新刊案内 2021年4月

※表示された金額はすべて『税込み価格』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
おもしろたのしい りんりんミュージック（２）ＣＤ付

4532679243533

¥1,980

下

おもしろたのしい りんりんミュージック（２）本のみ

4532679243618

¥1,320

下

4524518010529

¥2,530 3/下

ＫＭＰ 片手だけ！右手だけ！で弾ける♪人気＆定番クラシック

4513870047137

¥1,760

カワイ こどもの発表会・コンクール用ピアノ曲集 動物編 くじゃくのダンス

4962864905968

¥1,870

鈴木輝昭 コンサートピアノライブラリー ピアノのための ソナチネ

4962864967362

¥1,540

下

入門×入門 どちらもやさしい！おやこピアノれんだん２

4947817288046

¥1,760

下

ストリートピアノで映える連弾曲

4947817287537

¥2,200

はじめてのたのしいピアノの弾き方

4514796024615
4511005107862

ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

ﾊﾝﾅ たのしくうたおう♪わたしのピアノ練習帳 グレードアップ版

ヤマハ

自由現

全音 全音ピアノライブラリー イベール：１５のイマージュによる小組曲

ギター・スコア 大人のクラシック・ロック［ワイド版］

4997938162572

¥4,180

ギター弾き語り ９０年代・００年代Ｊ－ＰＯＰソングス全集

4997938162565

¥2,970

下

バンド・スコア ゲイリー・ムーア・ベスト［ワイド版］

4997938366642

¥3,960

4/5

中

バンド・スコア ディープ・パープル・ベスト［ワイド版］

4997938366635

¥4,290

4/3

中

バンド・スコア 軽音☆ボカロ人気曲コレクション

4997938359378

¥2,420 5/上

ＢＰ２３２７ 結証／緑黄色社会

4533248044285

¥825

上

ＢＰ２３２８ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ／ＢＡＮＤ－ＭＡＩＤ

4533248044292

¥825

上

下

ＢＰ２３２９ Ｏｎｅ Ｌａｓｔ Ｋｉｓｓ／宇多田ヒカル

4533248044308

¥825

上

¥1,430

下

ＢＰ２３３０ スーパーガール／あいみょん

4533248044315

¥825

中

¥1,870

中

バンドリ！オフィシャルＢＳ ＲＡＩＳＥ Ａ ＳＵＩＬＥＮ

4958537115222

¥4,180 5/21

ドレミ ＢＳ 聖飢魔Ⅱ／1999 BLOOD LIST 「元祖」極悪集大成盤

4514142151392

¥2,750

中

ギター弾き語り Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ／ＳＯＵＮＤＴＲＡＣＫＳ

4514142151149

¥1,760

下

ウクレレ女子の弾き語り Ｊ－ＰＯＰヒットソングコレクション

4997938202582

¥2,200 5/上

ソロ・ギターで弾く人気ヒット＆Ｊ－ＰＯＰソングス

4997938162589

¥2,420 5/中

ｽﾀｲﾙﾉｰﾄ

Ｓｏｕｎｄ ｉｔ！９ガイドブック 基本操作から使いこなしまで

9784799801918

¥3,300

上

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ウクレレ／ハワイアン・リラクゼーション

4562282995697

¥2,420

下

ポピュラーピアノ教本・曲集

ｼﾝｺｰM

ﾌｪｱﾘｰ

ﾘｯﾄｰM

中

Ｐソロ もう一度弾きたい２０・３０代のための人気・定番ﾚﾊﾟｰﾄﾘｰ

4997938039546

¥2,090

下

ピアノ・ソロ ２０代の最新ベストヒットリスト

4997938039539

¥2,200

下

ピアノ・ソロ ヨルシカ「盗作」／「創作」

4997938039317

¥2,420 4/24

ピアノ・ソロ 女子中高生が弾きたい！Ｊ－ＰＯＰ最新ヒットリスト

4997938039447

¥2,200

ピアノ弾き語り 大人が歌いたいJ-POPの名曲あつめました。保存版

4997938039492

¥2,860 5/上

音名カナつきやさしいピアノ・ソロ ボカロソング最強ヒットリスト

4997938039454

¥2,200

初～中級Ｐソロ 華やかアレンジで弾くＪ－ＰＯＰ＆定番ソングス

4997938039553

¥2,310 5/中

ウクレレ／男性バラード ～ウクレレ１本で弾く珠玉の名曲集

4562282995680

¥2,750

下

中学生＆高校生のピアノ・ソロ ボカロ超人気ヒットソングス

4997938039508

¥2,200 5/中

初心者レッスン 女の子のためのエレキ・ベース入門 レッスンＣＤ付

4562282995710

¥1,980

下

ﾄﾞﾘｰﾑMF

初心者でも弾ける超かんたん・みんなのピアノ曲集 サブスクヒット編

4562282995703

¥1,760

下

弾きながらマスター！アコースティック・ギター入門

4514796024592

¥1,540

中

ﾌｪｱﾘｰ

ＰＰ１７３４ Ｏｎｅ Ｌａｓｔ Ｋｉｓｓ／宇多田ヒカル

4533248044322

¥660

上

ＰＰ１７３５ 蕾／ＧＲｅｅｅｅＮ

4533248044339

¥660

上

¥2,200

中

ＰＰ１７３６ スーパーガール／あいみょん

4533248044346

¥660

上

ＰＰ１７３７ ファーストラヴ／Ｕｒｕ

4533248044353

¥660

上

ヴァイオリンで弾くＪ－ＰＯＰ＆定番コレクション ＣＤ２枚付

4997938100888

¥3,520

中

ＰＰ１７３８ 空と青／家入レオ

4533248044360

¥660

上

クラリネットで吹くＪ－ＰＯＰ＆定番コレクション ＣＤ２枚付

4997938232671

¥3,520

中

ＰＰ１７３９ 本音／ｓｕｍｉｋａ

4533248044377

¥660

中

気軽にアルト・サックス ソロで楽しむＪ－ＰＯＰ＆フレーズ集

4997938232688

¥2,640 5/上

ＫＭＰ これだったら弾ける！ やさしいピアノ伴奏こどものうた大全集

4513870047113

¥2,200

中

子供のヴァイオリン ひとりで弾ける人気・定番コレクション

4997938100871

¥2,750

上

ピアノ／ギター／ヴァイオリン・ピース カントリー・ロード

4513870047076

¥990

中

ＫＭＰ ヴァイオリン・ピース ドライフラワー／うっせぇわ／猫／虹／怪物

4513870047083

¥990

中

ピアノ・ソロ 好きな曲からはじめる やさしい映画音楽

4513870047090

¥2,200

中

アルソ アルト＆テナーサックスで吹くお父さんが泣いてよろこぶ昭和歌謡曲集

4560395465267

¥2,640

上

大きな音符で弾きやすい はじめてピアノ大全集

4513870047120

¥2,970

中

ヤマハ

4947817285601

¥3,300

下

大人のためのはじめてのピアノ 最初に弾きたいレパートリー編 改訂

4513870047106

¥1,870

中

音友 鈴木輝昭 現代日本の音楽 無伴奏チェロ組曲 第２番

4510993600409

¥3,300

下

カワイ 田代ユリのポピュラーピアノ・レッスン【リズム編】

4962864903803

¥3,080

下

現代Ｇ 永遠のギター・アルバム リベルタンゴ

4539442065309

¥2,420

上

ドレミ ＰＬＡＹ ＯＮ ＴＨＥ ＰＩＡＮＯ ＴＭＮ／MEMORIAL SONGS

4514142151408

¥3,300

中

自由現

4514796024608

¥1,540

下

Ｐソロ 西村由紀江 ＰＩＡＮＯ ＳＷＩＴＣＨ ２

4947817287988

¥2,530

中

全音 ヴァイオリンで奏でる情熱のメロディー 第２版

4511005107879

¥2,970

中

ピアノソロ らくらく弾ける！大人気のヒットソング ～紅蓮華～

4947817287995

¥1,870

下

サン＝サーンス ヴァイオリンとピアノのための小品集

4511005107886

¥2,640

中

ピアノソロ・連弾 みんなで楽しむ あつまれ どうぶつの森

4947817287742

¥1,540

下

サン＝サーンス：クラリネット・ソナタ 作品１６７

4511005107909

¥1,760

中

ブルースから始めるやさしいジャズ・ピアノ

4514796024585

¥1,980

中

ポケットスコア ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ

4511005107961

¥880

中

初心者のピアノ基礎教本

4514796024561

¥1,430

上

久石譲：SYMPHONIC SUITE “KIKI’S DELIVERY SERVICE”

4511005107978

¥3,080

中

ｼﾝｺｰM

ヤマハ

自由現

ＬＭ教本・曲集
ｼﾝｺｰM

4/8

4/3

自由現

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器
ＫＭＰ おとなの三味線 懐かしの歌謡曲、ニューミュージック、演歌編

4513870047144

管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽
ｼﾝｺｰM

１人で学べる 初心者のためのチェロ入門【ＤＶＤ付】

これからはじめる！ 挫折しないヴァイオリンの弾き方

書籍・理論書

歌・声楽･合唱

ｱﾙﾃｽ

スイート・スイート・クラシック 洋菓子でめぐる音楽史

9784865592351

¥1,650 4/24

カワイ 山下祐加 こどもｺｰﾗｽ･ｺﾚｸｼｮﾝシニア 同声三部合唱曲 約束

4962864922484

¥660

下

ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

初心者のための 実践ジャズ理論 改訂新版

4532679507925

¥2,530

下

寺嶋陸也 無伴奏混声合唱のための ヴォカリーズ・エチュード

4962864920497

¥1,540

下

ＡＴＮ アドリブの画期的な練習法 改訂版 ハウ・トゥ・インプロヴァイズ

4537298030267

¥6,050

下

浅子勝也 定番 昭和あたりの～混声合唱ピース 僕が僕であるために

4962864922491

¥880

下

カワイ 日本音楽うた理論

4962864950289

¥1,760

上

田中達也 こどもｺｰﾗｽ･ｺﾚｸｼｮﾝｼﾞｭﾆｱ 同声二部合唱 夕焼けパレード

4962864922477

¥550

下

ドレミ マンガ音楽家ストーリー／バイエル〈新装版〉

4514142151385

¥1,100

中

尾高惇忠 混声合唱のための 風の祈り

4962864920503

¥1,650

下

音友 ＡＩ時代最強の子育て戦略 「ピアノ習ってます」は武器になる

9784276212336

¥1,540

下

名田綾子 女声合唱とピアノのための ドイツ歌めぐり

4962864922385

¥1,760

下

9784276130197

¥2,860

上

ドレミ イタリア オペラ アリア名曲集 メゾソプラノ・アルト〈改訂版〉

4514142151439

¥2,420

上

9784309291390

¥2,695 4月

「塗り絵」と楽しむ日本のうた１～３＋ﾌﾘｸｼｮﾝｶﾗｰﾄﾞﾍﾟﾝｼﾙｾｯﾄ

4947817287575

¥4,950

下

芸術のよろこび

9784309291369

¥2,695 4月

同声二部合唱 いつでもどこでも 大人のコーラス・ベスト～卒業写真

4947817285793

¥2,750

下

私のモーツァルト／吉田秀和

9784309418094

¥990

4月

音友 信長貴富 女声合唱曲集 林檎歌伝 ５つの花言葉

4510993600201

¥1,870

下

9784058016121

¥1,650

上

教芸 ６訂版 歌はともだち 指導用伴奏集 １・２・３

4520681218137

¥5,500

4月

4514796024578

¥1,430

上

全音 ハンガリー合唱名曲選１［バルトーク編］パン焼き

4511005107923

¥1,650

中

ハンガリー合唱名曲選２［コダーイ編］夕べのうた

4511005107930

¥1,870

中

バッハ、神と人のはざまで
河出 カラー図解 楽器からみるオーケストラの世界 佐伯茂樹／著

学研 吹奏楽のカリスマ 藤重先生のブラバン日記
自由現

そうだったのか！コード理論

ヤマハ

レッスングッズ・ファンシー
クープ ＣＮ－３７ レッスンノート SHINZI KATOH 森の音楽会【単位１０冊

ヤマハ

4582173591364

¥165

上

プロフェショナル・ユース 歌謡１００１（下）第１２版

4511005107954

¥6,380

中

ＣＮ－３８ レッスンノートSHINZI KATOH連弾【発注単位：１０冊】

4582173591371

¥165

上

ヘンデル：メサイア（別冊解説付） 混声合唱

4511005107916

¥2,970

中

ＣＮ－３９ ぴあののーとSHINZI KATOHパステルトーン【単位１０冊

4582173591388

¥165

上

ＣＮ－４０ ぴあののーとSHINZI KATOH 猫とピアノ【単位：１０冊

4582173591395

¥165

上

ムック ピアノ・プレミアム ２０２１

9784401650323

¥1,430 4/14

どうぶつの森 レッスンシール【発注単位：１０】

4947817287780

¥220

下

中学生・高校生のピアノ最新ヒットソングス ２０２１年春夏号

9784401650316

¥1,100

どうぶつの森 月謝袋【発注単位：１０】

4947817287797

¥66

下

GUITAR MAGAZINE SPECIAL ARTIST SERIES TAK MATSUMOTO GUITAR BOOK

9784845635979

¥3,850 5/10

4947817287803

¥418

下

GUITAR MAGAZINE SPECIAL ARTIST SERIES TAK MATSUMOTO PLAYER'S BOOK

9784845635962

¥3,740 5/10

ＪＡＺＺ Ｇｕｉｔａｒ Ｍａｇａｚｉｎｅ Ｖｏｌ．６

9784845636211

¥2,530 5/17

TAK MATSUMOTO PLAYER'S&GUITAR BOOK SPECIAL EDITION

9784845635986

¥9,680 5/10

どうぶつの森レッスンノート（シールつき）【発注単位：５冊】

雑誌・ムック他
ｼﾝｺｰM

ﾘｯﾄｰM

ＣＤ・ＤＶＤ
ドレミ ＣＤ フルート名曲３１選 ＣＤ２枚組

4514142151217

¥3,300

下

教芸 ＣＤ 歌はともだち（下巻）６訂版／４枚組

4520681632575

¥9,900

4月

ＣＤ 歌はともだち（上巻）６訂版／４枚組

4520681632568

¥9,900

4月

ＣＤNEW SONG ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ混声編（３）大地のように

4520681632551

¥3,080

4月

4/5

エレクトーン教本・グレード・曲集
ヤマハ

ＳＴＡＧＥＡパーソナル(G5-3)（６４）岩内佐織２「ＷＯＲＫＳ１」

4947817287865

¥2,640

下

ＳＴＡＧＥＡパーソナル(G5-3)（６５）岩内佐織３「ＷＯＲＫＳ２」

4947817287872

¥2,640

下

