新刊案内 2020年5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
学生のための プログレッシヴソルフェージュ（３）《伴奏つき》

4532679242017

¥1,600

5月

ＢＳ リッチー・ブラックモア・ベスト【ワイド版】

私のスケッチブックより／ＣＤ付 発表会、特別な日に大切な人に届け

4532679241331

¥2,300

4997938366550

¥3,800 5/20

5月

Ｇスコア 懐かしのＪ－ＲＯＣＫ全集

4997938162176

ＣＤ＋楽譜集ﾜﾝﾗﾝｸ上のPｿﾛクラシック・サウンズ

4589496594447

¥3,400

5/9

¥1,800

5月

アコギ弾語ソングブック―はじめに弾きたい６０曲―

4997938162183

¥2,200

カワイ 絶対弾きたい！わくわくクラシック

5/9

4962864906644

¥1,500

中

ＢＳ ＴＨＥ ＢＬＵＥ ＨＥＡＲＴＳ 保存版

4589496594461

¥1,600

5月

ドレミ 新版 こどものバイエル併用曲集（上）

4514142150517

¥1,000

下

ＢＳ 天体観測 保存版

4589496594478

¥1,800

5月

新版 こどものバイエル併用曲集（下）

4514142150524

¥1,000

下

ＧＰ３０４ 紅蓮華Ｃ／Ｗ竈門炭治郎のうた

4533248042229

¥600

上

Ｐソロ連弾 こどものための楽しくひけるピアノ発表会曲集上巻

4947817285625

¥1,600

下

ＢＰ２２５２ パラボラ／ＯＦＦＩＣＩＡＬ髭男ＤＩＳＭ

4533248042137

¥750

上

Ｐソロ連弾 こどものための楽しくひけるピアノ発表会曲集下巻

4947817285632

¥1,600

下

ＢＰ２２５３ 夜に駆ける ／ＹＯＡＳＯＢＩ

4533248042144

¥750

中

4510993594807

¥2,700

中

ＢＰ２２５４ 夜明けと蛍／Ｎ－ＢＵＮＡ

4533248042151

¥750

中

ピアノ曲集 ひいてみよう！音楽物語 わたし、ピアノすきかも

4510993595002

¥1,800

下

ＢＰ２２５５ 猫／ＤＩＳＨ／／

4533248042168

¥750

中

舘野泉 左手のＰシリーズ 左手のためのＰ小品集 時のはざま

4510993594906

¥2,600

下

4514142150548

¥2,000

下

名曲のテーマを抜き出し！ やさしいクラシック・ピアノ・ベスト100

4514796023946

¥1,800

下

4511005106117

¥500

5月

アルファノート

ドラマーズ・ソングブック[改訂版]

4571320520999

¥3,500

下

4511005106124

¥500

5月

ｼﾝｺｰM

ｳｸﾚﾚｿﾛｿﾝｸﾞﾌﾞｯｸ弾きたい人気のボカロソング２０曲

4997938202377

¥2,400

下

ﾘｯﾄｰM

ＤＶＤで完全解説！自宅でできる小声ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

9784845635115

¥1,900 5/23

ＤＶＤで今日から弾ける！かんたんウクレレＮｅｗ Ｅｄｉｔｉｏｎ

9784845635122

¥1,380 5/23

ＤＶＤで今日から弾ける！かんたんエレキ・ギターNEW EDITION

9784845635177

¥1,380 6/25

ソロベースのしらべ ベストセレクション

4958537115055

¥2,800 6/30

ドラマーズ・トレーニング・バイブル 基礎から実践までﾄﾞﾗﾐﾝｸﾞの

4958537115048

¥2,000 5/22

みんなで歌おう！かんたんウクレレSONGBOOK2 BYｶﾞｽﾞ

9784845635023

¥1,800 6/18

メロディ→伴奏→ソロの3ｽﾃｯﾌﾟ方式ｿﾛGを誰でも弾けるようになる

9784845634934

¥2,100 5/22

ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ヤマハ

音友 ガブリエル・フォーレ讃 ８つのピアノ小品

自由現

全音 ＰＰ－５８３ プーランク：エディット・ピアフを讃えて
ＰＰ－５８４ バルトーク：ルーマニア民族舞曲

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

ｼﾝｺｰM

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ﾌｪｱﾘｰ

ドレミ 永久保存ワイド版 吉田拓郎／ギター弾き語り曲集

ＬＭ教本・曲集

Ｐソロ ピアノガチ勢のボカロ高ＬＶセレクション

4997938038334

¥2,400

Ｐソロ 映画音楽サントラ大全集［改訂版］

4997938038471

¥2,600 5/14

Ｐソロジャズっぽく弾けたらカッコイイ名曲あつめました

4997938038433

¥2,500

音名カナつきやさしいピアノソロ クイーン名曲集

4997938038440

¥2,700 5/14

女子が弾きたいやさしいＰソロ 推しのアニソン＆キャラソン

4997938038501

¥1,800

中学生＆高校生のピアノソロ 最新ヒットソングス

4997938038488

¥1,900 6/上

これなら弾ける 超・簡単ピアノ初心者こどものうた１２０曲集

4589496594430

¥2,000

5月

菅野メソッドで学ぶ 知識ゼロからのジャズギター

9784845635016

¥2,000 5/22

ピアノ伴奏で歌う ウェディング名曲集

4589496594423

¥1,800

5月

編成と音域で使い分けるジャズギターコードの法則

9784845635108

¥2,000 6/23

ワンランク上のピアノソロ ピアニストが弾きたい！気になる名曲集

4589496594416

¥1,800

5月

ドレミ 初心者から本格派まで ウクレレ・コード・バイブル

4514142150487

¥1,200

下

簡易Ｐ伴奏による 実用版 こどものどうよう大集合 決定版

4589496594454

¥2,000

5月

自由現

厳選！ベースのコツ１００

4514796023953

¥1,400

下

やさしいピアノソロ こどもの人気ソング大集合

4562282995246

¥2,000

下

素朴な音色が愉しめる ソロ・ギターはじめよう

4514796023908

¥1,400

上

初心者でも弾ける 超かんたん・みんなのピアノ曲集人気Ｊ－ポップ編

4562282995239

¥1,600

下

弾きながらマスター！ウクレレ入門

4514796023915

¥1,400

上

ＰＰＥ１７ パラボラ原調初級版ハ長調版OFFICIAL髭男DISM

4533248042205

¥600

上

ＰＰＥ１８ まちがいさがし 原調初級版／ハ長調版／菅田将暉

4533248042212

¥600

中

ﾘｯﾄｰM

ＰＰ１６４６ パラボラ／ＯＦＦＩＣＩＡＬ髭男ＤＩＳＭ

4533248042175

¥600

上

ＫＭＰ やさしく楽しく吹ける ソプラノ・リコーダーの本人気のﾋｯﾄｿﾝｸﾞ編

ＰＰ１６４７ 夜に駆ける／ＹＯＡＳＯＢＩ

4533248042182

¥600

上

自由現

ＰＰ１６４８ 夜明けと蛍（ｱｺｰｽﾃｨｯｸｱﾚﾝｼﾞVER.）／Ｎ－ＢＵＮＡ

4533248042199

¥600

中

全音 リコーダー・アンサンブル・ピース 十二国記より

ＫＭＰ すぐ弾けるはじめてのひさしぶりの大人のピアノ大全集

5/9
中
下

4513870046161

¥2,700

中

ピアノソロ バイエルで弾ける 宮崎駿＆スタジオジブリ【改訂版】

4513870046178

¥2,000

中

ピアノソロ ポピュラーアーティストセレクションSWEET MEMORIES

4513870046208

¥2,800

ピアノソロ 好きな曲からはじめる やさしいＪ－ＰＯＰ【改訂版】

4513870046154

ピアノピース 中島みゆき 糸／ホームにて

4513870046147

やさしくひけるピアノソロ こどもソング【改訂版】
やさしく弾ける 竹内まりや ピアノソロアルバム【改訂版】

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器
オカリナのしらべ 新装版
キレイな音色にみんながトリコ！ はじめよう！ミュージック・ベル

9784845635191

¥2,800 6/30

4513870046222

¥1,700

4514796023922

¥1,400

中

4511005106032

¥800

5月
下

中

管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽
ヴァイオリン ヴァイオリンで楽しむＪ－ＰＯＰ＆人気セレクション

4997938100819

¥3,200

中

ヴァイオリンソロ ピアノと一緒に弾けたらカッコイイ曲あつめました

4997938100796

¥3,000 6/上

¥1,800

中

クラリネットソロ ピアノと一緒に吹けたらカッコイイ曲あつめました

4997938232466

¥3,000 6/中

¥700

中

ユーフォニアム１本で吹ける！超定番曲ベスト５０

4997938221088

¥2,300 6/上

4513870046185

¥1,600

中

武楽群の 二胡で奏でる・スタジオジブリ全４２曲

4562282995253

¥2,500

下

4513870046215

¥3,000

中

武楽群の 二胡で奏でる・歌謡名曲［改訂版］［全６４曲］

4562282995260

¥2,500

下

カワイ 中谷幹人 弾きたい！ポピュラーピアノ ベートーベンミーツポップス

4962864902721

¥1,800

中

ドレミ ジャズ・トランペットで奏でるスタンダード名曲集

4514142150500

¥2,500

下

ドレミ オフィシャルピアノスコア Ｓｕｐｅｒｆｌｙ／ピアノセレクション

4514142150456

¥2,200

下

ヤマハ

ニューサウンズインブラス第４８集 アベンジャーズ／エンドゲーム

4947817285229

¥10,000

下

Ｐソロ りぶRIBING FOSSIL ARRANGED BY事務員Ｇ

4947817285021

¥2,727

中

ニューサウンズインブラス第４８集 ムーラン・メドレー

4947817285236

¥12,000

下

Ｐソロ中級あの曲が弾きたい！人気映画ﾃｰﾏﾍﾞｽﾄ30 ﾗﾗﾗﾝﾄﾞ/天気の子

4947817285618

¥2,000

下

ニューサウンズインブラス第４８集 アナと雪の女王２メドレー

4947817285243

¥12,000

下

ピアノソロ初級 こどもポップス定番３０～ありがとうの花

4947817285724

¥1,800

下

ニューサウンズインブラス第４８ Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍﾒﾄﾞﾚ

4947817285250

¥10,000

下

月刊ＰＩＡＮＯプレミアム 極上のピアノ２０２０春夏号

4947817285649

¥1,300

下

ニューサウンズインブラス第４８集 菅野よう子アニメ作品メドレー

4947817285267

¥10,000

下

ピアノで奏でるキレイな Ｊ－ｐｏｐ 名曲集

4514796023939

¥2,000

中

ニューサウンズインブラス第４８集 マイバラード

4947817285274

¥9,000

下

4511005105981

¥2,400

5月

ニューサウンズインブラス第４８集 ２１世紀のスキッツォイド マン

4947817285281

¥10,000

下

ジャズるピアノ～ハードボイルドな映画＆テレビテーマ

4511005105998

¥2,400

5月

ニューサウンズインブラス第４８集ベートーヴェンポップスシンフォニ

4947817285298

¥12,000

下

ピアノ伴奏シリーズ ザ・歌伴 青春を謳う歌謡ポップス編S36-50年

4511005106025

¥2,300

5月

ニューサウンズインブラス第４８集 威風堂々第１番

4947817285304

¥9,000

下

4511005106100

¥1,300

5月

9784799801857

¥2,600

中

4962864921883

¥500

中

ヤマハ

自由現

全音 ジャズるピアノ～ジブリ・ジャズ～

エレクトーン教本・グレード・曲集
ヤマハ

ＳＴＡＧＥＡアーチスト(G6-3)（４３）８２６ａｓｋａ２POSSIBLE

4947817285380

ｼﾝｺｰM

ﾄﾞﾘｰﾑMF

全音 ﾎﾟｹｯﾄｽｺｱベートーヴェン：ピアノ協奏曲第５番変ホ長調作品７３ 皇帝
¥2,800

歌・声楽･合唱

下

書籍・理論書

ｽﾀｲﾙﾉｰﾄ

おとなのための 中田喜直童謡曲集

オペラがわかる１０１の質問

9784865592252

¥2,400 5/28

日本チェンバロ協会年報 ２０２０ 第４号

9784865592238

¥2,800 5/18

三宅悠太 混声合唱曲 あいたくて

4962864921869

¥700

下

いとしの２１馬鹿たちどうしてプログレを好きになってしまったんだろ

9784401649020

¥1,800 5/28

首藤健太郎 混声合唱曲 ありがとう（混声四部版）

4962864921876

¥700

下

それでも売れないバンドマン 本当にもうダメかもしれない

9784401649266

¥1,364 5/18

信長貴富 女声合唱ピース 心を込めて花束を

4962864921005

¥600

中

ビートルズは終わらない

9784401649242

¥2,000 5/29

信長貴富 女声合唱曲 幕間

4962864921890

¥600

中

レッド・ツェッペリン大全

9784401647422

¥2,800 5/28

石若雅弥 邦画の主題歌による 合唱はつらいよ

4962864924938

¥1,400

下

ＡＴＮ ジャズインプロテクニックシリーズ１ｼﾞｬｽﾞﾋﾞｷﾞﾅｰのためのｱﾄﾞﾘﾌﾞ

4537298036917

¥3,500 5月

増井哲太郎 定番昭和あたりのﾋｯﾄｿﾝｸﾞ混声合唱ピース 夢想花

4962864921906

¥800

下

ドレミ リズムに強くなるための全ノウハウ

4514142150494

¥2,000

下

田中達也 男声合唱のための小田和正ｾﾚｸｼｮﾝラブストーリは突然に

4962864922606

¥1,500

下

4947817278047

¥1,500

下

ピアノと歌う 女声のための洋楽スタンダード（ピアノ伴奏ＣＤ付）

4947817284864

¥2,800

下

リットーＣＵＬＴ ｏｆ Ｐｅｄａｌｓ 世界初のﾋﾞﾝﾃｰｼﾞｴﾌｪｸﾀｰｺﾚｸｼｮﾝ本

9784845635139

¥2,500 6/11

ピアノと歌う 男声のための洋楽スタンダード（ピアノ伴奏ＣＤ付）

4947817284871

¥2,800

下

音友 わたしたちに音楽がある理由 音楽性の学際的探究

9784276139107

¥3,500

下

4510993594401

¥1,300

下

9784276131460

¥5,800

下

信長貴富 混声合唱とピアノのための 鉄道組曲

4510993595200

¥2,000

中

9784810530032

¥3,800

中

森山至貴 女声（同声）合唱とピアノのための おてんきのうた？

4510993594302

¥1,500

中

土田豊貴 女声（同声）合唱とピアノのための ばらの初夏

4510993595309

¥1,300

下

4511005106056

¥1,500

5月

ｱﾙﾃｽ

ｼﾝｺｰM

ヤマハ

親子で！おうちで！さくっとできる！超★簡単音のゲームあそび

弟子から見たショパン 増補最新版
道和書チェロの１００年史 １７４０～１８４０年の技法と演奏実践

雑誌・ムック他
ｼﾝｺｰM

ﾘｯﾄｰM

ヤマハ

音友 三宅悠太 無伴奏混声合唱組曲 雨よ降れ

ｻﾞ･ﾗｲｽﾞ･ｵﾌﾞ･ﾌﾟﾛｰﾗｰ ｱｲｱﾝ･ﾒｲﾃﾞﾝ ﾌｧｰｽﾄ･ﾃﾝ･ｲﾔｰｽﾞ

9784401649280

¥3,000 5/29

ムック ピアノで弾くＪ－ＰＯＰバラードソングス２０２０

9784401649259

¥1,200 5/11

千原英喜 混声合唱のための ごあいさつ

4511005106063

¥700

5月

ＪＡＺＺ Ｇｕｉｔａｒ Ｍａｇａｚｉｎｅ Ｖｏｌ．４

9784845635009

¥2,300 5/19

千原英喜 混声合唱のための じゃあね

4511005106087

¥1,000

5月

ムック Ｇｕｉｔａｒ Ｍａｇａｚｉｎｅ ＬａｉｄＢａｃｋVOL.3

9784845635047

¥1,500 6/13

千原英喜 混声合唱のための たかをくくろうか

4511005106070

¥1,000

5月

ムック ＭＥＴＡＬ ＨＡＭＭＥＲ ＪＡＰＡＮ Ｖｏｌ．２

9784845635061

¥1,500 6/22

ムック ＰＩＡＮＯ ＳＴＹＬＥ プレミアム・セレクションVOL.8

9784845635054

¥1,800 6/22

4580154604478

¥9,800

上

4580154604485

¥8,800

上

レッスングッズ・ファンシー
ﾌﾟﾘﾏ ＰＲＳＰ－３６ ヴァイオリンファイル４

ドリーム

カワイ なかにしあかね 女声合唱曲 二番目に言いたいこと

全音 後藤丹 無伴奏混声合唱のための 木にたずねよ

ＣＤ・ＤＶＤ
アトス BD447松岡直也＆ウィシングﾗｲｳﾞ･ｱｯﾄ･ﾓﾝﾄﾙｰ･ｼﾞｬｽﾞ･ﾌｪﾃｨﾊﾞﾙ1980

DVD448松岡直也＆ウィシングﾗｲｳﾞ･ｱｯﾄ･ﾓﾝﾄﾙｰ･ｼﾞｬｽﾞ･ﾌｪﾃｨﾊﾞﾙ1980
4941216913721

¥250

上

教芸 ＤＶＤ 小学生の音楽鑑賞・表現ＤＶＤ第１巻１年鑑賞・表現

4988002785940

¥17,000 6/上

ＰＲＳＰ－３７ フルートファイル１

4941216913738

くまモンのおんがくのーと（１だん）［シールつき］ 返品不可

4562282994966

¥250

上

ＤＶＤ 小学生の音楽鑑賞・表現ＤＶＤ第２巻２年鑑賞・表現

4988002785957

¥17,000 6/上

¥250

発売中

ＤＶＤ 小学生の音楽鑑賞・表現ＤＶＤ第３巻３年鑑賞・表現

4988002785964

くまモンのおんがくのーと（２だん）［シールつき］ 返品不可

¥17,000 6/上

4562282994973

¥250

発売中

ＤＶＤ 小学生の音楽鑑賞・表現ＤＶＤ第４巻４年鑑賞・表現１

4988002785971

¥17,000 6/上

くまモンのおんがくのーと（３だん）［シールつき］ 返品不可

4562282994980

¥250

発売中

ＤＶＤ 小学生の音楽鑑賞・表現ＤＶＤ第５巻４年鑑賞・表現２

4988002785988

¥17,000 6/上

くまモンのおんがくのーと（４だん）シールつき 返品不可

4562282994997

¥250

発売中

ＤＶＤ 小学生の音楽鑑賞・表現ＤＶＤ第６巻５年鑑賞・表現１

4988002785995

¥17,000 6/上

くまモンのレッスンノート（シールつき） （バラ可） 返品不可

4562282994959

¥350

発売中

ＤＶＤ 小学生の音楽鑑賞・表現ＤＶＤ第７巻５年鑑賞・表現２

4988002786008

¥17,000 6/上

くまモンの月謝袋【発注単位：１０枚】 返品不可

4562282995000

¥50

発売中

ＤＶＤ 小学生の音楽鑑賞・表現ＤＶＤ第８巻６年鑑賞・表現１

4988002786015

¥17,000 6/上

ＤＶＤ 小学生の音楽鑑賞・表現ＤＶＤ第９巻６年鑑賞・表現２

4988002786022

¥17,000 6/上

ＤＶＤ 小学生の音楽鑑賞・表現ＤＶＤ９巻セット

4988002785933

¥153,000

6/上

