新刊案内 2021年3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”おすすめの新刊”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

おうちでたのしくおんぷのおけいこ りんりんワークブック（３）

4532679243014

¥950

下

ＢＳ ヨルシカ「創作」

ﾄﾞﾘｰﾑMF

初級ピアノ・アレンジ 親子で楽しむヒット・ポップ連弾曲集

4562282995666

¥2,000

4997938359330

¥1,800

下

ギター女子の弾き語り お家でアコギ人気ソングコレクション

4997938162558

¥2,000

ＫＭＰ ほんとにはじめてのピアノ 【人気クラシック名曲編】

4513870047045

中

¥1,700

中

バンド・スコア Ｒ＆Ｂ、ソウル＆ファンク・コレクション ワイド版

4997938366628

¥3,900

3/5

カワイ こどもたちへメッセージ ２０２１＜ピアノの調べ＞

こどものためのピアノ曲集 風のおくりもの

4962864905951

¥1,700

上

バンド・スコア 初心者Ｊ－ＰＯＰ超定番ソング

4997938359361

¥2,200

3/11

4962864905937

¥1,800

中

大人のギター弾き語りソングブック［ワイド版］

4997938162534

¥2,900

中

4514142151361

¥1,000

下

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ＴＡＢ譜付スコア ギターで奏でる／沖縄ソング ［模範演奏ＣＤ付］

4562282995642

¥2,500

下

4947817287230

¥1,500

下

ﾌｪｱﾘｰ

ＢＰ２３２０ レディメイド／Ａｄｏ

4533248044056

¥750

上

4510993599307

¥1,700

下

ＢＰ２３２１ 星を仰ぐ／菅田将暉

4533248044063

¥750

上

標準版 ドビュッシー 前奏曲集 第１巻 Ｎｅｗ Ｅｄｉｔｉｏｎ

4510993599802

¥1,600

下

ＢＰ２３２２ 勿忘／Ａｗｅｓｏｍｅ Ｃｉｔｙ Ｃｌｕｂ

4533248044070

¥750

中

標準版 ドビュッシー 前奏曲集 第２巻 Ｎｅｗ Ｅｄｉｔｉｏｎ

4510993599901

¥2,000

下

ＢＰ２３２３ アンコール／ＹＯＡＳＯＢＩ

4533248044087

¥750

中

4520956205176

¥1,500

3月

ＧＰ３２０ 勿忘／Ａｗｅｓｏｍｅ Ｃｉｔｙ Ｃｌｕｂ

4533248044155

¥600

上

4520956205183

¥1,200

3月

4513870047052

¥2,500

中

ウクレレ・ソロ 大人のＪ－ＰＯＰ名曲選（模範演奏ＣＤ付）

4997938202551

¥2,500

下

ギター・スコア ブルース・ギター・コンプリート・コレクション

4997938162541

¥3,600

3/8

ドレミ 学校教科書準拠による 小学生の音楽ドリル 上 １・２ねんせい
ヤマハ

ピアノソロ 初中級 バッハの名曲を弾きたい！ 管弦楽曲から

音友 標準版 シューマン ピアノ曲集Ⅰ Ｎｅｗ Ｅｄｉｔｉｏｎ 解説付

共同 やさしいラヴェル
手を見ないで弾くための教本 ブラインドタッチ・エチュード

ｼﾝｺｰM

ＫＭＰ ＡＣＯＵＳＴＩＣ ＧＵＩＴＡＲ 岡崎倫典／Ｎｅｗ Ｖｉｓｔａｓ

ポピュラーピアノ教本・曲集

3/10

ＬＭ教本・曲集

ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

岩瀬章光 ジャズ・ピアノ・メソード～理論とトレーニング～改訂新版

4532679244011

¥3,000

下

ｼﾝｺｰM

ハイ・グレード・ピアノ・ソロ ビートルズ名曲選

4997938039409

¥2,700

下

ピアニストのアニソン超人気ベストセレクション

4997938039416

¥2,400

下

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

やさしく弾き語り ゆる～りウクレレ気分 Ｊ－ＰＯＰ編 改訂版

4589496595260

¥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～Ｊ－ＰＯＰ人気

4997938039478

¥1,800

3/8

ﾘｯﾄｰM

かっこいいコード進行１２８

9784845636075

¥1,800

4/23

音名カナつきやさしいＰソロ 大人のＪ－ＰＯＰ名曲セレクション

4997938039430

¥2,400

3/11

ドラム無窮動トレーニング

4958537115215

¥2,500

4/12

音名カナつきやさしいＰソロ 中学生＆高校生が弾きたい！ネット発の

4997938039386

¥1,800

中

みんなで歌おう！かんたんウクレレ教室 ｂｙ ガズ NEW EDITION

9784845636167

¥1,400

4/14

音名カナつきやさしいピアノ・ソロ Ｊ－ＰＯＰ最新プレイリスト

4997938039461

¥1,900

下

究極のギター練習帳（大型増強版）実践編

9784845636198

¥1,600

4/13

初級ピアノ・ソロ 発表会で弾く定番＆名曲レパートリー

4997938039393

¥2,000

中

友寄隆哉ギター・メソッド

9784845636181

¥2,000

4/23

大人のピアノ・ソロ・ソングブック【中級者対応】

4997938039423

¥2,600

中

カワイ チェンバロ音源で弾いてみよう キーボードで弾くバロック名曲集

4962864906736

¥1,900

下

中学生＆高校生のピアノ・ソロ 人気恋うたヒッツ

4997938039379

¥1,900

3/5

ドレミ ＴＡＢ譜でカンタン 親子で楽しむギターデュオ！！

4514142151262

¥1,600

中

ＣＤ＋楽譜集 超・簡単ピアノ初心者 スタジオジブリ 決定版

4589496595246

¥1,800

中

ちいぱんと始めよう！ 初めてのエレキ・ベース

4514142151064

¥1,800

下

ＣＤ＋楽譜集 超・簡単ピアノ初心者 ベスト曲集 決定版

4589496595253

¥1,800

中

初心者のための ウクレレ完全マスター

4514142151163

¥1,600

下

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １００ 怪物

4589496595277

¥700

上

かんたんソロウクレレ３０ ～Ｊ－ＰＯＰ編～

4947817287834

¥1,700

下

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １０１ アンコール

4589496595284

¥700

上

左利きギター専用！ギターコードブック

4947817287483

¥700

中

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １０２ ドライフラワー

4589496595291

¥700

中

絶対にわかる！ 弾けるハイテクアコギプレイ【動画対応版】

4947817287827

¥2,400

下

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １０３ うっせぇわ

4589496595307

¥700

中

懐かしのＪ－ＰＯＰからスタンダードまで！厳選ソロ・ウクレレ名曲集

4514796024523

¥1,600

中

やさしいピアノ・ソロ 音楽配信ヒット・ソング ２０２１年版

4589496595239

¥1,800

下

初心者のためのギター・コード講座

4514796024516

¥1,200

上

ワンランク上のＰソロ ピアニストが弾きたい！ネットで話題の名曲集

4589496595222

¥1,800

下

やさしいピアノ・ソロ こどもの人気ベスト・ヒット大集合

4562282995659

¥2,000

下

テナー・サックスで吹けたらカッコイイ曲あつめました。［改訂版］

4997938232657

¥3,200

4/上

初心者でも弾ける 超かんたん・みんなのピアノ曲集 ボカロソング編

4562282995673

¥1,600

下

ひとりで楽しむアルト・サックス 中学生・高校生が吹きたい人気～

4997938232664

¥2,000

中

ＰＰ１７２２ 勿忘／Ａｗｅｓｏｍｅ Ｃｉｔｙ Ｃｌｕｂ

4533248044094

¥600

上

ひとりで楽しむフルート 中学生・高校生が吹きたい人気・定番コレ

4997938202568

¥2,000

中

ＰＰ１７２３ レディメイド／Ａｄｏ

4533248044100

¥600

上

フルートで吹くＪ－ＰＯＰ＆定番コレクション（カラオケＣＤ２枚付）

4997938202575

¥3,200

3/10

ＰＰ１７２４ ギラギラ／Ａｄｏ

4533248044117

¥600

上

ＡＴＮ ジャズ・トロンボーン リズム練習＆エチュード

4537298036801

¥3,000

下

ＰＰ１７２５ 結証／緑黄色社会

4533248044124

¥600

上

カワイ こどもたちへメッセージ ２０２１＜ヴァイオリンの調べ＞

4962864936153

¥2,000

上

ＰＰ１７２６ ただいま／手嶌葵

4533248044131

¥600

上

ドレミ 演奏前の２０分 チェロ／音階トレーニング

4514142151378

¥1,200

下

ＰＰ１７２７ Ｎｏｔ ｔｈｅ Ｅｎｄ／安田レイ

4533248044148

¥600

中

ヤマハ

これが吹けりゃ～人気者！ トロンボーン大ネタ小ネタ８０曲【改訂】

4947817287704

¥2,000

下

ＡＴＮ ジャズ・スタイル別ピアノ・シリーズ スムース・ジャズ ＣＤ付

4537298031851

¥3,200

下

フルートで吹きたい 心に響く名曲集 【ピアノ伴奏譜付】

4947817287698

¥2,600

下

ＫＭＰ はじめてのひさしぶりの大人のピアノ 歌い継がれる童謡唱歌編

4513870047038

¥1,800

中

ホルン デュオでも！ トリオでも！ 楽しくアンサンブル

4947817287728

¥2,000

下

ピアノ・ピース 炎／紅蓮華～竈門炭治郎のうた

4513870047007

¥800

中

ユーフォニアム＆チューバﾃﾞｭｵでも！ﾄﾘｵでも楽しくアンサンブル

4947817287735

¥2,000

下

ピアノ・ピース 廻廻奇譚／ＬＯＳＴ ＩＮ ＰＡＲＡＤＩＳＥ

4513870047014

¥800

下

絶対！うまくなる サクソフォーン１００のコツ

4947817250470

¥1,800

下

やさしくひけるピアノ・ソロ 小学生がひきたいヒットソング

4513870047021

¥1,700

中

4510993600102

¥2,000

下

カワイ 田代ユリのポピュラーピアノ・レッスン【サウンド編】

4962864903797

¥2,800

下

ヴァイオリン曲集 ソレラミのうた

4510993599703

¥1,500

下

ドレミ バイエル程度で楽しめる 炎炎ノ消防隊 ピアノ・ソロ・アルバム

4514142151279

¥1,800

中

モーツァルト フルートとクラヴィーアのためのソナタ集

4510993600003

¥3,300

下

ピアノ・ソロ ウォン・ウィン ツァン／ピアノ・コレクション

4514142151286

¥2,000

下

新版 新しいヴァイオリン教本 ６

4510993599505

¥1,800

下

ピアノ弾き語り Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ MY FAVORITE SONGS

4514142151156

¥2,200

下

新版 新しいヴァイオリン教本 ６巻 ピアノ伴奏譜

4510993599604

¥3,800

下

楽しいバイエル併用 るろうに剣心 ピアノ・ソロ・アルバム 復刻版

4514142151354

¥1,800

下

4511005107770

¥2,600

中

ストリートピアノで映える人気曲２

4947817287889

¥1,600

下

アルトサックスで奏でる感動のＪ－Ｐｏｐ

4511005107787

¥2,700

中

ピアノソロ クラシック作曲家風アレンジで弾くディズニー

4947817287247

¥2,200

下

ヴァイオリンで奏でる感動のＪ－Ｐｏｐ

4511005107725

¥2,700

中

ピアノソロ 入門 どんどん弾ける！ ボカロ＆アニソン 鉄板２０

4947817285861

¥2,000

下

ポケットスコア シューベルト 交響曲第９（７）番ハ長調

4511005107800

¥2,400

中

ふたりでひこうよ！はじめてのピアノあそび ～こぶたぬきつねこ～

4947817287902

¥1,300

下

ポケットスコア ドビュッシー 〈海〉３つの交響的素描

4511005107817

¥1,300

中

ふたりでひこうよ！はじめてのピアノあそび ～もりのくまさん～

4947817287810

¥1,300

下

平川加恵：さくらさくら変奏曲 ヴァイオリンとヴィオラのための

4511005107756

¥1,600

中

ミュージカル名曲セレクション～シーズンズ・オブ・ラブ～

4947817286608

¥1,500

下

平川加恵：さくらさくら変奏曲 ヴァイオリンとピアノのための

4511005107732

¥1,600

中

ミュージカル名曲セレクション～夢やぶれて～

4947817286561

¥1,500

下

平川加恵：さくらさくら変奏曲 ピアノとヴァイオリンとチェロのため

4511005107749

¥1,800

中

ミュージカル名曲セレクション～命をあげよう～

4947817286554

¥1,500

下

やさしく弾ける ストリートピアノで映える人気曲２

4947817287896

¥1,600

下

＃♭もすらすら吹けるようになる オカリナ ステップアップのコツ

4947817287490

¥1,500

下

かわいい！たのしい！ まるっとシアターあそびＢＯＯＫ

4514796024554

¥1,600

下

これが吹けりゃ～人気者！ オカリナ 大ネタ小ネタ１００曲【改訂】

4947817287711

¥2,000

下

4511005107718

¥2,400

中

はじめようカリンバ！ ベストメロディ３０～紅蓮華～

4947817287407

¥1,200

下

はじめの一歩 オカリナ入門ゼミ

4514796024547

¥1,200

下

吹いて覚える演奏テクニック リコーダーが上手くなる方法

4514796024509

¥1,400

上

4511005107763

¥1,000

中

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ﾌｪｱﾘｰ

ヤマハ

自由現

全音 ジャズるピアノ ～おしゃれ歌謡ポップス～

雑誌・ムック他
ｼﾝｺｰM

ヤマハ

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

音友 Ｊ．Ｓ．バッハ 無伴奏オーボエのためのパルティータ ト短調

全音 アルトサックスで奏でる演歌

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器
ヤマハ

自由現

［Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ］10TH ANNIVERSARY SOUND BOOK

9784401650347

¥2,500

3/4

ムック ＯＶＥＲＤＲＩＶＥ Ｓｐｅｃｉａｌ

9784401650521

¥2,500

3/29

全音 超カンタン！ドレミふりがな付き いますぐ吹けるオカリナ曲集第２版

ムック ＴＨＥ ＥＦＦＥＣＴＯＲ ＢＯＯＫ ＶＯＬ．５１

9784401650514

¥1,800

3/15

歌・声楽･合唱

ムック 今からはじめるお家ピアノ２０２１（ＣＤ付）

9784401650170

¥1,350

3/4

9784140554067

¥230

上

4910145020510

¥1,800

下

R3第８８回NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ中学校 混声三部 足跡

9784140554074

¥230

上

4910076260412

¥1,300

3/16

R3第８８回NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ中学校 女声三部 足跡

9784140554081

¥230

上

9784276963252

¥1,500

3/10

R3第８８回NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ高校 混声四部 彼方のノック

9784140554098

¥270

上

R3第８８回NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ高校 女声三部 彼方のノック

9784140554104

¥270

上

R3第８８回NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ高校 男声四部 彼方のノック

9784140554111

¥270

上

4962864922699

¥600

下

ﾊﾝﾅ 電子ピアノまるわかりガイド／ショパン別冊
ヤマハ

ｼﾝｺｰM

月刊ピアノ増刊 ピアノで弾く ベストヒット２０２１

音友 ムック ｍｙ楽器 ｍｙパートナー

ＮＨＫ R3第８８回NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ小学校同声二部 好奇心のとびら

書籍・理論書
ｱﾙﾃｽ

１冊でわかる ピアノのすべて 調律師が教える歴史と音とメカニズム

9784865592344

¥2,200

ｼﾝｺｰM

クイーン全曲ガイド２ ライヴ＆ソロ編

9784401649945

¥1,600 3/19

ザ・ビートルズ・スタイルブック

9784401649815

¥1,800 3/25

なかにしあかね 同声二部合唱とＰのための物語組曲 ディックとねこ

4962864914007

¥1,600

下

トミー・リピューマのバラード

9784401650187

¥3,000 3/29

出雲謙一：合唱エクササイズ リモート・動画編

4962864921982

¥1,000

中

ハード・ロック時代のゲイリー・ムーア［増補版］

9784401650408

¥3,000 3/5

松下耕 合唱曲集 生きる今日 夢見る明日（あした）

4962864925898

¥1,700

下

ハロウィン大全

9784401650439

¥3,000 3/25

信長貴富 混声合唱曲 肩

4962864922675

¥600

下

プロ・ギタリスト１００人のペダルボード大図鑑

9784401650446

¥2,500 3/29

吹奏楽・管楽器ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｱｲﾃﾞｨｱ集 〈歌練〉歌って強くする吹奏楽

4962864936146

¥1,000

中

ペイジ＆プラント大全

9784401650378

¥2,800 3/25

石若雅弥 混声合唱のための「鬼滅の刃」 紅蓮華

4962864924990

¥1,400

下

ロックン・ロール ディスク・ガイド

9784401650309

¥2,600 3/23

石若雅弥 同声合唱のための「鬼滅の刃」 紅蓮華

4962864922446

¥1,400

下

4962864947364

¥1,400

中

石若雅弥・根岸宏輔 児童合唱 うたおう！アニソン！

4962864922439

¥1,400

下

クラシック名曲「酷評」事典 上巻

4947817281153

¥1,900

下

名田綾子 定番 昭和あたりのヒットソング女声合唱ピース まちぶせ

4962864922668

¥700

下

クラシック名曲「酷評」事典 下巻

4947817281160

¥1,900

下

名田綾子 同声二部合唱とピアノのための すきになると

4962864922682

¥500

下

ピアノと友だちになる５０の方法 コードネーム

4947817259824

¥1,600

下

4514142151316

¥1,800

中

9784276212596

¥2,500 4/上

「教える」から「学びを深める」うた授業へ

4947817287094

¥2,200

下

歌の本 歌の好きな人と歌が苦手なあなたに

9784276142053

¥1,900

中

ヤマハデジタル音楽教材 うた授業【返品不可】

4947817287087

¥9,800

下

古典派音楽の様式 ハイドン モーツァルト ベートーヴェン

9784276140677

¥9,000

下

教芸 山崎朋子 Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｓｏｎｇｓ ソロヴァージョン 幸せ

4520681270524

¥1,500

上

作曲家◎人と作品 バッハ

9784276221727

¥1,800 4/上

4514796024530

¥1,300

カワイ マンガで楽しむ偉大な作曲家のホントの話 ぼく、ベートーヴェン
ヤマハ

音友 バイエルの刊行台帳 世界的ﾍﾞｽﾄｾﾗｰﾋﾟｱﾉ教則本が語る音楽史のﾘｱﾙ

自由現

読んで覚える楽譜のカラクリ

下

中

レッスングッズ・ファンシー
ヤマハ

すみっコぐらし レッスンノート２ シール付【発注単位：５冊】

4947817287278

¥380

下

すみっコぐらし 月謝袋２【発注単位：１０】

4947817287285

¥60

下

カワイ アベタカヒロ 同声三部合唱曲 晴れた日に

ドレミ ヴォーカル・スコア チップと犬／メノッティ
ヤマハ

エレクトーン教本・グレード・曲集
ヤマハ

ＳＴＡＧＥＡ ＥＬで弾く (G8-5)(63)ｴﾚｸﾄｰﾝｻﾞﾋｯﾄ30 ＶＯＬ．８

4947817287544

¥2,700

中

ＳＴＡＧＥＡ ジャズ・シリーズ(G5-3)JAZZ STREAM BEST 1

4947817287841

¥2,700

中

ＳＴＡＧＥＡ ジャズ・シリーズ(G5-3)JAZZ STREAM BEST 2

4947817287858

¥2,700

中

