新刊案内 2021年1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

小さい子のための たのしいぺったんこあそび１～色おんぷの前に～

4532679243915

¥1,000

1月

ギター弾き語り アコギで弾く人気ヒットボカロソング

ﾄﾞﾘｰﾑMF

すぐに覚えて忘れない おさるのど／おんぷのぬりえ １

4562282995574

¥800

4997938162473

¥2,200

下

ギター弾き語り アコギで弾く超人気サブスクヒットソング

4997938162480

¥2,000 1/14

すぐに覚えて忘れない おさるのど／おんぷのぬりえ ２

4562282995581

すぐに覚えて忘れない おさるのど／おんぷのぬりえ ３

4562282995598

¥800

下

デカい文字で弾く！昭和歌謡曲ベスト２００

4997938601835

¥2,300

¥800

下

バンド・スコア ビートルズ・コレクション［ワイド版］

4997938366611

¥3,800 1/15

4962864906729

¥1,900

下

バンド・スコア 懐かしのＪ－ＰＯＰアーティスト・ソングス

4997938359316

¥3,600

中

4962864906705

¥1,600

中

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ギターで歌う Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ／オール・ソング・ファイル

4562282995543

¥3,200

下

4514142151224

¥1,000

下

ﾌｪｱﾘｰ

ＢＰ２３０６ 千両役者／ＫＩＮＧ ＧＮＵ

4533248043653

¥750

上

楽しいピアノレパートリー （バイエル１番～８番程度）

4947817286899

¥1,200

下

ＢＰ２３０７ Ｗｈｏ Ｉ Ａｍ ／ｍｉｌｅｔ

4533248043660

¥750

中

楽しいピアノレパートリー （バイエル９番～４３番程度）

4947817286905

¥1,300

下

ＢＰ２３０８ ツキミソウ／Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ

4533248043677

¥750

中

楽しいピアノレパートリー （バイエル４４番～８２番程度）

4947817286912

¥1,400

下

ＧＰ３１８ 虹／菅田将暉

4533248043738

¥600

上

楽しいピアノレパートリー （バイエル８３番～１０６番程度）

4947817286929

¥1,500

下

ＧＰ３１９ 泣き笑いのエピソード／秦基博

4533248043745

¥600

中

4510993596306

¥1,500

下

4513870046901

¥4,500

中

カワイ ダルクローズ ピアノ曲集２

内藤晃 今年が記念のわたしたち２０２１ アニバーサリーＰ曲集
ドレミ コードを覚えて ピアノを弾こう（１）
ヤマハ

音友 ピアノランド こどものスケール・ブック

ｼﾝｺｰM

ＫＭＰ Ｇｕｉｔａｒ ｓｏｎｇｂｏｏｋ ふきのとう全曲集

1/7
中

ＬＭ教本・曲集

芸術現

展覧会の絵／モデスト・Ｐ・ムソルグスキー＜２台のピアノのための＞

4511005354792

¥3,800

中

自由現

名曲に挑戦！見て弾くかんたんピアノ・レパートリー

4514796024394

¥1,400

上

ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

ベース・オンリー・クラシック・メロディ／ＣＤ付

4532679909439

¥2,000

1月

挫折しないピアノ入門

4514796024400

¥1,300

中

ｼﾝｺｰM

ギター・ソロ 大人のＪ－ＰＯＰ定番名曲選

4997938162435

¥2,500

1/7

4511005107220

¥1,900 1/15

ギター・ソロ・ソングブック やさしく弾けるスタジオジブリ３０曲

4997938162459

¥2,900

下

4511005107237

¥1,600 1/15

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ゆる～りウクレレ気分 みんなで弾けちゃう アンサンブル編 改訂版

4589496595109

¥3,000

1月

ﾘｯﾄｰM

究極のアコギ練習帳（大型増強版） テクニック強化編

9784845635856

¥1,600 2/15

ピアノ・ソロ カバーで人気のＪ－ＰＯＰソングコレクション

4997938039249

¥2,300

中

高橋洋子のヴォーカルレッスン

9784845635863

¥1,900 2/26

ピアノ・ソロ ピアニストのＪ－ＰＯＰ人気ヒットコレクション

4997938039140

¥2,400

中

アルファノート

動画でドラムひとり遊び！ドラマーが夢中で叩きたくなる人気曲レシピ

4571320521088

¥2,500

発売中

ピアノ・ソロ 本当に弾きたいスタジオジブリ人気曲ランキング３３

4997938039218

¥1,900

1/7

ヤマハ

【１日】に【３つ】のフレーズを【５分】ずつ叩くﾄﾞﾗﾑﾜｰｸｱｳﾄﾌﾞｯｸ

4947817286745

¥1,800

下

ピアノ弾き語り 弾き語れたらカッコイイ人気ナンバーあつめました。

4997938039287

¥2,200

下

自由現

吹いて覚える演奏テクニック ブルース・ハープが上手くなる方法

4514796024424

¥1,400

下

音名カナつきやさしいピアノ・ソロ 初心者の人気Ｊ－ＰＯＰ８０曲

4997938039072

¥2,700

中

中・上級ピアノ・ソロ 絶賛アレンジで魅せる人気バラードナンバー

4997938039188

¥2,200

中

アルト・サックスで吹くＪ－ＰＯＰ＆定番コレクション ＣＤ２枚付

4997938232633

¥3,200

1/8

中学生＆高校生が弾きたい！Ｊ－ＰＯＰヒットソング

4997938039195

¥1,800

下

ソプラノ・サックスで吹きたいカッコイイ曲あつめました ＣＤ２枚付

4997938232626

¥3,200

中

中学生＆高校生のピアノ・ソロ ネット発の超人気ヒットソングス

4997938039201

¥2,000

中

テナー・サックスで奏でる大人の演歌・ムード歌謡 ＣＤ２枚付

4997938232640

¥3,300 2/上

ＣＤ＋楽譜集 上級ピアノ・サウンズ アニメーション

4589496595093

¥2,000

1月

ユーフォニアムで吹けたらカッコイイ曲あつめました。 ＣＤ２枚付

4997938221125

¥3,200 2/上

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース ９６ カナリヤ

4589496595123

¥700

1月

4514142151118

¥2,500

下

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース ９７ 虹

4589496595130

¥700

1月

4514142151170

¥2,000

中

これなら弾ける 超・簡単ピアノ初心者 ヒットソング ２０２１年版

4589496595079

¥1,600

1月

メイツ サックス アドリブトレーニングバイブル

9784780424188

¥1,780

下

ハ調で弾くピアノ・ソロ Ｉ ＬＯＶＥ ＰＩＡＮＯ ２０２１年版

4589496595062

¥2,000

1月

現代Ｇ ギターソロのための アルベルト・タンゴ

4539442065101

¥1,500

上

ワンランク上のピアノ・ソロ Ｊ－ＰＯＰサウンズ ２０２１

4589496595086

¥2,000

1月

自由現

4514796024387

¥1,400

上

ワンランク上のピアノ・ソロ ＷＥ ＬＯＶＥ ＰＩＡＮＯ ２０２１

4589496595055

¥2,000

1月

全音 ｼﾝﾌｫﾆｴｯﾀ･ｼﾘｰｽﾞ 西村朗：ヴィカラーラ １２奏者と弦楽のための

4511005107442

¥2,700

中

4562282995567

¥2,400

下

4511005107435

¥1,200

中

初級ソロ・アレンジ 松任谷由実ベスト／ピアノ曲集

4562282995550

¥2,300

下

フルートで奏でる感動のＪ－ＰＯＰ ピアノ伴奏譜＆ピアノ伴奏ＣＤ付

4511005107398

¥2,700

中

ＰＰＥ３４ 泣き笑いのエピソード 原調初級版／八長調版／秦基博

4533248043721

¥600

上

加藤昌則：ケルト・スピリット ギターとヴァイオリンのための

4511005107350

¥1,800

中

ＰＰ１７０４ 泣き笑いのエピソード／秦基博

4533248043684

¥600

上

加藤昌則：ケルト・スピリット ギターとオーボエのための

4511005107374

¥1,800

中

ＰＰ１７０５ 水平線／ＢＡＣＫ ＮＵＭＢＥＲ

4533248043691

¥600

上

加藤昌則：ケルト・スピリット ギターとクラリネットのための

4511005107381

¥1,800

中

ＰＰ１７０６ ツキミソウ／Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ

4533248043707

¥600

中

加藤昌則：ケルト・スピリット ギターとチェロのための

4511005107367

¥1,800

中

ＰＰ１７０７ DYNAMITE C/W LIFE GOES ON/BTS（防弾少年団）

4533248043714

¥650

中

小長谷宗一：サクソフォンの瞬間 アルトサックスと吹奏楽のための

4511005107411

¥1,800

中

バンドリ！オフィシャル・ピアノスコア BANG DREAM! 3RD SEASON

4958537115192

¥2,200 2/26

上田真樹：抒情小組曲／献呈 フルートとピアノのための

4511005107077

¥1,900

中

4537298031707

¥3,200

下

西村朗：ペンタ ５人の打楽器奏者のための

4511005107404

¥3,500

中

4537298031837

¥3,200

1月

西村朗：三つの戯画 ギター・ソロのための

4511005107343

¥1,400

中

4513870046871

¥1,800

中

ピアノセレクションピース 再会／炎～躍動

4513870046864

¥1,200

中

ＫＭＰ アルト・リコーダーの本 いつまでも大切にしたい名曲編

4513870046918

¥1,700

中

ピアノといっしょに 保育園・幼稚園で歌いたいこどものうた

4513870046888

¥1,600

中

ドレミ 日本人のための 二胡教則本

4514142151170

¥2,000

中

ピアノ弾き語り 尾崎豊 【改訂版】

4513870046840

¥2,500

中

メイツ さらに美しく奏でる 複音ハーモニカ

9784780424201

¥1,660 2/上

やさしく弾きやすいピアノ・ソロ 坂本龍一 作品集 【改訂版】

全音 ピアノアドヴェンチャー レッスン＆セオリー レベル４＆５
ピアノアドヴェンチャー テクニック＆パフォーマンス レベル４＆５

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

ﾊｲ･ｸﾞﾚｰﾄﾞ･ｱﾚﾝｼﾞＭｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ／ピアノ・セレクション

ＡＴＮ ジャズ・スタイル別ピアノ・シリーズ ジャズ／ブルース ＣＤ付
ジャズ・スタイル別ピアノ・シリーズ ビバップ・ジャズ ＣＤ付
ＫＭＰ すぐ弾けるはじめてのひさしぶりの大人のＰ 宮崎駿 &ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ編

4513870046895

¥1,700

中

カワイ ミニピアノで弾ける むかしのおはなしのうた

4962864902875

¥700

中

ミニピアノで弾ける ゆかいなおはなしのうた

4962864902882

¥700

中

ドレミ 嵐／Ａ＋５～ピアノ・ソロ・エディション～［ＶＯＬ．１］

4514142151019

¥2,400

嵐／Ａ＋５～ピアノ・ソロ・エディション～［ＶＯＬ．２］

4514142151026

嵐／Ａ＋５～ピアノ・ソロ・エディション～［ＶＯＬ．３］

自由現

管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽
ｼﾝｺｰM

ドレミ フルートで奏でる モーツァルト ＣＤ・パート譜付
日本人のための 二胡教則本

初心者のヴァイオリン基礎教本
ﾎﾟｹｯﾄｽｺｱ ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第３番ハ短調 作品３７

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器

歌・声楽･合唱
4962864922996

¥600

下

首藤健太郎 女声合唱曲 ありがとう（女声二部版）

4962864922972

¥500

下

1/30頃

信長貴富 混声合唱曲 君の川柳

4962864922989

¥900

中

¥2,400

1/30頃

森山至貴 混声合唱組曲 きみの胸の丘では

4962864920473

¥1,600

下

4514142151033

¥2,400

1/30頃

石若雅弥 合唱ピース 泣き笑いのエピソード

4962864922613

¥700

下

嵐／Ａ＋５～ピアノ・ソロ・エディション～［ＶＯＬ．４］

4514142151040

¥2,400

1/30頃

石若雅弥 合唱ピース 虹

4962864922620

¥700

下

嵐／Ａ＋５～ピアノ・ソロ・エディション～［ＶＯＬ．５］

4514142151057

¥2,400

1/30頃

ドレミ こどものうた名曲全集＜決定版５１２曲満載＞

4514142151125

¥2,500

下

コードから始めるジャズ・ピアノ入門 ＣＤ付

4514796024417

¥1,800

中

音友 新実徳英 混声合唱とピアノのための さまよふ魂のうた

4510993599000

¥2,000

下

4511005107336

¥2,400

中

自由現

4514796024431

¥1,300

下

ムック ちょっと弾きたい！贅沢ピアノ２０２１

9784401649969

¥1,200 1/14

ムック ピアノ弾き語りブック２０２１

9784401649921

¥1,200

月刊ピアノ２月号増刊 やさしく弾けるみんなのピアノ２０２１年春

4910076260214

¥1,000 1/18

9784276963214

¥1,800 1/20

全音 ジャズるピアノ ～演歌ジャズ～ 模範演奏＆伴奏ＣＤ付

カワイ 橋本剛 定番!!昭和あたりのﾋｯﾄｿﾝｸﾞ 混声 ビューティフルネーム

使える！保育のあそびネタ集 工作あそび編

書籍・理論書

雑誌・ムック他

ｱﾙﾃｽ

新装版 マイケル・ジャクソンの思想／安冨歩 著

9784865592320

¥1,600

ｼﾝｺｰM

水野式 音楽理論のトリック

9784401649686

¥2,000 1/15

ｽﾀｲﾙﾉｰﾄ

イラン伝統音楽の即興演奏 声・楽器・身体・旋法体系をめぐる相互作

9784799801901

¥2,500

中

ヤマハ

下

音友 青春１８ディスク 私がオトナになるまでのレコード史

ﾊﾝﾅ 日本の世界の音楽コンクール全ガイド２０２１

下

ｼﾝｺｰM

1/8

4910145020312

¥2,500

一般音楽論 音楽理論、音楽史、音楽物理の総まとめ

9784845635894

¥2,500 2/19

ｱﾙﾌｧﾍﾞｰﾀ

ベートーヴェンは怒っている！ 闘う音楽家の言葉

9784865980851

¥1,800

12/下

ﾌﾟﾘﾏ 出席カード きょうりゅう(クラフト)【発注単位：１０枚】

4941216913899

¥40

2/上

ヤマハ

ピアノと友だちになる５０の方法 チェルニー活用法

4947817259848

¥1,500

下

出席カード ことり(クラフト)【発注単位：１０枚】

4941216913905

¥40

2/上

新版 音楽好きな脳～人はなぜ音楽に夢中になるのか～

4947817285519

¥1,900

下

出席カード にわとり(クラフト)【発注単位：１０枚】

4941216913929

¥40

2/上

9784276201217

¥2,300

下

出席カード ピアノ２(クラフト)【発注単位：１０枚】

4941216913912

¥40

2/上

中

出席カード 乗り物と英語(クラフト)【発注単位：１０枚】

4941216913936

¥40

2/上

出席カード 木と花(クラフト)【発注単位：１０枚】

4941216913943

¥40

2/上

ピアノ指導者お役立ち４月始レッスン手帳 ２０２１/ﾏﾝｽﾘｰ&ｳｨｰｸﾘｰ

4947817284840

¥1,500

中

ﾘｯﾄｰM

音友 童謡が輝いていた頃 アイスクリームの歌の自叙伝
芸術現

音楽学研究物語 村井範子が語る日本における音楽学研究のあけぼのと

4511005354808

¥3,000

春秋社

モーツァルト 愛と死 第１巻 マリアに抱かれし人びと

9784393932186

¥8,500 1月

モーツァルト 愛と死 第２巻 マリアに抱かれし人びと

9784393932193

¥8,500 1月

4549767111353

¥2,200

ＣＤ・ＤＶＤ
ｺﾛﾑﾋﾞｱ

ＣＤ 心つながるコーラス～星影のエール／旅立ちの日に～

下

レッスングッズ・ファンシー

ヤマハ

