
ドレミ 新・やさしいピアノ伴奏法（２）＜応用編＞【改訂版】 4514142148248 ¥1,500 下 全音 サスマンスハウス　 じめて ヴァイオリン教本Ｖｏｌ．１ 4511005100054 ¥2,000 中

夢みるピアニスト　こども 初級Ｐ小曲集（４） 4514142148231 ¥1,000 下 サスマンスハウス　 じめて ヴァイオリン教本Ｖｏｌ．２ 4511005100061 ¥2,000 中

ヤマハ ちいさな手 ピアニスト　 じめて 発表会（１） 4947817275800 ¥800 中 サスマンスハウス　 じめて ヴァイオリン教本Ｖｏｌ．３ 4511005100078 ¥2,000 中

ちいさな手 ピアニスト　 じめて 発表会（２） 4947817275817 ¥800 中 サスマンスハウス　 じめて ヴァイオリン教本Ｖｏｌ．４ 4511005100085 ¥2,000 中

ミニオンズおんがく ーと１だんシールつき【発注単位：５】　（返品不可） 4947817270034 ¥280 中 音友 テレマン　無伴奏フルート ため １２ ファンタジーTWV40:2-13 4510993584808 ¥2,000 下

ミニオンズおんがく ーと３だんシールつき【発注単位：５】　（返品不可） 4947817270058 ¥280 中 ザイツ　ヴァイオリン協奏曲第２番　演奏アドヴァイス付 4510993584907 ¥920 下

ミニオンズレッスンシール３【発注単位：１０】　（返品不可） 4947817270096 ¥200 中 ヤマハ 上野耕平ｻｸｿﾌｫﾝﾏｽﾀｰﾋﾟｰｽ　 ﾋﾞｾﾞｰ ｶﾙﾒﾝ･ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ FO  ｻｸｿﾌｫﾝ 4947817275824 ¥1,900 上

ミニオン　五線ノート　８段【発注単位：５】　（返品不可） 4947817270232 ¥280 中 上野耕平ｻｸｿﾌｫﾝﾏｽﾀｰﾋﾟｰｽ　 ﾘﾑｽｷｰ=ｺﾙｻｺﾌ 熊蜂 飛行 4947817275831 ¥1,100 上

ミニオン　レッスンノート（シール付き）【発注単位：５冊】　（返品不可） 4947817270225 ¥380 中 バイオリンで弾く　ウェディング・ソング～恋～　カラオケＣＤ付 4947817275688 ¥2,600 下

音友 やさしい２台ピアノ曲集 4510993584600 ¥2,300 下 ドレミ 結婚式ﾊﾟｰﾃｨｰで使える歌とｳﾞｧｲｵﾘﾝ ため デュオクラシックス２ 4514142148309 ¥2,200 上

楽しすぎる ピアノでデュエット　（5月掲載） 4510993583900 ¥1,800 中 チェロ愛奏曲選　ピアノ伴奏付 4514142148279 ¥3,000 下

全音 贅沢アレンジで魅せるｽﾃｰｼﾞﾚﾊﾟｰﾄﾘｰ集　王様 Ｐ　映画ﾐｭｰｼﾞｶﾙ連弾 4511005100047 ¥1,600 中 フルート・デュオで奏でる／クラシック・バラード【改訂版】 4514142148293 ¥2,200 下

ＫＭＰ やさしく弾けるＰソロ　クラシックを弾きたくて【２】 4513870043856 ¥1,600 中 シンコー クラリネット１本で吹ける 超定番曲ベスト５０ 4997938232039 ¥2,200 中

大きな音符で弾きやすい　 じめてＰ【クラシック編】 4513870043863 ¥1,600 中 大人初心者 ため ｱﾙﾄ･ｻｯｸｽ～定番曲でｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ～ 4997938232046 ¥3,000 上

 ｻｰﾍﾞﾙ社 中高生 ため 　楽しい音符ワーク・ブック（１）（脳トレクイズ付） 4532679239314 ¥1,000 中 トランペットで吹きたい超定番曲あつめました。【改訂版】 4997938220913 ¥3,000 下

 ﾌﾟﾘﾏ ＰＲＦＧ－４４３　月謝袋／マリン【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4941216912359 ¥35 6月 トランペット１本で吹ける 超定番曲ベスト５０ 4997938220920 ¥2,200 中

ＰＲＦＧ－４４４　月謝袋／和柄 こ（グリーン）【発注単位：１０枚　（返品不可） 4941216912366 ¥35 6月 現代Ｇ ポピュラーギター傑作選　ｖｏｌ．１ 4539442061707 ¥2,200 6月

ＰＲＦＧ－４４５　月謝袋／フラワー（３）【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4941216912373 ¥35 6月  ｵﾝｷｮｳ ﾊﾞｲｵﾘﾝｾﾚｸﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ（８８）ラ・クンパルシータ 4524643101116 ¥700 中

ＰＲＦＧ－４４６　月謝袋／コーギー【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4941216912380 ¥35 6月 ﾊﾞｲｵﾘﾝｾﾚｸﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ（８９）西郷どんメインテーマ 4524643101161 ¥700 中

ＰＲＦＧ－４４７　月謝袋／さくらんぼ【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4941216912397 ¥35 6月 上達を約束する　ホルン・スケールレッスンと応用フレーズ集 4524643101147 ¥2,000 中

ＰＲＦＧ－４４８　月謝袋／イエローキャッツ【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4941216912403 ¥35 6月 ウィンズスコア 吹奏楽譜Ｊ・ＰＯＰ　笑一笑　・シャオイーシャオ ・　ＣＤ付　（返品不可） 4580094464606 ¥4,500 6/1

クープ 楽器に れる　どれみシール【発注単位：１０枚】　（返品不可） 4582173590954 ¥350 中 吹奏楽譜セレクション　ティコ・ティコ　ＣＤ付　（返品不可） 4580094464095 ¥6,000 6/1

W EB-18-003 金管アンサンブル楽譜 ドラえもん（金管5(6)重奏）/星野 源　（返品不可） 4580094464545 ¥2,752 6/1

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器 W EB-18-004 金管アンサンブル楽譜　ドラえもん（金管８（９）重奏）　ＣＤ付/星野 源　（返品不可） 4580094464552 ¥2,752 6/1

ＡＴＮ ジャズ・コンセプション　トランペット 4537298037525 ¥4,000 6月

全音 ＲＰ－２９　４つ アメリカ ダンス（デュアルテ） 4511005100092 ¥1,400 中 リハーモナイゼーション・テクニック 4537298032445 ¥4,500 6月

ＲＰ－３０　アルト・リコーダー漸進的毎日 練習（シュテープス） 4511005100108 ¥1,200 中

レッスンから舞台まで幅広く使える・楽しめる　文化箏で二重奏 4511005100177 ¥2,100 中 エレクトーン教本・グレード・曲集
ヤマハ 大人 ピアニカレパートリー～大人から じめる趣味 鍵盤ハーモニカ 4947817275145 ¥2,300 上

「かんたんコード１０個」で弾ける楽しいｳｸﾚﾚ弾語６０　こども うた 4947817275749 ¥1,600 中 ヤマハ ＳＴＡＧＥＡアーチスト(G5-3)（３０）Ｈ　ＺＥＴＴＲＩＯ　１ 4947817275756 ¥2,400 下

 ｼﾝｺｰM オカリナ 四季－世界で活躍する奏者 お手本＆一流 ハープ伴奏で吹 4997938202025 ¥2,800 中 ＳＴＡＧＥＡﾃﾞｨｽﾞﾆｰ(G7-6)（１３）ダンス・ビート・ディズニー 4947817275961 ¥2,100 下

ＫＭＰ 目で見てわかる　やさしい複音ハーモニカ 吹き方 4513870043870 ¥1,000 中 TAGEA P&ｴﾚｸﾄｰﾝ(中～上）月刊ｴﾚｸﾄｰﾝP E EMT 定番名曲ｾﾚｸｼｮﾝ 2 4947817275978 ¥2,400 下

やさしく楽しく吹けるオカリナ 本　定番＆最新アニメソング編 4513870043887 ¥1,600 中 TAGEA P&ｴﾚｸﾄｰﾝ(中～上）月刊ｴﾚｸﾄｰﾝP E EMT 定番名曲ｾﾚｸｼｮﾝ 1 4947817275985 ¥2,400 下

都山流　尺八民謡集（中）　鈴木帝山／編 4513870043894 ¥3,000 中

リコーダーJP ＲＰ　レオナルド・レオ　アルトリコーダーソナタ　第５番ヘ長調　（返品不可） 4571325247266 ¥1,500 発売中 CD・DVD
G-192 レオナルド・レオ　アルトリコーダーソナタ　第５番ヘ長調　（返品不可） 4571325247273 ¥900 発売中

ＲＰ　ルイエ　アルトリコーダーデュオソナタ　第３番　（返品不可） 4571325247280 ¥1,500 発売中  ﾄﾞﾘｰﾑMF ＤＶＤ　演奏家養成塾　 じめて 二胡入門［教則本ＰＤＦ付］ 4562282994195 ¥1,800 下

L-062　ルイエ　アルトリコーダー　デュオソナタ　第３番ヘ長調　（返品不可） 4571325247297 ¥900 発売中 音友 合唱パート練習ＣＤ　レッツ・パー練 （６） 4510993584709 ¥8,000 中

-097　ルイエ　アルトリコーダーデュオソナタ　第１巻　（返品不可） 4571325247389 ¥2,800 発売中

自由現代社 初心者 ハーモニカ基礎教本 4514796022529 ¥1,300 上 カラオケ・歌謡曲・メロディー譜
サーベル社 崎元譲　クロマチック・ハーモニカ曲集　３つ ﾃﾞｯｻﾝ+ｱﾒﾘｶ音楽名曲集 4532679909019 ¥2,400 中

 ﾄﾞﾘｰﾑMF これ１冊で全てがわかる じめて 二胡入門 4562282994188 ¥1,600 下 全音 シャンソン・ベスト・コレクション（１）第４２版 4511005100160 ¥2,900 中

ミュージックエイト ＳＫＷ１４９　ブラジル【ドレミ階名付き】　（返品不可） 4533332621491 ¥3,900 6月

ＳＫＷ１５０　エル・クンバンチェロ【ドレミ階名付き】　（返品不可） 4533332621507 ¥3,900 6月

ＳＫＷ４８６　キセキ【ドレミ階名付き】／ＧＲＥＥＥＥＮ　（返品不可） 4533332624867 ¥3,900 6月

ＳＫＷ５９４　美女と野獣　（返品不可） 4533332625949 ¥3,900 6月

ＳＫＷ６９１　「惑星」より木星（抜粋）　（返品不可） 4533332626915 ¥3,900 6月

ＳＹＷ１３０　美女と野獣　（返品不可） 4533332631308 ¥3,100 6月

ＳＨＣＤ０１８　ＳＨみんな 鍵盤ハーモニカ・練習用ＣＤ－０１８　（返品不可） 4533332599189 ¥150 6月

ＳＨＣＤ０１９　ＳＨみんな 鍵盤ハーモニカ・練習用ＣＤ－０１９　（返品不可） 4533332599196 ¥150 6月

ＳＲＣＤ０９８　ＳＲみんな リコーダー・練習用ＣＤ－０９８　（返品不可） 4533332593286 ¥150 6月

ＳＲＣＤ０９９　ＳＲみんな リコーダー・練習用ＣＤ－０９９　（返品不可） 4533332593293 ¥150 6月

新刊案内
2018年6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 専用 バーコードリストをご用意しております でそちらをお使い下さい。
楽譜ナビTOP画面 左側「新刊案内」からプリントアウトして頂けます で

何卒、ご協力宜しくお願い致します。

※表示された 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 ー弾き語り

 ｼﾝｺｰM Ｐソロ　ゆず「ＢＩＧ　ＹＥＬＬ」 4997938036309 ¥1,800 中  ｼﾝｺｰM ＢＳ　グループ・サウンズ大全集［ワイド版］ 4997938358777 ¥3,500 中

Ｐソロ　最近人気 あるヒットソングあつめました。【２０１８年度】 4997938036279 ¥1,800 中 ＢＳ　レインボー「虹を翔る覇者」［ワイド版］ 4997938366161 ¥3,400 下

やさしいＰソロ　ピアノ初心者 新定番ヒットソング［２０１８年度］ 4997938036286 ¥1,800 中 Ｇ弾語　アルペジオでフォーク全集［ワイド版］ 4997938161575 ¥2,600 上

Ｐソロ・ソングブック－やさしく弾ける人気Ｊ－ＰＯＰ５０曲 4997938036293 ¥2,200 5/30 Ｇ弾語　女子が弾きたい人気ヒットソング５０曲 4997938161582 ¥1,800 6/6

保存版Ｐソロ　定番ポップス名曲選［改訂版］ 4997938036316 ¥2,100 中 Ｇ弾語　演歌・ムード歌謡ヒット全集［ワイド版］ 4997938161612 ¥3,000 上

初級者が発表会で弾きたいピアノ・ソロ・レパートリー５０ 4997938036347 ¥2,000 下 ヤマハ 文字と楽譜が 本当に 大きいＧ弾語ﾌｫｰｸ&ﾆｭｰﾐｭｰｼﾞｯｸ 4947817276029 ¥2,400 下

やさしいＰソロ　グレイテスト・ショーマン 4997938036415 ¥2,200 中 ＢＳ　ＫＥＹＴＡＬＫ『Ｒａｉｎｂｏｗ』 4947817275350 ¥3,200 中

Ｐ弾語　グレイテスト・ショーマン 4997938036422 ¥2,400 中 ＢＳ　Ｅｖｅ「文化」 4947817275701 ¥3,200 中

保存版Ｐソロ　ジャズスタンダード名曲選 4997938036323 ¥2,200 中 ＢＳ　たんこぶちん『ＴＡＮＣＯＢＥＳＴ』　（5月掲載） 4947817275459 ¥3,800 中

自由現代社 初心者 ため キーボード講座 4514796022512 ¥1,200 上 超初級「コード３つ」から じめる 楽々ギター弾語６０ 4947817275930 ¥1,800 中

いちばんやさしい　ピアノ・コード入門 4514796022550 ¥1,300 下  ﾌｪｱﾘｰ ＢＰ２０２１　君 ロックを聴かない／あいみょん 4533248037720 ¥750 上

コードから始めるジャズ・ピアノ入門　ＣＤ付 4514796022536 ¥1,800 中 ＢＰ２０２２　ａｓｐｈｙｘｉａ　／Ｃｏ　ｓｈｕ　Ｎｉｅ 4533248037737 ¥750 上

カワイ ママがこどもに弾いてもらいたい　歌姫伝説　昭和編 4962864902622 ¥1,500 下 ＢＰ２０２３　Ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ／ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ 4533248037744 ¥750 上

ヤマハ Ｐソロ　Ｅｖｅ「文化」 4947817275640 ¥1,900 中 ＢＰ２０２４　愛を伝えたいだとか／あいみょん 4533248037751 ¥750 上

Ｐソロ　抒情歌でつづる日本 うたメドレー 4947817275510 ¥2,200 中 ＢＰ２０２５　Ｄｒｉｖｅ／ＷＡＮＩＭＡ 4533248037768 ¥750 中

Ｐソロ　中級　おさえておきたい2018年ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ上半期編 4947817275886 ¥1,800 下  ｵﾝｷｮｳ 全曲歌詞コード付　改訂　お父さん ギター弾語 4524643101178 ¥2,500 中

Ｐソロ初級　やさしく弾けるおさえておきたい2018年ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ上半期 4947817275893 ¥1,800 下

Ｐソロ初級　やさしくひける最新アニメヒッツ２０１８ 4947817275879 ¥1,500 中 書籍・理論書
ピアノで弾くディズニー名曲集　Ｖｏｌ．１ 4947817275909 ¥1,600 下

ピアノで弾くディズニー名曲集　Ｖｏｌ．２ 4947817275916 ¥1,600 下 ヤマハ 新版　ソアレス ピアノ講座　演奏と指導 ハンドブック 4947817275053 ¥1,800 下

ピアノで弾くディズニー名曲集　Ｖｏｌ．３ 4947817275923 ¥1,600 下 アーティストファイル　スターダストレビューオフィシャルデータブック 4947817266372 ¥2,200 下

Ｐソロ　弾きこなす みんなが選んだボーカロイド人気曲ランキング30 4947817275695 ¥1,900 下 必ず役立つ　 じめて マーチングハンドブック 4947817260479 ¥1,800 下

ドレミ オフィシャルＰスコア　小田和正　こ 道を／会いに行く／坂道を上っ 4514142148323 ¥1,400 上 音友 ジュニア楽典 9784276100138 ¥1,850 下

 ﾘｯﾄｰM 本当にやさしく弾ける じめて ピアノ名曲２０ 4958537114720 ¥1,200 6/25 自然 原理に還元された　和声論 9784276103030 ¥7,000 下

 ﾃﾞﾌﾟﾛMP ワンランク上 Ｐソロ　グレイトソング（３）打上花火／Ｌｅｍｏｎ 4589496592481 ¥1,700 中 ソナタ形式 修辞学　古典派 音楽形式論 9784276101630 ¥4,600 上

いろんなアレンジで弾く　Ｐ名曲ピース３３　千本桜 4589496592504 ¥700 中 全音 「童謡 法則」から学ぶ作詞・作曲 テクニック 4511005100184 ¥2,100 中

いろんなアレンジで弾く　Ｐ名曲ピース３４　打上花火 4589496592511 ¥700 中  ﾘｯﾄｰM 村上春樹 １００曲 9784845632398 ¥1,800 6/15

簡易Ｐ伴奏による　実用版　こども うた大集合　保存版 4589496592498 ¥2,000 中 ＭＲ．ＪＩＭＭＹ　世界で一番ジミー・ペイジになろうとした男 9784845632510 ¥1,600 6/25

上級Ｐグレード　ボカロプロフェッショナル・ユース曲集 4589496592467 ¥1,900 中 もっと思いどおりに作曲ができる本　Ｑ＆Ａ方式で音楽制作 実践ﾃｸﾆｯｸ 9784845632527 ¥2,000 6/25

ワンランク上 Ｐソロ　ピアニストが弾きたい ボカロ名曲集 4589496592474 ¥1,800 中  ｱﾙﾃｽ 未来 人材 「音楽」で育てる 9784865591842 ¥1,800 6/26

 ﾀｲﾑﾘｰM 大人 Ｐ　Ｐで楽しむやさしい昭和フォーク 4560201302335 ¥2,400 中 川崎弘二『武満徹 電子音楽』 9784865591859 ¥12,000 7/14

 ﾄﾞﾘｰﾑMF 初級ソロ・アレンジ　華麗なるピアノ 旋律［男性アーティスト編］ 4562282994157 ¥2,200 中 裏声歌手 モンテヴェルディ偏愛主義 9784865591873 ¥2,200 下

 ﾌｪｱﾘｰ ＰＰ１５０５　笑一笑～シャオイーシャオ～／ももいろクローバーＺ 4533248037775 ¥600 上  ｼﾝｺｰM 料理と おいしい関係 ビール ペアリングがよくわかる本 9784401646135 ¥1,500 6/29

ＰＰ１５０６　フィクション／ｓｕｍｉｋａ 4533248037782 ¥600 上 ＲＯＣＫ　ＡＮＤ　ＲＥＡＤ　０７８ 9784401771677 ¥1,200 6/27

ＰＰ１５０７　Ｂｌｏｏｍ／Ｓｕｐｅｒｆｌｙ 4533248037799 ¥600 上 ＩＤＯＬ　ＡＮＤ　ＲＥＡＤ　０１５ 9784401771684 ¥1,200 6/27

ＰＰ１５０８　７２／新しい地図 4533248037805 ¥600 中 メイツ 思い通りに奏でる　複音ハーモニカ　上達 コツ50　（返品不可） 9784780420487 ¥1,660 6月

ＰＰ１５０９　知らないんでしょ？／平井堅 4533248037812 ¥600 中 学研 やさしく読めるビジュアル伝記　ベートーベン 9784052048470 ¥950 下

 ﾌﾟﾚﾐｭｰｽ 中高年 初心者もスラスラ弾ける らくらくピアノ１伝説 名曲集 4589628120094 ¥1,700 上 春秋社 ベートーヴェン像再構築 9784393932117 ¥18,000 下

ヘンデルが駆け抜けた時代－政治・外交・音楽ビジネス 9784393932124 ¥2,100 下

歌・声楽･合唱・保育 ミクロログス（音楽小論）－全訳と解説 9784393932131 ¥4,800 上

全音 山中千佳子　混声合唱とピアノ ため 組曲　ことたま 祭祀 4511005100122 ¥1,700 中 雑誌・ムック他
面川倫一　混声合唱とピアノ ため ソングス　昼 月 4511005100139 ¥1,400 中

面川倫一　男声合唱とピアノ ため ソングス　昼 月 4511005100146 ¥1,400 中 音友 これならできる特選スピーカーユニット　マークオーディオ編 9784276962828 ¥5,200 7/19

復刊日本童謡名曲集　伴奏譜付／付録－日本童謡発達史 4511005100016 ¥3,900 中 ムック　バックロードホーン・スピーカーをつくる 9784276962835 ¥1,400 7/19

ＣＤ　ＢＯＯＫ　あそびうたジャジャ～ン 4511005100115 ¥2,800 中 ムック　スピーカー工作 基本＆実例集２０１８年版 9784276962842 ¥4,600 7/19

カワイ 鈴木憲夫　無伴奏混声合唱曲　般若心経 4962864919798 ¥1,200 上 ムック　これで万全 バロック 教え方　（5月掲載） 9784276962811 ¥1,400 6/27

三沢治美　混声合唱 ため アンコール曲集　また逢う日まで 4962864924792 ¥1,500 下 ヤマハ 月刊Ｐ７月号増刊Ｐで弾きたい 聴きたい 名曲セレクション２０１８ 4910076260788 ¥1,667 6/22

池辺晋一郎　男声合唱 ため エチュード 4962864919545 ¥1,400 下 ムック　ピアノでた しく ディズニー名曲集～１０ストーリーズ　２ 9784636959727 ¥1,600 6/22

大熊崇子　女声合唱組曲　生命 4962864919002 ¥1,500 中  ｼﾝｺｰM ムック　Ａｎｉ－ＰＡＳＳ　＃０１ 9784401646265 ¥1,250 6/19

信長貴富　女声合唱曲集　悲しみ色 スケッチ 4962864919408 ¥1,500 下 ムック　THE GAZETTE NINTH EFE ENCE BOOK 9784401646272 ¥2,315 6/13

奥居香　定番 昭和あたり ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ女声　Ｄｉａｍｏｎｄｓ 4962864923962 ¥800 上 ムック　サックス・ワールド　ＶＯＬ．９　ＣＤ付 9784401720095 ¥1,500 6/11

相澤直人　合唱エクササイズ　ニュアンス編 4962864921968 ¥1,000 下 ムック　Ｊａｚｚ　Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｃｈａｐｔｅｒ　５ 9784401645640 ¥1,700 6/19

ヤマハ 女声合唱とピアノ ため 　海と山 ファンタジア　民話種蒔権兵衛より 4947817275169 ¥1,800 中 ムック　ピアノ最新＆新定番ソング２０１８ 9784401646166 ¥1,000 6/5

ＫＭＰ 女声二・三部合唱／Ｐ伴奏　ニューミュージック合唱精選［５訂版］ 4513870043900 ¥3,200 中 ムック　こども なかよしピアノ　２０１８ 9784401646173 ¥950 6/14

やさしい二部合唱／Ｐ伴奏　ワイド版で見やすい思い出 童謡・唱歌集 4513870043917 ¥1,500 中 ムック　ｆａｂｕｌｏｕｓ　ａｃｔ　Ｖｏｌ．０９ 9784401646203 ¥1,500 6/6

 ｵﾝｷｮｳ 合唱ピースＯＣＰ－０９９　混声４部＆男声４部　君を せて 4524643101154 ¥700 中 ムック　ロック・ジェット　Ｖｏｌ．７３ 9784401646210 ¥1,300 6/18

ウィンズスコア ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰﾗｽﾋﾟｰｽ混声３部　リメンバーミー【５冊以上】　（返品不可） 4580094464651 ¥700 6月 ムック　ウクレレ　アラモード　８ 9784401646227 ¥1,600 6/19

J-POPｺｰﾗｽﾋﾟｰｽ混声３部　ＬＥＭＯＮ／米津玄師【５冊以上】　（返品不可） 4580094464637 ¥700 6月 ＣＲＯＳＳＢＥＡＴ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ベック 9784401646234 ¥1,800 6/28

J-POPｺｰﾗｽﾋﾟｰｽ混声３部　瞬き【５冊以上】　（返品不可） 4580094464705 ¥700 6月 ＴＨＥ　ＥＦＦＥＣＴＯＲ　ＢＯＯＫ　ＶＯＬ．４０ 9784401646289 ¥1,500 6/14

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰﾗｽﾋﾟｰｽ女声３部　リメンバーミー【５冊以上】　（返品不可） 4580094464682 ¥700 6月 ＭＵＳＩＣ　ＬＩＦＥ　ザ・ビートルズ日本公演１９６６　特別版 9784401646296 ¥1,800 6/18

ムック　１００人が語るフジロック伝説 9784401646302 ¥1,800 6/29

ギ ー＆ポピュラー教本・曲集  ﾘｯﾄｰM ムック　ウクレレ・マガジン（１９） 9784845632534 ¥1,400 6/15

GUITA  MAGAZINE PECIAL A TI T E IE 　ＭＵＣＣ「楽器ノ書」 9784845632435 ¥2,500 6/29

 ｼﾝｺｰM ジャズ・ギター・スコア　ウェス・モンゴメリー 4997938161605 ¥2,700 中 みんなで歌おう かんたんウクレレ教室　ｂｙ　ガズ 9784845632541 ¥1,400 6/19

ギター・ソロ・ソングブック－やさしく弾ける人気J-POP20曲－ 4997938146145 ¥2,200 下 ウクレレで「ハワイアン 弾き語り」ができるようになる本 9784845632558 ¥2,000 6/19

Ｇ弾語　ゆず　ｓｏｎｇｂｏｏｋ 4997938161599 ¥2,900 中 アルソ ザ・サックス　特別号（５）　ＣＤ付 4910040420781 ¥2,400 下

ヴィジュアル・ギター・レッスン　サイモン＆ガーファンクル（ＤＶＤ付） 4997938146138 ¥2,000 5/25

ヴィジュアル・ギター・レッスン　ザ・ベンチャーズ（ＤＶＤ付） 4997938146114 ¥2,000 5/25

自由現代社 アッと驚く　独奏アコギ・パーフェクト・レッスン　ＤＶＤ付 4514796022543 ¥2,200 中

ＤＴＭからカルチャーシーンまで　作曲ＥＤＭ ＣＤ付 4514796022567 ¥1,600 下

 ﾄﾞﾘｰﾑMF ＴＡＢ譜付スコア　心に残る沖縄 うた／ソロ・ギター・コレクション 4562282994164 ¥2,200 下

ＴＡＢ譜付スコア　心に残る映画音楽／ｿﾛGｺﾚｸｼｮﾝ〈永遠 名作ｼﾈﾏ 4562282994171 ¥2,200 下

 ﾘｯﾄｰM ジャズ・スタンダード・バイブル２　ｉｎ　Ｂ♭　改訂版 4958537114690 ¥3,500 6/25

ジャズ・スタンダード・バイブル２　ｉｎ　Ｅ♭　改訂版 4958537114706 ¥3,500 6/25

ジャズ無窮動トレーニング　効果絶大 ノンストップ練習 4958537114737 ¥2,500 6/29

※新刊予約 専用 バーコードリストを

ご用意しております でそちらをお使い下さい。

楽譜ナビTOP画面 左側「新刊案内」から

プリントアウトして頂けます で

何卒、ご協力宜しくお願い致します。


