新刊案内 2021年8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
ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

子供のためのピアノ入門 どんぐりピアノ １

4532679244318

¥1,320

下

ＧＳ ギタリストが弾きたい超定番・名曲あつめました。［ワイド版］

4514142150197

¥660

下

4997938162671

¥4,180

8/6

Ｇ弾き語り 初心者でも弾ける！１０代・２０代の人気ヒットソングス

4997938162695

¥1,430

［新版］ベートーヴェン 作品集１

9784393918012

下

¥3,300 10月

ギター・スコア ギターが映える！超人気アニソンヒットリスト

4997938162688

¥1,320

［新版］ベートーヴェン 作品集２

中

9784393918029

¥3,520 10月

ギター弾き語り アコギで弾きたいカッコイイ曲あつめました。

4997938162701

¥2,530

下

［新版］ベートーヴェン 作品集３

9784393918036

¥3,080 10月

ギター弾き語り アコギで弾く最新＆人気サブスクヒットソング

4997938162626

¥2,200

発売中

［新版］ベートーヴェン 作品集４

9784393918043

¥2,860 10月

ＢＰ２３５７ バレる！／Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓ

4533248045077

¥825

上

［新版］ベートーヴェン 作品集５

9784393918050

¥2,750 10月

ＢＰ２３５８ 三原色 ／ＹＯＡＳＯＢＩ

4533248045084

¥825

上

4511005108784

¥3,080

中

ＢＰ２３５９ ＳＭＩＬＥ～晴れ渡る空のように～／桑田佳祐

4533248045091

¥825

中

新実徳英 ピアノのためのエチュード ─神々への問い─ 第３巻

4511005108760

¥2,200

中

4513870047458

¥3,300

中

新実徳英 ピアノのためのエチュード ─神々への問い─ 第４巻

4511005108777

¥2,200

中

4513870047441

¥3,300

中

ドレミ ＢＳ ＢＬＡＮＫＥＹ ＪＥＴ ＣＩＴＹ／1991ｰ1995“白盤”

4514142151637

¥3,080

上

ＢＳ ＢＬＡＮＫＥＹ ＪＥＴ ＣＩＴＹ／1997ｰ2000“黒盤”

4514142151644

¥3,080

上

ドレミ リトミック・ソルフェージュ ともだちのーと ５－２ ［新版］
春秋社

全音 エキエル版 ショパン［日本語版］ スケルツォ

ポピュラーピアノ教本・曲集

ｼﾝｺｰM

ﾌｪｱﾘｰ

ＫＭＰ バンドスコア ＣＡＲＯＬ ＬＡＳＴ ＬＩＶＥ

バンドスコア ＲＯＳＩＥＲ／ＳＴＯＲＭ

Ｐソロ ２０代・３０代が弾きたいＪ－ＰＯＰヒット＆人気ソングス

4997938039836

¥2,200 7/29

Ｐソロ もう一度弾きたい２０・３０代のためのJ-POPレパートリー

4997938039904

¥2,090

中

ＢＳ Ｈｉ－ＳＴＡＮＤＡＲＤ／ＭＡＫＩＮＧ ＴＨＥ ＲＯＡＤ

4514142151613

¥2,750

上

Ｐソロ 女子中高生が弾きたい！＃最新Ｊ－ＰＯＰベストプレイリスト

4997938039812

¥2,200

8/4

ＢＳ Ｘ ＪＡＰＡＮ／ＢＥＳＴ～ＦＡＮ’Ｓ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ

4514142151620

¥3,300

上

ハイ・グレード・ピアノ・ソロ ジャズ・スタンダード名曲選 改訂版

4997938039843

¥2,860

下

ギター弾き語り 演歌＆昭和歌謡ベストヒット２００

4947817289791

¥3,850

下

パッと見でわかる！ピアノ初心者のための人気・定番レパートリー

4997938039829

¥1,980 9/中

ピアノ・ソロ ９０年代・００年代Ｊ－ＰＯＰ名曲選

4997938039805

¥2,860 7/31

ｼﾝｺｰM

ウクレレ弾き語り 映える超人気Ｊ－ＰＯＰ＆サブスクヒットソング

4997938202636

¥2,200 8/18

ピアノ・ソロ ジャパニーズ・シティ・ポップ名曲選

4997938039935

¥2,860 9/上

ｽﾀｲﾙﾉｰﾄ

新・音を大きくする本 音楽的に音圧を上げるテクニックのすべて

9784799801949

¥1,540

中

ピアノ・ソロ フォーク＆ニューミュージック名曲選

4997938039850

¥2,860

下

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ＴＡＢ譜付スコア ソロ・ギターで奏でる大人の名曲集

4562282995864

¥2,420

下

ピアノ・ソロ 中学生＆高校生が弾きたい！最新＆人気アニメソング

4997938039881

¥1,980

下

ウクレレ・マニア ～ソロ・アレンジ・インストゥルメンタル曲集

4562282995857

¥2,420

中

ピアノソロ ピアノガチ勢のＪ－ＰＯＰハイレベルセレクション・改二

4997938039874

¥2,420

下

至高のドラム初心者本 ～５０００円で“できる”ドラマーになれる

9784845636686

¥2,200 9/30

音名カナつきやさしいピアノ・ソロ 初心者の人気アニメソング７６曲

4997938039782

¥2,860

発売中

ＫＭＰ 大きな写真と大きな文字で見やすい！ 大人のギター・コード・ブック

4513870047434

¥1,320

中

音名カナつきやさしいピアノ・ソロ 初心者の人気ボカロソング６２曲

4997938039867

¥3,080 8/10

ドレミ これからはじめる！！ ロック・ギター入門 Ｎｅｗ Ｅｄｉｔｉｏｎ

4514142151538

¥1,980

下

初級者ピアノソロ レッスン＆発表会を楽しむＪ－ＰＯＰレパートリー

4997938039799

¥2,200 7/31

4514142151651

¥3,300

上

ＣＤ＋楽譜集《ワンランク上のピアノ・ソロ》 ＪＡＺＺサウンズ

4589496595727

¥2,200

下

現代Ｇ ギターソロのためのオールド・ポップス・コレクションＶｏｌ．４

4539442066306

¥2,420

下

いろんなアレンジで弾く Ｐ名曲ピース １１９ Ｐａｌｅ Ｂｌｕｅ

4589496595734

¥770

上

自由現

これで曲が生まれ変わる！使えるミックスダウン・テクニック

4514796024820

¥1,650

中

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １２０ 怪盗

4589496595741

¥770

上

初心者のアコースティック・ギター基礎教本

4514796024837

¥1,430

中

これなら弾ける 超・簡単ピアノ初心者 ６１鍵で弾けるピアノ名曲

4589496595710

¥1,760

上

初心者のためのウクレレ講座

4514796024813

¥1,320

上

ワンランク上のＰソロ ピアニストが弾きたい！ こどものうた名曲集

4589496595680

¥1,980

下

ワンランク上のＰソロピアニストが弾きたい！最新ヒットソング名曲集

4589496595673

¥1,980

中

ソロで楽しむヴァイオリン～人気Ｊ－ＰＯＰコレクション～

4997938100901

¥2,640

上

ワンランク上のＰソロピアニストが弾きたい！坂本龍一名曲集 決定版

4589496595697

¥2,090

中

ひとりで吹いてライブ気分！アルト・サックス人気プレイリスト

4997938232763

¥3,630

上

超・楽らくピアノ・ソロ Ｊ－ＰＯＰベスト曲集 ２０２１年版

4589496595703

¥1,980

下

大人のためのアルト・サックス永遠のヒットコレクション

4997938232770

¥3,630

中

［でか譜］やさしい初心者レパートリー集 《アニソン名曲編》

4562282995888

¥2,090

中

ＡＴＮ ビバップ・エチュード トロンボーン

4537298037730

¥3,520

下

これ１冊で全てがわかる！！はじめてのポピュラーピアノ入門 改訂

4562282995871

¥1,320

中

ＫＭＰ 弾いて気持ちいい、聴いて美しいヴァイオリン・メロディー

4513870047472

¥2,750

中

ＰＰ１７７５ 三原色／ＹＯＡＳＯＢＩ

4533248045107

¥660

上

ヤマハ

4947817281566

¥3,740

下

ＰＰ１７７６ 花束のかわりにメロディーを／清水翔太

4533248045114

¥660

上

全音 オトナのフルート ～ゴールド・セレクション 第２版 ＣＤ付

4511005108838

¥2,530

中

ＰＰ１７７７ ＳＭＩＬＥ～晴れ渡る空のように～／桑田佳祐

4533248045121

¥660

上

オトナのフルート ～プラチナ・セレクション 第２版 ＣＤ付

4511005108821

¥2,530

中

ＰＰ１７７８ にじ／カラフルパレット

4533248045138

¥660

上

ポケットスコア Ｊ．Ｓ．バッハ ブランデンブルク協奏曲

4511005108869

¥2,200

中

ＰＰＥ４３ 三原色 原調初級版／ハ長調版／ＹＯＡＳＯＢＩ

4533248045145

¥660

上

ポケットスコア バルトーク 管弦楽のための協奏曲

4511005108852

¥1,870

中

ＫＭＰ Ｐソロ 好きな曲からはじめる やさしい宮崎駿＆スタジオジブリ

4513870047403

¥1,980

中

ピアノ曲集 ニーア リィンカーネーション オフィシャル・スコア

4513870047335

¥1,430

上

4532679909514

¥3,300

下

ほんとにはじめてのピアノ【ニューミュージック編】

4513870047427

¥1,870

下

ＫＭＰ やさしく楽しく吹けるオカリナの本 宮崎駿＆スタジオジブリ編 改訂

4513870047465

¥1,870

中

大きな音符で弾きやすい はじめてピアノ【８０年代ポップス編】

4513870047410

¥1,870

中

ドレミ 練習者のための アルト・リコーダー／クラシック・レパートリー

4514142151699

¥1,760

中

4962864902967

¥1,650

下

全音 Ａｍ１本で誰でも吹ける！ハーモニカ名曲アルバム

4511005108814

¥1,870

中

Ｐソロ アンドレ・ギャニオン ﾋﾟｱﾉ･ｿﾘﾃｭｰﾄﾞ/ﾋﾟｱﾉ･ﾒﾓﾘｱﾙ&ﾍﾞｽﾄ

4947817289579

¥3,080

中

4511005108807

¥1,870

中

ピアノソロ 藤井英一のクラシック・イン・ジャズ

4947817289807

¥2,640

中

ピアノミニアルバム 竜とそばかすの姫

4947817289562

¥1,320

下

4524518010390

¥3,080

上

たのしくできる！ 密にならずにみんなであそべる保育のネタ集

4514796024851

¥1,540

下

4962864920756

¥990

上

初中級者のための 苦手意識がなくなるピアノ上達練習法

4514796024806

¥1,430

上

山下祐加 こどもｺｰﾗｽｺﾚｸｼｮﾝｼﾞｭﾆｱ同声二部合唱曲 きりん

4962864920770

¥550

下

名曲で楽しく！ クラシック・ピアノから学ぶコードの弾き方

4514796024844

¥1,540

下

松波千映子 こどもｺｰﾗｽｺﾚｸｼｮﾝｼﾆｱ 同声三部合唱とＰ 海水浴

4962864920787

¥550

下

4511005108791

¥2,640

中

石若雅弥 合唱ピース なないろ

4962864920763

¥880

上

相澤直人 谷川俊太郎の詩による三つの混声合唱曲 音楽のように

4962864920527

¥1,760

上

ゴスペラーズ アカペラ コーラス セレクション

4947817288381

¥2,600

下

ｼﾝｺｰM

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ﾌｪｱﾘｰ

カワイ ピアノソロ 人気のアニメ曲がずら～り！ アニメ主題歌 ３４種盛り
ヤマハ

自由現

全音 ジャズるピアノ ～午後のクラシック～ 模範演奏＆伴奏ＣＤ付

ヤマハ

ＬＭ教本・曲集

ﾘｯﾄｰM

指板図で簡単にわかる！！ ＣＡＧＥＤギター・システムのバイブル

管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽
ｼﾝｺｰM

國歌 君が代 管絃樂譜 近衞秀麿編曲

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器
ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

イングリッシュ・コンサーティーナ教本 改訂新版

Ｃ１本で誰でも吹ける！ハーモニカ名曲アルバム［第２版］

歌・声楽･合唱
ﾊﾝﾅ 新しい子どもの歌２０２１ 全日本児童音楽協会編
カワイ 安井恵一 定番!!昭和あたりのﾋｯﾄｿﾝｸﾞ 混声 パラダイス銀河

書籍・理論書
DU BOOK

フェンダーＶＳギブソン 音楽の未来を変えた挑戦者たち

9784866471532

¥2,750

下

ｱﾙﾃｽ

日本の作曲２０１０－２０１９ サントリー芸術財団創設５０周年記念

9784865592412

¥1,980

下

ピアノと歌う ジャズアレンジで楽しむ ディズニー名曲集（ＣＤ付）

4947817288732

¥3,080

下

ｼﾝｺｰM

クワイエット・コーナー２ 日常に寄り添う音楽集

9784401650934

¥1,980

下

音友 新実徳英 空のふもと 風の中 混声合唱とピアノのための３つのうた

4510993601307

¥1,650

上

シューゲイザー・ディスク・ガイド ｒｅｖｉｓｅｄ ｅｄｉｔｉｏｎ

9784401648528

¥3,080 8/12

新実徳英 空のふもと 風の中 同声合唱とピアノのための３つのうた

4510993601208

¥1,650

上

ｱﾝﾀﾞｰ･ｾﾞｱ･ｻﾑ ﾌﾞﾙｯｸﾘﾝの青年が覗いたﾛｰﾘﾝｸﾞ･ｽﾄｰﾝｽﾞの奥座敷

9784845636716

¥2,750 9/25

全音 千原英喜 混声合唱とピアノのための 誓う

4511005106445

¥1,210

中

ロックがかっこよかった時代の話をしたい ～モリッシーより普通に

9784845636730

¥1,760 9/25

千原英喜 女声合唱とピアノのための 誓う

4511005106438

¥1,210

中

下北インディーズ番長 メジャーとは逆を行くインディー哲学

9784845636723

¥1,980 9/25

鈴木輝昭 同声合唱とピアノのための クレーの天使

4511005108661

¥1,980

中

チック・コリアのA WORK IN PROGRESS（ワークインプログレス）

4947817287124

¥2,090

ムック Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｇｕｉｔａｒ Ｂｏｏｋ ５３

9784401651030

¥2,090 8/17

ムック ピアノ初心者が弾きたい定番ソングス ２０２１年秋冬号

9784401650767

¥1,100

GUITAR MAGAZINE SPECIAL ARTIST SERIES 生形真一

9784845636709

¥2,970 9/30

ＰＩＡＮＯ ＳＴＹＬＥ プレミアム・セレクション ｖｏｌ．１０

9784845636693

¥1,980 9/28

ムック ＭＥＴＡＬ ＨＡＭＭＥＲ ＪＡＰＡＮ Ｖｏｌ．７

9784845636679

¥1,650 9/15

ﾘｯﾄｰM

ヤマハ

音友 教える人も習う人も幸せになる ピアノランドメソッドのすべて

ヤマハ

雑誌・ムック他

下

9784276148116

¥1,980 9/上

授業・行事が盛り上がる！山ちゃんの鑑賞曲ｄｅボディパーカッション

9784276315808

¥1,980

中

新実徳英の 生きることが音楽！音、人、自分に出会う

9784276200494

¥2,090

中

ｼﾝｺｰM

ﾘｯﾄｰM

レッスングッズ・ファンシー
ﾖｳｺｳﾎｰﾑ

8/5

月謝袋 ｃｈａｔ ｎｏｉｒ シャノワール【発注単位：１０枚】

4589870212790

¥33

上

月謝袋 ｆｏｒｅｓｔ ｈａｒｍｏｎｙ【発注単位：１０枚】

4589870212813

¥33

上

アルソ ＴＨＥ ＦＬＵＴＥ／ザ・フルート １８３ 【返品不可】

4910871851013

¥1,100

月謝袋 いちごのうた【発注単位：１０枚】

4589870212820

¥33

上

音友 管楽器 伝説の名手たち

9784276963290

¥1,980 8/19

月謝袋 にくきゅう楽団【発注単位：１０枚】

4589870212806

¥33

上

出席カード シロクマ【発注単位：１０枚】

4589870212837

¥44

上

出席カード ユニコーン【発注単位：１０枚】

4589870212844

¥44

上

上

エレクトーン教本・グレード・曲集
ヤマハ

ＳＴＡＧＥＡ ポピュラー(G7-6)(97)JAZZで弾きたい！ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ

4947817288817

¥2,530

下

ＳＴＡＧＥＡ ポピュラー(G9-8)(59)たのしくひける！こどもﾎﾟｯﾌﾟｽ

4947817289050

¥2,200

下

