとつの京都」　第２曲「懐かしの里山へ」　（３冊セット） 4524643070771 ¥700 中

ＰＲＦＧ－５２３　出席カード／ピアノ（ブルー）【発注単位：１０枚　（返品不可） 4941216911901 ¥30 ４月  ｼｮｯﾄM SJ1179細川俊夫　哀歌－東日本大震災の犠牲者に捧げる－　ヴィオラ　（返品不可） 9784890664832 ¥1,600 3/30

ＰＲＦＧ－５２４　出席カード／吹奏楽（ピンク）【発注単位：１０枚　（返品不可） 4941216911918 ¥30 ４月 ウィンズスコア WSVD-0001　DVD　藤重先生のスーパー・サウンド・メイキング -吹奏楽基礎合奏-　（返品不可） 4580094481795 ¥4,500 3/31

WSJ-17-007　吹奏楽J-POP楽譜　SHINE!! キラキラ☆プリキュアアラモード　（返品不可） 4580094460172 ¥4,000 3/31

エレクトーン教本・グレード・曲集 ミュージックエイト MAHR32　ホルン・アンサンブル　聖者の行進【ホルン三重奏】　（返品不可） 4533332984626 ¥1,100 3/24

MAET33　ユーフォニアム・テューバ・アンサンブル　聖者の行進【ユーフォ・テューバ三重奏】　　（返品不可） 4533332982998 ¥1,100 3/24

ヤマハ ＳＴＡＧＥＡパーソナル(G5-3)５３　廣田奈緒子２ﾊｰﾄﾌﾙ･ｽﾄｰﾘｰｽﾞ 4988620131815 ¥2,400 中 MATP42　トランペット・アンサンブル　聖者の行進【トランペット三重奏】　（返品不可） 4533332984275 ¥1,100 3/24

ＳＴＡＧＥＡ　ポピュラー(G5)１０３テレビサウンズコレクション 4988620131808 ¥2,100 中 QH1621　吹奏楽ヒットシリーズ　SHINE!!キラキラ☆プリキュアアラモード　（返品不可） 4533332966219 ¥3,600 4/3

ＳＴＡＧＥＡアーチスト(G7-6)２６T-SQUAREベスト・セレクション 4988620131822 ¥2,000 中 QH1623　吹奏楽ヒットシリーズ　LUCKYSTAR　（返品不可） 4533332966233 ¥3,600 4/3

FB2　はじめての金管バンド曲集　はじめての金管バンド曲集Vol.2【実演参考音源パート別CD付】　（返品不可） 4533332610068 ¥4,000 4/3

現代Ｇ ﾘｽﾄ/ﾊﾝｶﾞﾘｰ狂詩曲第２番ｻﾝ=ｻｰﾝｽ／白鳥　ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆ/ｶﾌﾟﾘｽNO.24 4539442059605 ¥1,800 ４月

雑誌・ムック他

リットー いちばんやさしいギター・スケールの本　ＣＤ付 9784845630332 ¥1,800 4/7

音友 ムック　最新版　名曲名盤５００　ベスト・ディスクはこれだ！ 9784276962668 ¥2,000 5/10

ヤマハ 月刊ピアノ５月号増刊　Ｐで弾くTV&ｼﾈﾏ2017春号 4910076260573 ¥1,200 4/17

ヤマハムックシリーズ　Ｐ初心者のための名曲セレクションスペシャル 9784636945799 ¥1,500 下

 ｼﾝｺｰM 不世出の天才ｼﾞﾌﾟｼｰ･ｽｳｨﾝｸﾞ･ｷﾞﾀﾘｽﾄ　ジャンゴ・ラインハルト 9784401644131 ¥2,500 4/19

ムック　ヘドバンスピンオフ　ヘドバン的「メタルの古典」１００枚 9784401644469 ¥1,200 4/19

ポール・マッカートニー　ソロ・ワークス 9784401644506 ¥1,500 4/14

新刊案内
2017年4月

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

※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。

※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 バンドスコア・ギター弾き語り

全音 王様のピアノ　ＮＨＫテーマ・セレクション 4511005096463 ¥1,800 中  ｼﾝｺｰM ＢＳ　ネオクラシカルメタル［ワイド版］ 4997938365881 ¥3,900 中

ヤマハ AFTER THE RAIN PIANO SELECTION ARRANGED BY 事務員Ｇ 4947817265634 ¥2,000 下 Ｇ弾き語り　アコギで弾きたいカッコイイ曲あつめました。 4997938161179 ¥2,000 上

Ｐソロ　リチャード・クレイダーマン　Ｂｅｓｔ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 4947817265931 ¥2,400 下 Ｇ弾き語り　洋楽サウンドグラフィティー［ワイド版］ 4997938161186 ¥3,000 下

Ｐソロ　入門　らくらく弾ける！ヒットソングの定番～恋～ 4947817266051 ¥1,600 下 Ｇ弾き語り　ボブディラン［ワイド版］ 4997938161155 ¥2,600 4/7

Ｐソロ　中級　美女と野獣 4947817265948 ¥1,700 下 Ｇ弾き語り　ビートルズ大全集［ワイド版］ 4997938161162 ¥2,900 4/5

Ｐソロ　初級　やさしく弾ける　美女と野獣 4947817266068 ¥1,600 下 Ｇ弾き語り　サイモン＆ガーファンクル［ワイド版］ 4997938161193 ¥2,800 中

Ｐディズニーミニアルバム　美女と野獣　（２冊セット） 4947817266075 ¥900 下  ﾘｯﾄｰM ＢＳ　バンドリ！オフィシャル・バンドスコア 4958537114478 ¥3,000 4/26

kmp Ｐソロ　Ｐで弾きたい　昭和歌謡の鉄板名曲集 4513870042514 ¥1,800 中 ＫＭＰ ＢＳ　ＧＬＯＲＩＡ　Ｉ’Ｍ　ＧＥＴＴＩＮ’ＢＬＵＥ　SONG BY ZIGGY 4513870042576 ¥2,700 中

Ｐソロ　ハ調でピアノ♪～最初に弾きたい名曲編～ 4513870042521 ¥1,600 中 Ｇｕｉｔａｒ　ｓｏｎｇｂｏｏｋ　小沢健二　ベスト曲集 4513870042569 ¥2,000 中

Ｐピース　どこまでも～Ｈｏｗ　Ｆａｒ　Ｉ’ｌｌ　Ｇｏ～　（２冊セット） 4513870042590 ¥600 中 ヤマハ ＢＳ　ＫＥＹＴＡＬＫ『ＰＡＲＡＤＩＳＥ』 4947817265313 ¥3,600 中

まずはここからはじめよう　ジャズ・Ｐが弾きたい！ 4513870042545 ¥2,400 中 ＢＳ　０４Ｌｉｍｉｔｅｄ　Ｓａｚａｂｙｓ『ｅｕｒｅｋａ』　（３月掲載） 4947817264897 ¥3,200 中

すぐ弾ける／はじめてのひさしぶりの　大人のＰ　おとなのﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ編 4513870042538 ¥1,700 中 Ｇ弾語　吉澤嘉代子『屋根裏獣』 　（３月掲載） 4947817265207 ¥2,500 中

大きな音符で弾きやすいはじめてＰ宮崎駿＆スタジオジブリ編 4513870042552 ¥1,600 中 ＢＳ　ONE OK ROCK BEST SELECTION 1ST「ゼイタクビョウ」～8TH「Ambitions」　（３月掲載） 4947817264644 ¥3,000 下

 ｼﾝｺｰM 大人の初級Ｐ　人気＆定番ソングス～少ない音で華やかに奏でる～改訂３版 4997938034800 ¥2,000 4/5 ＧＳ　ONE OK ROCK BEST SELECTION 1ST「ゼイタクビョウ」～8TH「Ambitions」　（３月掲載） 4947817264668 ¥3,000 下

音名カナ付Ｐソロ　初心者のかんたんステップアップ！新定番ベスト５０ 4997938034985 ¥1,900 中 Ｇ弾語　ゆずシングル・コレクション1998-2016～夏色から終わらない 4947817264071 ¥3,500 発売中

やさしいＰソロ　知ってる曲ではじめる大人のピアノＴＨＥ定番５０曲 4997938035043 ¥2,000 4/5 フェアリー ＢＰ１９１６　ＦＩＧＨＴＥＲ　／ＫＡＮＡ・ＢＯＯＮ 4533248034729 ¥750 上

Ｐソロ　上級アレンジで弾きたい聴かせたい人気ソングス 4997938035067 ¥2,200 中 ＢＰ１９１７　ＬＯＳ！　ＬＯＳ！　ＬＯＳ！ 4533248034736 ¥750 上

らくらく読める！ハ調で弾くＰ　定番ポップス＆クラシック 4997938035081 ¥1,600 中 ＢＰ１９１８　遺伝／斉藤和義 4533248034743 ¥750 中

らくらく読める！ハ調で弾くＰ　大人気Ｊ－ＰＯＰ 4997938035098 ¥1,600 中 ＢＰ１９１９　嘘の火花／９６猫 4533248034750 ¥750 中

やさしいＰソロ　ヒット曲ではじめる！初心者ピアノ～映画ＴＶＣＭ～ 4997938034954 ¥1,600 下 ＧＰ２５４　タッタ／ゆず 4533248034842 ¥600 上

Ｐでうたおう！保育園幼稚園の人気ソング　２０１７年度版 4997938034893 ¥1,600 中

Ｐソロ　こどものレベルアップ！難易度別レッスンレパートリー 4997938035005 ¥1,700 下 ギター＆ポピュラー教本・曲集
全音符指番号付Ｐ　やさしく弾けるクラシック 4997938035104 ¥1,800 中

すぐに弾ける！吹ける♪ドレミでかんたん単音メロディーブック１５０ 4997938601651 ¥1,600 下 ヤマハ これが弾けりゃ～人気者！スグ弾ける！絶対ハズさない！Ｇ楽ネタ150 4947817265917 ¥1,800 下

やさしいＰソロ　ヒット曲ではじめる初心者ピアノスタジオジブリ 4997938035036 ¥1,600 4/7 ｻｳﾝﾄﾞが劇的に変わる！ｷﾞﾀﾘｽﾄのためのやさしく覚えるテンションの使い方 4947817265955 ¥1,800 中

Ｐ初心者のﾗﾝｷﾝｸﾞﾍﾞｽﾄ30ﾎﾞｶﾛｿﾝｸﾞｽ［改訂版］（やさしいＰソロ） 4997938034947 ¥1,800 上  ｼﾝｺｰM 見て・聴いて弾ける！　カルロス・サンタナ　ＤＶＤ付 4997938145964 ¥2,000 4/14

こどもと歌いたい　童謡あそびうた５０（ＣＤ２枚付） 9784401644483 ¥2,000 中  ﾃﾞﾌﾟﾛMP ベースＴＡＢノート　新版　（３冊セット） 4589496591286 ¥380 中

こどもと歌いたい　季節行事のうた５０（ＣＤ２枚付） 9784401644490 ¥2,000 中 ドレミ ｷｰﾎﾞｰﾃﾞｨｽﾄ･ｴｸｻｻｲｽﾞＰアドリブ・コード理論入門講座　ＣＤ付 4514142146787 ¥1,800 上

 ﾌｪｱﾘｰ ＰＰ１３７３　タッタ／ゆず 4533248034798 ¥600 上 きっと誰かに弾いてあげたくなる魔法のｿﾛﾍﾞｰｽ曲集 4514142146763 ¥2,400 下

ＰＰ１３７４　ひらり／大原櫻子 4533248034804 ¥600 上  ﾀｲﾑﾘｰM ＴＡＢ譜でＧソロ　抒情歌のひととき　心に残る癒やしの７６曲 4560201302229 ¥2,500 中

ＰＰ１３７５　ＯＲＩＯＮ　／米津玄師 4533248034811 ¥600 中  ﾄﾞﾘｰﾑMF ソロＧで奏でる昭和歌謡史・甦る名曲～夜のＪ－ＰＯＰ 4562282993501 ¥1,800 下

 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！久石譲名曲集 4589496591194 ¥1,900 中 ＡＴＮ 電子オルガンのためのプレリュード 4537298033282 ¥2,200 中

ワンランク上のＰソロ　幼稚園・保育園のうた大集合ベスト３０ 4589496591170 ¥1,800 中 自由現代社 初中級者のための　苦手意識がなくなるピアノ上達練習法 4514796021690 ¥1,300 上

ワンランク上のＰソロ　ピアニストが弾きたい！スタジオジブリ名曲集 4589496591187 ¥1,800 中 コードもアレンジもやさしく学べる　ピアノ伴奏レッスン　ＣＤ付 4514796021720 ¥1,800 中

ハ調で弾くＰソロ　宮崎駿＆スタジオジブリ名曲ベスト４０ 4589496591200 ¥1,500 中 素朴な音色が愉しめる　ソロＧはじめよう！ 4514796021737 ¥1,400 下

 ﾄﾞﾘｰﾑMF ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞｱﾚﾝｼﾞスタジオジブリ＆宮崎駿／Ｐソロコレクションズ 4562282993495 ¥2,200 中 初心者のエレキ・ギター基礎教本 4514796021706 ¥1,300 上

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器 書籍・理論書

 ﾘｯﾄｰM ソロ・ウクレレのしらべ［新装版］　ＣＤ付 4958537114454 ¥2,500 4/21 音友 「音楽教室の経営」塾１　導入編 9784276212305 ¥1,500 下

ソロ・ウクレレのしらべ［新装版］胸に響く永遠のスタンダード編 4958537114461 ¥2,400 4/21 「音楽教室の経営」塾２　実践入門編 9784276212312 ¥1,500 下

ヤマハ 松田昌の大好きな鍵盤ハーモニカ～発表会で楽しむソロ＆アンサンブル 4947817264125 ¥2,800 中 バロック音楽を考えるRETHINKING BAROQUE MUSIC 9784276110274 ¥2,000 上

超初級「コード３つ」からはじめる楽々ウクレレ弾語６０～演歌昭和歌謡編 4947817265771 ¥1,800 中 マエストロ・バッティストーニの　ぼくたちのクラシック音楽 9784276203822 ¥1,900 上

 ﾃﾞﾌﾟﾛMP やさしい器楽合奏　宮崎駿＆スタジオジブリ・ベスト　保存版 4589496591231 ¥2,500 中  ｼﾝｺｰM ジョニー・マー自伝 9784401644230 ¥2,800 ５月上

リコーダーＪＰ ＲＦ－０２６　平野真奈　リコーダー四重奏のための４つの小舞曲　（返品不可） 4571325246849 ¥2,200 発売中 ３．１１からの手紙／音の声　増補改訂版 9784401644537 ¥2,200 ５月上

ＲＰ　ヴァレンタイン　アルトリコーダーソナタ　ハ長調　作品５－１１　（返品不可） 4571325246801 ¥1,500 発売中 「ビートルズと日本」ブラウン管の記録 9784401644452 ¥2,500 4/22

ＳＲ－０９３　Ｊ　Ｓ．　バッハ　フーガの技法　第５巻 　（返品不可） 4571325246955 ¥3,800 発売中  ﾘｯﾄｰM VOICE OF BLUE　舞台上で繰り広げられた真実のジャズ史をたどる旅 9784845626687 ¥1,600 4/20

ＲＧ－１８３　ヴァレンタイン　ソナタ　ハ長調　作品５－１１ 　（返品不可） 4571325246818 ¥900 発売中 かんたん＆おしゃれな　バーベキューの人気レシピ 9784845630097 ¥1,360 4/14

自由現代社 初心者のハーモニカ基礎教本 4514796021713 ¥1,300 中 少女マンガの宇宙　ＳＦ＆ファンタジー　１９７０－１９８０年代 9784845630301 ¥1,800 4/20

 ﾄﾞﾘｰﾑMF ウクレレ／エリック・クラプトン～ブルース・ワークス～ 4562282993464 ¥2,500 下 心が疲れた時に観る映画　「気分」に寄り添う映画ガイド 9784845630349 ¥1,800 4/20

ウクレレ／ヒーリング・ミュージック～ｿﾛｳｸﾚﾚで奏でるやすらぎのﾒﾛ 4562282993471 ¥2,000 下 春秋社 全国旧制高等学校　寮歌名曲選　PART2 9784393935965 ¥3,800 下

ウクレレ／日本のこころ～ソロウクレレで奏でる思い出のメロディ 4562282993488 ¥2,000 下  ｽﾀｲﾙﾉｰﾄ 良い音の作り方　永野光浩流・ＤＴＭ音楽制作仕事術 9784799801598 ¥2,000 ４月

ミュージックエイト SR75　みんなのリコーダー　「新世界より」第４楽章　（返品不可） 4533332970759 ¥1,500 3/24  ｱﾙﾃｽ ダンスと音楽　躍動のヨーロッパ音楽文化誌 9784865591613 ¥2,200 4/26

SR76　みんなのリコーダー　さんぽ（映画『となりのトトロ』より）　（返品不可） 4533332970766 ¥1,500 3/24 音楽を考える人のための基本文献３４ 9784865591606 ¥2,200 4/26

歌うギリシャ神話　オペラ・歌曲がもっと楽しくなる教養講座　（３月掲載） 9784865591569 ¥1,800 4/18

歌・声楽･合唱・保育 叢書ビブリオムジカ　フランツ・シューベルト　（３月掲載） 9784865591590 ¥2,200 4/26

 ｼｮﾊﾟﾝ 菩提樹と立ち葵の歌　～ショパン　音の日記～ 4524518009813 ¥1,800 ４月

音友 同声合唱のための編作集　若林千春うたの本〈うみ〉 4510993578005 ¥1,400 下 アルファベータ 英語で歌えば上手くなる！　ＮＯＢＵ／著 9784865980301 ¥1,600 ４月

同声合唱のための編作集　若林千春うたの本〈里の秋〉 4510993578104 ¥1,400 下

二部合唱　未来へ 4510993579002 ¥850 上

間宮芳生歌曲集 　（３月掲載） 4510993574205 ¥3,200 下

全音 千原英喜　友よ、君の歌を　混声合唱組曲 4511005096487 ¥1,700 中

鈴木輝昭　夢の木　二群の同声合唱とピアノのための 4511005096470 ¥1,700 中

児童合唱組曲　くまモン 4511005096494 ¥1,400 中

カワイ 混声合唱　言葉は 4962864923610 ¥600 中

男声合唱　言葉は 4962864923634 ¥600 中

女声合唱　言葉は 4962864923627 ¥500 中

やなせたかしの詩による同声二部合唱曲集　ひざっこぞうのうた 4962864917855 ¥1,700 下

歌曲集　うたにつばさがあれば 4962864941683 ¥1,700 下

合唱エクササイズ　運営編 4962864921920 ¥1,000 中

合唱エクササイズ　ピアニスト編１ 4962864921937 ¥1,000 中

合唱エクササイズ　表現編３ 4962864928509 ¥1,000 中

ＫＭＰ 女声二部／Ｐ伴奏　懐かしい童謡・唱歌集【改訂版】 4513870042583 ¥1,500 中

ドレミ フランス愛唱歌集　シャンソン・フランセーズ 4514142146725 ¥2,200 上

オンキョウ 女声３部合唱・混声４部合唱OCP.088ファイト！　中島みゆき　（３冊セット） 4524643100669 ¥700 中

 ﾌｪｱﾘｰ ＣＰ７　やってみよう／ＷＡＮＩＭＡ　同声二部合唱＆ピアノ伴奏 4533248034828 ¥650 中

ＣＰ８　やってみよう／ＷＡＮＩＭＡ　女声三部合唱＆ピアノ伴奏 4533248034835 ¥650 中

自由現代社 うたいやすく移調した　世界の愛唱名歌集 4514796021744 ¥2,000 下

※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。


