新刊案内 2021年7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

ギター弾き語り 弾いてみた動画で人気☆定番ヒットプレイリスト

4997938162664

¥2,200

下

バンド・スコア 大人のクラシック・ロック・スコア全集［ワイド版］

4997938366680

¥4,180

中

¥2,090

上

ロック・ギター・スコア ジョン・サイクス・コレクション

4997938162657

¥4,070

7/2

4947817289043

¥2,090

下

ＢＰ２３４９ 又三郎／ヨルシカ

4533248044858

¥825

上

4947817289067

¥2,090

下

ＢＰ２３５０ Ｐａｌｅ Ｂｌｕｅ／米津玄師

4533248044865

¥825

上

4947817288664

¥2,750

下

ＢＰ２３５１ レモンパイ／マカロニえんぴつ

4533248044872

¥825

上

音友 みんなのピアノワールド 連弾ベストセレクション

4510993600904

¥2,200

下

ＢＰ２３５２ 夜のピエロ／Ａｄｏ

4533248044889

¥825

中

全音 グレンダ・オースティン：カリプソ・チャチャチャ

4511005108562

¥1,540

中

ＫＭＰ Ｇｕｉｔａｒ ｓｏｎｇｂｏｏｋ イルカ ベスト曲集

4513870047373

¥3,960

中

ドレミ 寺内タケシ＆ブルージーンズ／ギター・カラオケ ＣＤ付

4514142151569

¥2,750

中

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３～色おんぷの前に～

4532679244219

¥1,100

下

4962864905982

¥2,090

サン＝サーンス ピアノ曲集

4962864906743

Ｐ連弾 初級×中級 両方主役の連弾レパートリー こころに響く名曲
Ｐ連弾 初級×中級 両方主役の連弾レパートリー 定番アニメ
華麗なるピアノ連弾シリーズ ピアソラ作品集

カワイ こどものためのピアノ小品集 森の中の小道にて

ヤマハ

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

ｼﾝｺｰM

ﾌｪｱﾘｰ

下

ＬＭ教本・曲集

Ｐソロ ピアニストが奏でるＪ－ＰＯＰ名品アレンジセレクション

4997938039713

¥2,420

中

Ｐソロ ピアノガチ勢のアニソン高ＬＶセレクション・改二

4997938039690

¥2,420

中

ｱﾙﾌｧﾉｰﾄ

ネオ・ソウル・ギター・フレーズ・レシピ DVD&CD&QR動画付

4571320521118

¥2,530 8/中

Ｐソロ 中学生＆高校生が弾きたい！Ｊ－ＰＯＰ×ｻﾌﾞｽｸﾋｯﾄｿﾝｸﾞ

4997938039775

¥1,980

下

ｼﾝｺｰM

女子が弾きたいウクレレ・ソロ Ｊ－ＰＯＰ＆人気ソングコレクション

4997938202629

¥2,420

下

ピアノ弾き語り 洋楽ソングス名曲選

4997938039768

¥3,300

7/8

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ソロ・ウクレレ ゆる～りウクレレ気分 Ｊ－ＰＯＰ編３ 改訂版

4589496595635

¥2,420

下

音名カナつきやさしいＰソロ カバーで人気♪Ｊ－ＰＯＰﾋｯﾄｾﾚｸｼｮﾝ

4997938039751

¥2,420

7/7

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ＴＡＢ譜付スコア ギターで奏でる／アニメ・ソングＣＤ付

4562282995826

¥2,750

下

中学生＆高校生のＰソロ ネット発の最新＆超人気ヒットソングス

4997938039737

¥2,200

7/7

ウクレレ／ボカロ ～ウクレレ１本で奏でる人気ボカロソング名曲集

4562282995819

¥2,750

下

超初級Ｐソロ かんたんアレンジで弾く！Ｊ－ＰＯＰ人気＆ﾋｯﾄｿﾝｸﾞｽ

4997938039744

¥1,980

下

Ｒ＆Ｂベースの技法

9784845636617

¥2,420 8/24

ＣＤ＋楽譜集 上級ピアノ・サウンズ スタジオジブリ 決定版

4589496595628

¥2,200

下

究極のドラム練習帳（大型増強版） 名手２５人の究極技

9784845636587

¥1,980 8/17

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １１６ きらり

4589496595642

¥770

中

譜面の大きなソロ・ギターのしらべ 悦楽の映画音楽篇

9784845636594

¥2,420 8/17

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １１７ 愛を知るまでは

4589496595659

¥770

中

こころやすらぐソロ・ギター 極上のﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ（改訂版）

4947817288855

¥3,080

下

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース １１８ Ｄｙｎａｍｉｔｅ

4589496595666

¥880

中

使うコードは５～８コ！ 初級のウクレレ弾き語り

4947817288930

¥1,210

下

ピアノ弾き語り 最新版！ Ｊ－ＰＯＰソングス ２０２１年版

4589496595604

¥2,200

上

使うコードは６～１０コ！ 初中級のウクレレ弾き語り

4947817288947

¥1,210

下

ワンランク上のＰソロ ピアニストが弾きたい！洋楽ポップス名曲集

4589496595581

¥2,200

下

使うコードは８～１２コ！ 中級のウクレレ弾き語り

4947817288954

¥1,210

下

上級ピアノ・グレード ネット音楽プロフェッショナル・ユース曲集

4589496595598

¥2,750

上

ギター・ソロのための 昭和テレビ・アニメソングコレクション

4539442065705

¥2,640

上

超・簡単ピアノ初心者 こどもの名曲１２０曲集 決定版

4589496595611

¥2,200

中

ソロ・ギターで弾く 松田聖子ヒットコレクション 竹内永和編曲

4539442065903

¥2,750

7月

［でか譜］やさしい初心者レパートリー集 《大人の歌謡名曲編》

4562282995840

¥2,090

下

指板でパターンを確認！ 速弾きギター習得のコツ

4514796024752

¥1,980

上

お父さんのピアノ・レパートリー［日本の名曲編］

4562282995833

¥1,760

下

弾きながらマスター！ ウクレレ入門

4514796024776

¥1,540

中

ＰＰ１７６２ Ｐａｌｅ Ｂｌｕｅ／米津玄師

4533248044896

¥660

上

様々なシーンが作曲できる！ つくれるサントラ、ＢＧＭ

4514796024745

¥1,870

上

ＰＰ１７６３ 夜のピエロ／Ａｄｏ

4533248044902

¥660

上

ＰＰ１７６４ 又三郎／ヨルシカ

4533248044919

¥660

上

4532679909712

¥1,760

下

ＰＰ１７６５ 閃光／［Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ］

4533248044926

¥660

上

4513870047397

¥1,870

中

ＰＰ１７６６ ブルーベリー・ナイツ／マカロニえんぴつ

4533248044933

¥660

上

4513870047380

¥2,200

中

ＰＰ１７６７ ヤングアダルト／マカロニえんぴつ

4533248044940

¥660

上

ドレミ みんなでたのしい ２０音でできる ミュージックベル教本

4514142151583

¥1,760

下

ＰＰ１７６８ 恋人ごっこ／マカロニえんぴつ

4533248044957

¥660

上

学研 楽器初心者でも今日から弾ける！はじめてのカリンバＢＯＯＫ

9784058016602

¥1,980 8/上

ＰＰ１７６９ ゆめうつつ／米津玄師

4533248044964

¥660

上

自由現

4514796024783

¥1,430

下

4513870047366

¥1,870

中

全音 吹きたい、聴かせたい オカリナ 癒しの名曲集 第２版 伴奏ＣＤ付

4511005107893

¥2,200

中

ピアノといっしょに おかあさんとうたう テレビこどものうた 改訂

4513870047342

¥2,200

中

和楽器ピース 箏三重奏「ＳＵＭＭＥＲ」

4511005108692

¥770

中

やさしく弾ける 井上陽水 ピアノ・ソロ・アルバム

4513870047328

¥3,630

中

和楽器ピース 箏三重奏「ひこうき雲」

4511005108708

¥770

中

やさしく弾けるピアノ・ソロ 大人気！歌い手アーティスト曲集

4513870047359

¥1,760

中

下

ＫＭＰ すぐ弾けるはじめてのひさしぶりの大人のＰ 最初に弾きたい名曲編

ドレミ ピアノ弾き語り 秦基博／ピアノ・セレクション

ﾘｯﾄｰM

ヤマハ

現代Ｇ

自由現

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器
ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

おうちでたのしく カリンバ小曲集≪伴奏も弾ける！≫

ＫＭＰ やさしく楽しく吹けるオカリナの本 ＴＶ・ＣＭ＆おもしろソング編

複音ハーモニカ 女性が選んだあなたに聴かせたいリクエストソング

はじめの一歩 ハーモニカ入門ゼミ

管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽

4514142151545

¥2,420

中

アルト・サックスで演奏映え！プレミアムコレクション

4997938232756

¥3,740

楽しいバイエル併用 ＮＨＫおかあさんといっしょ／Ｐソロアルバム

4514142151507

¥1,980

下

チェロ ソロで弾くＪ－ＰＯＰ・定番セレクション

4997938100895

¥2,750 8/上

Ｐソロ 中級 おさえておきたい！２０２１年ベストヒット～上半期編

4947817288916

¥2,200

下

テナー・サックスで吹くＪ－ＰＯＰ＆定番コレクション

4997938232749

¥3,520

7/3

オトナピアノ やさしく弾ける！名曲セレクション ２０２１夏号

4910076260818

¥1,100 7/13

トランペット 中学生・高校生が吹きたい人気・定番コレクション

4997938221170

¥2,200

上

ピアノソロやさしく弾けるおさえておきたい2021年ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ上半期

4947817288923

¥2,090

下

ラク～に吹ける♪初心者アルト・サックスＪ－ＰＯＰ＆定番曲

4997938232732

¥2,970

中

ピアノミニアルバム ふしぎ駄菓子屋銭天堂

4947817288619

¥1,320

上

ジャズ・テナー・サックスのしらべ【新装版】

4958537115260

¥2,750 8/25

大人のためのピアノ悠々塾基礎編 ＣＤ付き［改訂版］

4947817289036

¥1,980

中

大人のためのピアノ悠々塾基礎編［改訂版］

4947817289029

¥1,320

中

コードもアレンジもやさしく学べる ピアノ伴奏レッスン

4514796024790

¥1,980

下

全音 見た目もバえる華やかアレンジ！ バえるピアノ Ｖｏｌ．１

4511005108609

¥1,980

見た目もバえる華やかアレンジ！ バえるピアノ Ｖｏｌ．２

4511005108616

大人のＰ ハ調で弾く おとなの定番レパートリー１００ ホワイト

ヤマハ

自由現

ｼﾝｺｰM

ﾘｯﾄｰM

ドレミ ＣＤ・パート譜付 クラリネットで奏でる バッハ

4514142151590

¥2,750

下

初歩から正しく上達できる 実践フルート・レッスン ＣＤ付

4514142151606

¥2,750

下

アルトサックス ｵﾘｼﾞﾅﾙｷｰで吹いて奏でる！ Ｊ－ＰＯＰヒット４０

4947817288787

¥2,530

中

中

トランペット ｵﾘｼﾞﾅﾙｷｰで吹いて奏でる！ Ｊ－ＰＯＰヒット４０

4947817288794

¥2,530

中

¥1,980

中

フルート オリジナルキーで吹いて奏でる！ Ｊ－ＰＯＰヒット４０

4947817288770

¥2,530

中

4511005108593

¥1,980

中

自由現

初心者のトランペット基礎教本

4514796024769

¥1,540

中

大人のＰ 大きな音符の おとなの定番レパートリー１００ ホワイト

4511005108586

¥1,980

中

全音 フルートで奏でるクラシックＩＮジャズ ２

4511005108647

¥2,860

中

大人のピアノ おとなの定番レパートリー１００ ホワイト

4511005108579

¥1,760

中

フルートで奏でるジャズ・メロディー 第２版

4511005108654

¥2,860

中

超拡散！ユニーク型破りアレンジ！ バズるピアノ Ｖｏｌ．１

4511005108623

¥1,980

中

久石譲 ３本のホルンとオーケストラのための協奏曲

4511005107466

¥4,180

中

超拡散！ユニーク型破りアレンジ！ バズるピアノ Ｖｏｌ．２

4511005108630

¥1,980

中

久石譲 コントラバス協奏曲

4511005107473

¥4,400

中

西村朗＆野平一郎：ピアノ協奏曲〈クロッシングＡ・Ｉ〉

4511005108715

¥2,860

中

ヤマハ

レッスングッズ・ファンシー

歌・声楽･合唱

ﾌﾟﾘﾏ 出席カード くま（ベージュ）【発注単位：１０枚】

4941216914070

¥44

上

出席カード ねこピアノ【発注単位：１０枚】

4941216914063

¥44

上

4962864922590

¥880

中

出席カード フラワー４【発注単位：１０枚】

4941216914032

¥44

上

松波千映子 ちょっとｵｼｬﾚな混声合唱 ウイスキーが、お好きでしょ

4962864920619

¥1,760

下

出席カード りんごの木【発注単位：１０枚】

4941216914025

¥44

上

信長貴富 女声合唱曲 宝物

4962864922545

¥550

中

出席カード 海のおともだち【発注単位：１０枚】

4941216914049

¥44

上

相澤直人 女声合唱アルバム 明日はケロリとくるもんだ

4962864925911

¥1,760

中

出席カード 楽器４【発注単位：１０枚】

4941216914056

¥44

上

田中達也 混声合唱曲 夕焼けパレード

4962864920718

¥660

下

おんがくのーと ディズニープリンセス ３だん【発注単位：５】

4947817289319

¥308

下

田中達也 無伴奏女声合唱のための レモンイエローの夏

4962864920725

¥660

下

ディズニー・プリンセスレッスンノート シールつき 発注単位：５冊

4947817289326

¥418

下

土田豊貴 こどもｺｰﾗｽ･ｺﾚｸｼｮﾝｼﾞｭﾆｱ同声二部合唱とピアノ 雨あがり

4962864920732

¥550

下

ディズニープリンセス 月謝袋【発注単位：１０】

4947817289302

¥66

下

名田綾子 こどもｺｰﾗｽ･ｺﾚｸｼｮﾝｼﾆｱ同声三部合唱とピアノ 空気

4962864920749

¥660

下

学研 おさるのジョージ おんがくのーと １段【発注単位：５冊】

4582394253102

¥308

8/上

ドレミ おうちでカンタン 「整体×ボイトレ」で声が大きくなる方法

4514142151095

¥1,320

下

おさるのジョージ おんがくのーと ２段【発注単位：５冊】

4582394253119

¥308

8/上

メイツ 高い声で歌うための１分ボイトレ

9784780425116

¥1,892

下

おさるのジョージ ごほうびシール【発注単位：１０枚】

4582394253126

¥165

8/上

ヤマハ

「塗り絵」と楽しむ日本のうた７ 夏を歌う

4947817288886

¥1,100

中

おさるのジョージ ごほうびシールノート【発注単位：１０冊】

4582394253133

¥198

8/上

「塗り絵」と楽しむ日本のうた８ 海を歌う

4947817288893

¥1,100

中

おさるのジョージ 月謝袋【発注単位：１０枚】

4582394253140

¥55

8/上

「塗り絵」と楽しむ日本のうた９ 子守唄を歌う

4947817288909

¥1,100

中

4511005108678

¥2,200

中

4511005106421

¥1,760

中

ピアノへの旅 ｃｏｍｍｍｏｎｓ：ｓｃｈｏｌａ ｖｏｌ．１８

9784865592320

¥2,200 7/24

音楽の黙示録 クラシックとジャズの対話

9784865592382

¥1,980 7/10

「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生

9784401649587

¥3,850 7/30

ヤマハ

エレクトーン教本・グレード・曲集
ヤマハ

全音 混声合唱組曲 ジャポニズム＆ジャズ

ＳＴＡＧＥＡ ポピュラー(G5-3)(117)JAZZで弾きたい！ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ

4947817288800

¥2,750

下

ＳＴＡＧＥＡ ポピュラー(G7-6)(96) ブラスバンド

4947817288824

¥2,530

下

ムック ピアノの発表会で弾きたい人気ソング［２０２１年度版］

9784401650644

¥1,430

7/6

ムック 最初に弾きたいアコギ人気Ｊ－ＰＯＰソングス２０２１

9784401650637

¥1,430

7/5

BEST SONGS FOR ACOUSTIC GUITAR 30

9784845636600

¥3,520 8/24

ｲﾝｸﾞｳﾞｪｲ･ﾏﾙﾑｽﾃｨｰﾝ ﾗｲｳﾞ･ﾂｱｰ･ｲﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 1984-1994

9784401650910

¥3,520 8/2

ムック Ｓｏｎｇｓ ｍａｇａｚｉｎｅ ｖｏｌ．２

9784845636624

¥1,100 8/30

ロキシー・ミュージック大全

9784401650620

¥3,850 7/29

9784276963276

¥7,700 8/19

伊藤政則の”遺言”３

9784401650729

ムック これならできる特選スピーカーユニット2021年版ｵﾝｷﾖｰ編

9784276963269

¥6,930 8/19

ｽﾀｲﾙﾉｰﾄ

１４歳からの新しい音楽入門 どうして私たちには音楽が必要なのか

9784799801932

¥1,760

上

ムック ショパン探求

9784276963283

¥2,420 7/28

ヤマハ

８２６ａｓｋａアーティストブック √あすか

9784636972023

¥3,520

下

アウトドア音楽のすすめ ｗｉｔｈ ゆるキャン△

9784636978049

¥1,980

下

雑誌・ムック他
ｼﾝｺｰM

ﾘｯﾄｰM

カワイ 横山智昭 定番!!昭和あたりのﾋｯﾄｿﾝｸﾞ女声 プレイバックPART2

音友 ムック これならできるスピーカー工作 ２０２１

女声合唱のための 海を聴く

書籍・理論書
ｱﾙﾃｽ

ｼﾝｺｰM

ＣＤ・ＤＶＤ
ｺﾛﾑﾋﾞｱ

¥2,200 7/13

ＤＶＤ 中学校音楽鑑賞用教材集 １年（１年１／１年２）

4549767101699

¥33,000

上

音友 ［音楽指導ブック］ やんぱ先生の 楽しい音楽！

9784276321755

¥2,310

下

ＤＶＤ 中学校音楽鑑賞用教材集 ２・３年上（２・３年上１／上２）

4549767101705

¥33,000

上

プロの常識 ピアノを教えるための全１０章

9784276148109

¥2,530

中

ＤＶＤ 中学校音楽鑑賞用教材集 ２・３年下（２・３年下１／下２）

4549767101712

¥33,000

上

音楽が変わる！魔法の言葉がけ

9784276312029

¥1,760

下

ＤＶＤ 中学校音楽鑑賞用教材集 全６巻

4549767101729

¥99,000

上

手帳と手書き譜から辿る フランシスコ・タレガ伝

9784874716625

¥1,650

中

現代Ｇ

