新刊案内 2021年5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（３）ＣＤ付

4532679243731

¥1,980

下

おもしろたのしい りんりんミュージック（３）本のみ

4532679243816

¥1,320

共同 ぴあの の アトリエ ふよみ プレ・トレーニング

4520956205190

全音 エキエル版 ショパン［日本語版］ バラード

ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

エキエル版 ショパン［日本語版］ ワルツ［シリーズＡ］

アニソン歌ブック１５０

4997938601842

¥2,420

中

下

ギター弾き語り ギタリストが弾きたいアコギ超定番曲あつめました。

4997938162596

¥2,970

下

¥1,320

下

バンド・スコア アメリカン・ハード・ロック・ベスト［ワイド版］

4997938366659

¥4,180 6/上

4511005108135

¥3,080

中

ロック・ギター・スコア ザ・ベンチャーズ

4997938162602

¥3,850

4511005108142

¥3,080

中

大人の初心者ギター弾き語り ７０・８０年代洋楽コレクション

4997938162619

¥3,190 5/12

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

ｼﾝｺｰM

発売中

ＢＰ２３３４ 星のあいだ／センチミリメンタル

4533248044469

¥825

上

２０代のやさしいピアノ・ソロ Ｊ－ＰＯＰ最新＆定番ヒットソングス

4997938039607

¥2,090

中

ＢＰ２３３５ 平行線 ／Ｅｖｅ × ｓｕｉｓ ｆｒｏｍ ヨルシカ

4533248044476

¥825

中

２０代のやさしいピアノ・ソロ 人気Ｊ－ＰＯＰバラードソングス

4997938039614

¥2,090

中

ＢＰ２３３６ Ｎｏ．１／ＤＩＳＨ／／

4533248044483

¥825

下

ピアノ・ソロ ホロライブ Ｓｏｎｇ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

4997938039485

¥2,750

発売中

ＧＰ３２３ １０月無口な君を忘れる／あたらよ

4533248044544

¥660

上

ピアノでうたおう！保育園・幼稚園の人気ソング［２０２１年度版］

4997938039560

¥1,760 6/上

4513870047250

¥2,420

中

保育士さんのかんたんピアノ 季節・行事のうた［音名カナつき］

4997938039522

¥1,980 6/上

4513870047243

¥3,300

中

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １０８ 旅路

4589496595468

¥770

中

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １０９ 優しさ

4589496595475

¥770

中

Sﾃﾞｻﾞｲﾝ

Ａｂｌｅｔｏｎ Ｌｉｖｅ１１ 攻略ＢＯＯＫ

9784904547335

¥3,300

中

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １１０ ただいま

4589496595482

¥770

中

ｼﾝｺｰM

何度でもやり直せる ビバップ・ギター９０日間の神トレーニング

4997938146329

¥2,310 5/21

これなら弾ける 超・簡単ピアノ初心者 Ｊ－ＰＯＰ１００曲集決定版

4589496595451

¥2,200

中

ウクレレ弾き語り ウクレレで弾きたい人気Ｊ－ＰＯＰヒット

4997938202599

¥2,420 6/上

やさしいピアノ・ソロ 久石譲作品集

4589496595437

¥1,650

中

ベース・スコア ベーシストが弾きたい超定番曲あつめました。決定版

4997938120725

¥4,180 5/14

やさしいピアノ・ソロ 坂本龍一作品集

4589496595444

¥1,650

中

ｽﾀｲﾙﾉｰﾄ

基礎からわかるＣｕｂａｓｅＡＩ１１／ＬＥ１１

9784799801925

¥2,860

中

ワンランク上のピアノ・ソロ ピアニストが弾きたい！ＪＡＺＺ名曲集

4589496595406

¥2,200

下

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ウクレレ／Ｊ－バラッズ ～ウクレレ１本で奏でるハートフル・ソング

4562282995727

¥2,750

下

ワンランク上のピアノソロ アイドル・サウンズ A･RA･SHI／カイト

4589496595420

¥2,200

中

ギターで奏でる 宮崎駿＆スタジオジブリ〔ティーンズ・ドラマ編〕

4562282995734

¥2,420

下

初級ソロ・アレンジ ＮＨＫテーマ＆主題歌／ベスト・ピアノ曲集

4562282995741

¥2,420

下

できる ゼロからはじめるギターコード超入門

9784845636341

¥1,738 6/25

超初級 ピアノが弾きたい！［でか譜］やさしい初心者レパートリー

4562282995758

¥2,090

下

ベース無窮動トレーニング 効果絶大のノンストップ練習

4958537115246

¥2,750 6/25

ＰＰ１７４５ １０月無口な君を忘れる／あたらよ

4533248044490

¥660

上

プロ・ベーシストに近づくためのメソッド集

9784845636334

¥2,200 6/15

ＰＰ１７４６ Ｎｏ．１／ＤＩＳＨ／／

4533248044506

¥660

上

4513870047267

¥1,320

中

ＰＰ１７４７ Ｆｉｌｍ ｏｕｔ／ＢＴＳ

4533248044513

¥715

上

明日から使えるウクレレ！ 超ウケソング大全集【改訂版】

4513870047236

¥2,200

中

ＰＰ１７４８ 鋼の羽根／ＲＡＤＷＩＭＰＳ

4533248044520

¥660

中

そのまま使える！！至高のギタートレーニングフレーズ－ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾄﾞﾘﾌﾞ

4947817288268

¥2,530

下

ＰＰＥ４０ やさしく弾けるピアノピース Ｆｉｌｍ ｏｕｔ 原調初級版／イ短調版／ＢＴＳ

4533248044537

¥715

発売中

文字と楽譜が大きい 基礎からわかる ソロ・ギター 改訂版

4947817288411

¥2,200

下

本当にやさしく弾ける！はじめてのピアノ名曲２０（４）

4958537115239

¥1,320 6/21

基礎から上級テクニックまでを網羅！ ウクレレが上手くなる方法

4514796024622

¥1,540

上

4513870047212

¥3,300

中

初心者のための ギター基礎教本

4514796024639

¥1,320

上

ほんとにはじめてのピアノ【宮崎駿＆スタジオジブリ編】

4513870047168

¥1,980

下

初心者のためのエレキ・ベース講座

4514796024653

¥1,320

中

大きな音符で弾きやすい はじめてピアノ 最初に弾きたい曲編

4513870047151

¥1,870

中

大人のためのはじめてのピアノ ﾌｫｰｸ･ﾆｭｰﾐｭｰｼﾞｯｸ＆歌謡曲大全集

ＫＭＰ ピアノ・ソロ 保存版！！ ８０年代ヒット大全集

ﾌｪｱﾘｰ

ＫＭＰ バンドスコア このまま君だけを奪い去りたい／夢であるように

バンドスコア シーズン・イン・ザ・サン／あー夏休み

ＬＭ教本・曲集

ﾘｯﾄｰM

ＫＭＰ これならわかる！！ 大人のための コードのドリル【改訂版】解答付

ヤマハ

自由現

管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽

4513870047229

¥2,970

中

クラリネット１本で吹く人気＆定番レパートリー

4997938232695

¥2,640 5/13

カワイ ミニピアノで弾ける たのしいどうよう２

4962864902929

¥990

下

テナーサックスで吹きたいジャズスタンダードあつめました。豪華保存

4997938232701

¥3,740

ミニピアノで弾ける たのしいどうよう３

4962864902936

¥990

下

トロンボーン１本で吹く人気＆定番レパートリー

4997938221156

¥2,640 5/13

原曲キーで吹く♪フルート人気Ｊ－ＰＯＰ・定番レパートリー

4997938202605

¥3,740 6/上

4537298032483

¥4,730

下

4537298037709

¥3,520

下

ドレミ ピアノ・ソロ エヴァンゲリオン／ピアノ・セレクション

ヤマハ

自由現

ｼﾝｺｰM

下

4514142151460

¥2,200

下

ピアノ弾き語り 小田和正／名曲全集 Ｖｏｌ．１

4514142151323

¥1,980

下

ピアノ弾き語り 小田和正／名曲全集 Ｖｏｌ．２

4514142151330

¥1,980

下

ピアノ弾き語り 小田和正／名曲全集 Ｖｏｌ．３

4514142151347

¥1,980

下

ＫＭＰ ヴァイオリン・ピース［ピアノ伴奏付き］ 千本桜 ほか

4513870047205

¥990

中

ボサノヴァ・ピアノ教本

4514142151446

¥1,760

下

ドレミ コントラバスで奏でる／クラシック・バラード［改訂版］ＣＤ付

4514142151484

¥2,750

中

楽しいバイエル併用 みんなのヒット・ソング／ﾋﾟｱﾉ･ｿﾛ･ｱﾙﾊﾞﾑ

4514142151477

¥1,760

下

ヤマハ

4947817287513

¥3,520

下

ピアノソロ 入門 ネットでしった！人気動画の注目曲

4947817285533

¥1,870

下

全音 ポケットスコア ｼｮｽﾀｺｰｳﾞｨﾁ:ﾀﾋﾁ･ﾄﾛｯﾄ作品１６／ジャズ組曲第１番

4511005108197

¥1,650

中

ピアノソロ／連弾 ピアノで弾く 千と千尋の神隠し

4947817284994

¥1,650

下

加古隆クァルテット ＱＵＡＲＴＥＴⅢ ～組曲「映像の世紀」より～

4511005108159

¥2,750

中

月刊Ｐｉａｎｏプレミアム 極上のピアノ ２０２１春夏号

4947817288152

¥1,650

下

西村朗 プンダリーカ 打楽器ソロのための

4511005108081

¥1,760

中

ジャズ・ピアノを弾くための究極のコード・ブック

4514796024660

¥1,650

下

平川加恵 翔る オーボエとピアノのための

4511005108166

¥2,200

中

使える！保育のあそびネタ集 ゲームあそび編

4514796024677

¥1,430

下

北爪道夫 サイド・バイ・サイド 打楽器ソロ ヴァージョンⅠ

4511005108104

¥1,980

中

4511005108067

¥2,640

中

北爪道夫 サイド・バイ・サイド 打楽器ソロ ヴァージョンⅢ

4511005108111

¥1,980

中

ジャズるピアノ ～感動のシネマ・ジャズ～ ＣＤ付

4511005108043

¥2,640

中

野平一郎 ヴァイオリン、ヴィオラ

4511005108074

¥2,200

中

ジャズるピアノ ～小粋なガーシュイン・ジャズ～ ＣＤ付

4511005108050

¥2,640

中

大人のＰ ハ調で弾く おとなの定番レパートリー１００ レッド

4511005108036

¥1,980

中

4962864922507

¥1,100

下

大人のＰ 大きな音符の おとなの定番レパートリー１００ レッド

4511005108029

¥1,980

中

吉岡弘行 女声（児童）のための合唱組曲 キュイジーヌ２

4962864925904

¥1,760

下

大人のピアノ おとなの定番レパートリー１００ レッド

4511005108012

¥1,760

中

松波千映子 こどもｺｰﾗｽ･ｺﾚｸｼｮﾝｼﾞｭﾆｱこども合唱曲 コップがポン！

4962864922514

¥550

下

青木雅也 女声合唱のための愛のメドレー 華麗なるショパン

4962864920954

¥1,430

下

全音 ジャズるピアノ ～華麗にジャズ化け！テレビ名曲選～ ＣＤ付

ＡＴＮ バークリー式 ビッグバンド・アレンジ入門
ビバップ・エチュード アルト・サックス

賈鵬芳ｾﾚｸｼｮﾝ･ｽﾍﾟｼｬﾙ 楽しく弾ける やさしい二胡レパートリー

歌・声楽･合唱
カワイ 榎本潤 混声合唱ピース ドラえもん

書籍・理論書
DU BOOK

ロブ・ハルフォード回想録 Ｃｏｎｆｅｓｓ～告白～

9784866471396

¥3,135 5/30

石若雅弥 定番！！昭和あたりのヒットソング 合唱ピース 夢芝居

4962864922538

¥770

下

ｱﾙﾃｽ

日本チェンバロ協会年報 ２０２１ 第５号

9784865592368

¥3,080 5/17

相澤直人 混声三部合唱とピアノのための なんとなく・青空

4962864920510

¥1,430

下

ｼﾝｺｰM

DNA OF JIMI HENDRIX 現代に受け継がれし革新のスピリット

9784401650422

¥2,970 5/28

猪間道明 混声合唱のためのメドレー 続・ＴＯＫＹＯ物語

4962864924914

¥1,650

中

すみっコぐらし 楽譜のおけいこ

9784401650002

¥1,320

土田豊貴 こどもｺｰﾗｽ･ｺﾚｸｼｮﾝｼﾆｱ 同声三部合唱 さがして

4962864922521

¥660

下

ピンク・フロイド ライヴ・ツアー・イン・ジャパン 1971-1988

9784401650606

¥3,960 5/28

4511005108180

¥2,530

中

ムックＴＨＥ ＤＩＧ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ラッシュ その軌跡と栄光

9784401650453

¥2,530 5/14

4511005108098

¥1,980

中

4513870047199

¥1,650

中

ＫＭＰ これでわかる！ はじめての楽譜の読み方 【新装版】

下

全音 青春のフォーク＆ニューミュージック スーパーベスト２６９
薮田翔一 祈りの華

雑誌・ムック他

ｱﾙﾌｧﾍﾞｰﾀ

名曲２００でわかるロックの歴史と精神

9784865980875

¥2,970

下

ウクレレ・マガジン Ｖｏｌ．２５ ＳＵＭＭＥＲ ２０２１

9784845636327

¥1,540 6/15

ヤマハ

学ぶ力を強くする ～ガリ勉しないで成績をあげる脳の使い方～

4947817284697

¥2,090

下

ムック ＭＥＴＡＬ ＨＡＭＭＥＲ ＪＡＰＡＮ Ｖｏｌ．６

9784845636310

¥1,650 6/15

9784276200425

¥3,190

下

ムック Ｓｏｎｇｓ Ｍａｇａｚｉｎｅ ｖｏｌ．１

9784845636204

¥1,100 5/13

新版 誰でもぜったい 楽譜が読める！

9784276100145

¥1,980 6/上

ムック Ｔｈｅ ＥＦＦＥＣＴＯＲ ＢＯＯＫ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＯＶＥＲＤＲＩＶＥ Ｓｐｅｃｉａｌ

9784401650521

¥2,750

中

吹奏楽編曲されているクラシック名曲集

9784276147041

¥1,980 6/上

ムック ピアノでラクラク♪中学生＆高校生の最新Ｊ－ＰＯＰ

9784401650484

¥1,100

5/6

河出 ヴェルヴェット・アンダーグラウンド 完全版

9784309291451

¥2,695

ムック ピアノで弾くＪ－ＰＯＰバラードソングス２０２１

9784401650491

¥1,320

5/8

学研 音楽まんがシリーズ 伝記 世界の大作曲家 ＣＤ付 新版

9784052054082

¥1,870 6/下

CDｼﾞｬｰﾅﾙ

ＣＤジャーナルムック「ビートルズ２１３曲全ガイド ２０２１年版」

9784909774149

¥2,200

中

共同 音楽表現 そのまま使える基礎と実践

4520956205169

¥2,200

下

ヤマハ

月刊ピアノ増刊 やさしく弾ける 最新ヒットセレクション

4910076260610

¥1,100 5/13

ミュージック・サナトロジー やわらかなスピリチュアルケア

9784393935231

¥3,080

下

フルートと脳のおはなし 音楽と身体の不思議にせまる

9784393936054

¥2,420 6/下

4511005107985

¥2,860

中

音友 師としてのリスト 弟子ゲレリヒが伝える素顔のマスタークラス

春秋社

全音 絶対音感を科学する

自由現

ｼﾝｺｰM

下

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器
ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

ﾘｯﾄｰM

トーンチャイムのための スタジオジブリ作品集 増補版・改２

4532679716211

¥1,650

下

初心者のハーモニカ基礎教本

4514796024646

¥1,430

中

ＣＤ・ＤＶＤ
ＪＩＭ ＣＤJIMS1013 ジェイコブ・コーラー ジャズ・ピアノ巡り

4526180562177

¥2,420

ＣＤJIMS1010ヒビキｐｉａｎｏ／ＦＥＥＬ

4526180556350

¥2,499 4/下

ＣＤJIMS1011ヒビキｐｉａｎｏ／ＨＥＡＬ

4526180556367

¥2,499 4/下

4510993594708

¥16,500

中

¥1,760

上

音友 ＣＤ クラス合唱曲集全曲準拠ＣＤ レッツ・コーラス！第二版／範唱＋カラピアノ ＣＤ６枚組

中

レッスングッズ・ファンシー
学研 みんなだいすき！加線の音がふえたおんぷカード 丸子あかね／編

4582394253096

