新刊案内 2020年9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 。

・・・ このマークは”おすすめ新刊”です！

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
ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

よくわかる 幼児のピアノ３《たのしいぺったんこあそびつき》

4532679241812

¥1,000

9月

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！クラシック名曲集

4589496594638

¥1,700

4962864906682

カワイ ピアノ連弾曲集 夢の中でかくれんぼ

やさしいピアノ曲集 絶対弾きたい！うっとりクラシック

ＢＳ 初心者の超定番ヒットＪ-ＰＯＰ

4997938359286

¥2,200

9/3

下

ＢＳザマイケルシェンカーグループベストワイド版

4997938366581

¥3,800

9/2

¥1,400

中

ＧＳ ギタリストが弾きたいＪ-ＰＯＰコレクション

4997938162312

¥2,900 9/11

ｼﾝｺｰM

4962864906675

¥1,400

中

ＧＳ 大人の邦楽ロックコレクションワイド版

4997938162336

¥3,400 9/12

ドレミ ドレミ・クラヴィア・アルバム エリック・サティ・ピアノ全集１

4514142150821

¥2,500

中

Ｇ弾語 アコギで弾く超人気ヒットソングあつめました。

4997938162329

¥2,200

中

ドレミ・クラヴィア・アルバム エリック・サティ・ピアノ全集２

4514142150838

¥2,500

中

大人の初心者Ｇ弾語 フォーク＆ニューミュージック全集

4997938162343

¥2,800

9/4

ドレミ・クラヴィア・アルバム ベートーヴェン・ピアノ名曲集２

4514142150814

¥1,600

中

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ＴＡＢ譜付スコア 押尾コータロー／ＥＮＣＯＵＮＴＥＲ

4562282995352

¥2,500

下

レッスンＣＤ付 見て聴いて必ず弾ける ピアノ入門

4514142150807

¥2,000

下

ﾌｪｱﾘｰ

ＢＰ２２７８ センチメートル／ＴＨＥ ＰＥＧＧＩＥＳ

4533248042878

¥750

中

4510993596603

¥1,400 10/上

ＢＰ２２７９ ＨＥＬＬＯ／ＯＦＦＩＣＩＡＬ髭男ＤＩＳＭ

4533248042885

¥750

中

伊藤康英ピアノソロセレクション ノスタルジックワールド

4510993596801

¥1,700

中

ＧＰ３１２ キンモクセイ／オレンジスパイニクラブ

4533248042960

¥600

上

標準版 フォーレ ピアノ小品集 ＮＥＷ ＥＤＩＴＩＯＮ 解説付

4510993596405

¥2,800

上

4513870046505

¥2,000

中

学研 アナリーゼの技法 ショパン／ノクターン選１

4582394253041

¥1,600

上

全音 ズルいピアノ やさしいクラシック

4511005106551

¥1,300

中

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33曲 ＣＤ2枚付

4997938202476

¥3,000

中

4511005106544

¥2,100

中

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ＴＡＢ譜付スコア ギターで奏でる／歌姫バラード［模範演奏ＣＤ付］

4562282995369

¥2,500

下

ﾘｯﾄｰM

ギター・サウンド地下実験室

9784845635535

¥1,800 10/22

4514142150760

¥2,000

中

音友 ピアノ曲集 小原孝 鳥の歌／ノクターン

プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ 第８番・第９番

ポピュラーピアノ教本・曲集

ＫＭＰ ＢＳ ＨＥＬＬＯ／115万キロのフィルム

ＬＭ教本・曲集

ピアノ弾き語りヴォーカリストの超定番ヒット＆人気ソングス

4997938038884

¥2,200 10/上

やさしいPｿﾛヒット曲ではじめる！初心者ピアノＪ-ＰＯＰ人気曲

4997938038853

¥1,800

下

音名カナつきやさしいPｿﾛ 初心者の人気ＴＶ＆映画ソング80曲

4997938038426

¥2,500

下

4511005106629

¥1,000

中

女の子のやさしいピアノソロ アニメ＆人気ヒットソング

4997938038594

¥1,600

下

リコーダー四重奏で楽しむ スタジオジブリ２

4511005106636

¥1,500

中

女子が弾くやさしいピアノ J-POPコレクション

4997938038822

¥1,800

9/4

和楽器ピース 箏三重奏「いのちの記憶」

4511005106698

¥700

中

女子が弾くやさしいピアノ 恋うたコレクション

4997938038846

¥1,800

9/4

和楽器ピース 箏三重奏「海の見える街」

4511005106704

¥700

中

男の子のやさしいピアノソロ ヒーロー＆人気ベストソング

4997938038600

¥1,600

下

CD＋楽譜集 ワンランク上のＰソロ 映画音楽サウンズ

4589496594775

¥1,800

下

アルトサックス名曲 定番コレクション カラオケＣＤ２枚付

4997938232534

¥3,400

中

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース ８９ カイト

4589496594799

¥700

下

クラリネットスタジオジブリ名曲コレクション カラオケＣＤ２枚付

4997938232541

¥3,300

下

ハ調で弾くピアノ・ソロ 話題のベスト・ヒット！ J-POP 2020年版

4589496594768

¥2,000

下

チェロで弾きたいカッコイイ曲あつめました。保存版ｶﾗｵｹＣＤ２枚付

4997938100833

¥3,200 10/上

ワンランク上のＰソロ ピアニストが弾きたい！久石譲名曲集保存版

4589496594744

¥1,900

上

テナーサックス名曲 定番コレクション カラオケＣＤ２枚付

4997938232527

¥3,400

中

ワンランク上のＰソロ 人気のベスト・ヒット！J-POP２０２０年版

4589496594751

¥2,000

上

ﾀｲﾑﾘｰM

クラシックギターソロ名曲選集 模範演奏ＣＤ付 ＴＡＢ譜付

4560201302465

¥2,700

9月

ワンランク上のＰソロピアニストが弾きたい！極上のバラード名曲集

4589496594737

¥1,800

下

ﾘｯﾄｰM

ヴァイオリンのしらべ スタジオジブリ作品集

4958537115154

¥3,000 10/23

超・楽らＰソロ アイドルグループベスト曲集「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ

4589496594782

¥1,800

下

クラシック・ギターのしらべ アンコール編【新装改訂版】

4958537115161

¥3,000 10/30

やさしいピアノ・ソロ＆連弾 親子で楽しむアニメ・ヒット名曲集

4562282995383

¥1,800

下

ＡＴＮ ジャズ・フルート リズム練習＆エチュード

4537298036757

¥3,000

9月

初心者でも弾ける 超かんたん・みんなのピアノ曲集［歌謡名曲編］

4562282995376

¥1,600

下

ＫＭＰ V-005 ヴァイオリン・ピース 紅蓮華

4513870046437

¥1,200

中

ＰＰ１６７６ ＨＥＬＬＯ／ＯＦＦＩＣＩＡＬ髭男ＤＩＳＭ

4533248042892

¥600

上

音友 ヒンデミット アルト・ホルンとピアノのためのソナタ

4510993596504

¥2,000

下

ＰＰ１６７７ カムパネルラ／米津玄師

4533248042908

¥600

上

現代Ｇ ギターソロで弾く 古関裕而作品集 竹内永和編曲

4539442064906

¥2,400

上

ＰＰ１６７８ ＳＰＡＲＫ‐ＡＧＡＩＮ／ＡＩＭＥＲ

4533248042915

¥600

中

全音 ﾎﾟｹｯﾄｽｺｱドビュッシー：牧神の午後への前奏曲

4511005106728

¥900

中

ＰＰ１６７９ カナリヤ／米津玄師

4533248042922

¥600

中

ﾎﾟｹｯﾄｽｺｱワーグナー：ジークフリート牧歌

4511005106711

¥1,000

中

ＰＰ１６８０ やさしさに包まれたなら／荒井由実

4533248042939

¥600

中

サックス・デュオでクリスマス

4511005106643

¥2,600

中

4513870046482

¥2,300

中

フルートで奏でるクリスマス・メロディー 第３版

4511005106650

¥2,600

中

ピアノ・ソロ スクリーン ピアノ・ソロ・アルバム【改訂版】

4513870046468

¥2,500

下

ピアノ・ソロ 今すぐ弾きたい 人気のJ-POP

4513870046444

¥1,600

中

パヴァロッティとぼく

9784865592207

¥2,500 9/28

やさしくひけるピアノ・ソロ こどもジャズ【改訂版】

4513870046475

¥1,800

中

熱帯の真実カエターノ・ヴェローゾ／著 国安真奈／訳

9784865592184

¥4,200

大人のためのはじめてのピアノ ［テレビ・映画音楽テーマ編］

4513870046451

¥1,700

中

ｼﾝｺｰM

クイーン大事典

9784401649600

¥3,000 9/12

片手だけ！右手だけ！で弾ける♪ こどものうた

4513870046512

¥1,600

中

ﾘｯﾄｰM

誰も教えたがらない！キャッチーなメロディの極意48

9784845635528

¥1,800

10/22

両手で弾くはじめてのピアノ 【最初に弾きたい名曲編】

4513870046499

¥1,600

中

納浩一直伝！ジャズ・プレーヤーのための実践理論教室

9784845635511

¥2,500

10/22

カワイ みんなの童謡えほん いきものと しぜんと うたのほん

4962864947357

¥1,200

中

音楽家の伝記 はじめに読む１冊 チャイコフスキー

4947817283669

¥1,600

下

ドレミ ピアノ・ソロ ホワイト・ジャズ・クリスマス／ピアノ曲集

4514142150784

¥1,500

下

音楽家の伝記 はじめに読む1冊 モーツァルト

4947817283676

¥1,600

下

Ｐソロ入門らくらく弾ける！こどもポップスの定番～ビリーヴ～

4947817286004

¥1,700

上

9784276228023

¥2,200

下

ピアノ いろいろなアレンジを楽しむ紅蓮華

4947817286356

¥1,500

中

音楽指導ブック 中島先生の鑑賞授業の教材研究メモ

9784276321748

¥2,000

10/上

ピアノ弾き語りコード初心者でも安心!気軽にピアノで弾き語り

4947817286288

¥1,600

下

交響録 Ｎ響で出会った名指揮者たち 茂木大輔

9784276211315

¥2,000

下

ＣＤ付ですぐ使える 日本の昔ばなしで楽しむ劇あそび特選集

4514796024158

¥2,000

上

河出 ヨーコ・オノ・レノン全史THE BALLAD OF JOHN & YOKO

9784309291048

¥3,200

下

ピアニストのための ジャズ・ピアノ理論の基礎

4514796024165

¥1,500

中

共同 ソルフェージュは何のために学ぶのか～その目的と指導法を解く～

4520956205077

¥1,000 9月

もっと早く知りたかった ピアノが上達するコード・スケールの使い方

4514796024141

¥1,300

上

和声は何故学ぶのか～その理解と表現を解く～

4520956205084

¥1,000 9月

4511005106575

¥1,300

中

アイデア満載！サントラ、ＢＧＭの作曲法

4514796024189

¥1,400

下

ズルいピアノ やさしい映画・ミュージカル

4511005106568

¥1,400

中

読んで覚えるコードのカラクリ

4514796024172

¥1,300

中

ズルいピアノ やさしい日本のうた

4511005106582

¥1,300

中

難しい専門用語は後回し！ピアノで学ぶ やさしいコード理論

4514796024196

¥1,300

下

ピアノ・ソロ ジャズアレンジで弾きたい クリスマス・ソング

4511005106612

¥1,800

中

ピアノでわくわくクリスマス 第４版

4511005106605

¥1,400

中

ムック ＴＨＥ ＥＦＦＥＣＴＯＲ ＢＯＯＫ ＶＯＬ.４９

9784401649693

¥1,800 9/14

王様のピアノ クリスマス 第３版

4511005106599

¥1,800

中

ムック アニソン☆ピアノコレクション

9784401649631

¥1,200 9/12

ムック ウクレレアラモードPRESENTS親子でウクレレ

9784401649341

¥1,600

9/3

ムック 小学生のかんたんピアノ２０２０

9784401649648

¥1,000

9/3

ムック ギブソンSGプレイヤーズ・ブック

9784845635481

¥2,500 10/26

月刊ピアノ１０月号増刊 いま弾きたい！名曲セレクション２０２０

4910076261006

¥1,200 9/14

ｼﾝｺｰM

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ﾌｪｱﾘｰ

ＫＭＰ ＣＤＢＯＯＫ わたしも弾けるピアノで宮崎駿＆スタジオジブリ

ヤマハ

自由現

全音 ズルいピアノ やさしいＢＧＭ

ドレミ 模範演奏ＣＤ付 ソロ・ギター・コレクション／スタジオジブリ

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器
全音 ハーモニカ独奏 池辺晋一郎：ハーモニカは笑い、そして沸騰する

管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽
ｼﾝｺｰM

書籍・理論書
ｱﾙﾃｽ

ヤマハ

音友 ＣＤ付音楽家ものがたりショパン

自由現

雑誌・ムック他
ｼﾝｺｰM

エレクトーン教本・グレード・曲集
ヤマハ

ＳＴＡＧＥＡ・ＥＬポピュラー(G9-8)（３２）日本のうたｵｰｹｽﾄﾗｱﾚﾝｼ

4947817286295

¥1,800

下

ＳＴＡＧＥＡアーチスト（G5）（４４）OFFICIAL髭男DISM2

4947817286189

¥2,400

中

歌・声楽･合唱

下

ﾘｯﾄｰM

ヤマハ

レッスングッズ・ファンシー

ｼﾝｺｰM

大人の洋楽歌ブック120

4997938601811

¥2,800

下

ﾌｪｱﾘｰ

ＣＰ６７ カイト／嵐

4533248042946

¥650

上

ＡＰ０２９ＬＴＣ 月謝袋 リトルカーニバル【発注単位：１０枚】

4589870212004

¥30

上

ＣＰ６８ カイト／嵐

4533248042953

¥650

上

ＡＰ０２９ＭＯ 月謝袋 森の音楽会【発注単位：１０枚】

4589870211984

¥30

上

4962864941867

¥2,200

下

ＡＰ０２９ＭＲ 月謝袋 マトリョーシカ【発注単位：１０枚】

4589870211960

¥30

上

今井邦男 女声合唱曲集 アリア樹木の陰で オンブラマイフ

4962864922422

¥1,700

中

ＡＰ０２９ＳＡ 月謝袋 ストロベリーアニマル【発注単位：１０枚】

4589870212011

¥30

上

三宅悠太 男声合唱とピアノのための 修司の海

4962864918005

¥1,700

中

ＡＰ０２９ＳＫ 月謝袋 シロクマ【発注単位：１０枚】

4589870211977

¥30

上

首藤健太郎 混声合唱 合唱祭はこの一冊で！ 合唱でラジオ体操

4962864924952

¥1,300

中

ＡＰ０２９ＴＢ 月謝袋 トロピカルバード【発注単位：１０枚】

4589870211991

¥30

上

首藤健太郎 男声合唱 合唱祭はこの一冊で！ 合唱でラジオ体操

4962864920916

¥1,300

中

ＡＰ１２９ＬＴＣ 出席カード リトルカーニバル【発注単位：１０枚

4589870212127

¥40

上

松波千映子 女声合唱 合唱祭はこの一冊で！ 野球でＧＯ！

4962864922415

¥1,200

中

ＡＰ１２９ＭＲ 出席カード マトリョーシカ【発注単位：１０枚】

4589870212110

¥40

上

信長貴富 混声合唱とピアノのための三章 ことばの日々

4962864920459

¥1,800

中

月謝袋１０枚セット（アソート）

4589870212028

¥300

上

石若雅弥 合唱ピース 星影のエール

4962864922835

¥700

9月

ドレミ ハローキティ レッスンダイアリー

4514142150715

¥700

上

辻田絢菜 昭和あたりのﾋｯﾄｿﾝｸﾞ 女声 飾りじゃないのよ涙は

4962864922842

¥800

中

ナカノ タウンマスク ト音記号／ピンク

4534203131941

¥1,600

9月

土田豊貴 混声合唱のための タゴールの詩による４つの歌

4962864920442

¥1,400

中

タウンマスク ト音記号／ブルー

4534203131958

¥1,600

9月

4511005106674

¥1,700

中

タウンマスク ト音記号／ベージュ

4534203131965

¥1,600

9月

カワイ イギリス歌曲シリーズ４ ＷＥＥＰ ＹＯＵ ＮＯ ＭＯＲＥ

全音 上田真樹 無伴奏混声 メロディーズ・イン・ラヴェル

ﾖｳｺｳﾎｰﾑ

