新刊案内2021年12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 ３

4532679244813

¥1,320

下

ＢＳ 中学生・高校生が弾きたい超人気アニソン・ボカロ曲ベスト

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

しってるきょくからスタート！ はじめようピアノ

4589496596083

¥1,100

下

4997938359514

¥2,530

下

アコギで人気トレンドＪ－ＰＯＰ１５０＜コンパクト版＞

4997938162848

¥2,200

やさしいワークでおんぷがよめる はじめようピアノ ワーク・ブック

4589496596090

¥1,100

下

下

ＧＰ３２９ アルデバラン／ＡＩ

4533248046029

¥660

究極の導入シリーズ ぴあのエクササイズ ２

4589675920098

¥1,870 12月

上

ＧＰ３３０ ベテルギウス／優里

4533248046036

¥660

4962864906774

¥2,090

中

下

ＢＰ２３８４ アルデバラン／ＡＩ

4533248045909

¥825

4962864905630

上

¥1,870

中

ＢＰ２３８５ ベテルギウス／優里

4533248045916

¥825

上

4510993602700

¥2,750

下

ＢＰ２３８６ ラストシーン／菅田将暉

4533248045923

¥825

中

4582394252907

¥1,430 12月

ＢＰ２３８７ 白銀／ＬｉＳＡ

4533248045930

¥825

下

全音 発表会のための名曲ライブラリー スタジオジブリ曲集［連弾・初中級

4511005109491

¥1,980

中

4513870047847

¥3,300

中

発表会のための名曲ライブラリー スタジオジブリ曲集［連弾・中上級

4511005109507

¥1,980

中

4513870047830

¥3,300

中

ドレミ 模範演奏ＣＤ付 スピッツ／ソロ・ギター曲集

4514142151866

¥2,750

中

バンドスコア Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ『Ｅｄｉｔｏｒｉａｌ』

4947817290537

¥3,850

中

英語で歌おう！ 永遠のフォークソングＶｏｌ．１～花はどこへ行った

4947817291107

¥1,430

中

ﾋﾟｱﾉﾒｿ

カワイ ソナチネで弾ける ガーシュウィンピアノ曲集

佐藤眞 こどものピアノ曲集 翔くんのピアノファンタジー【改訂増補
音友 標準版 ベートーヴェン ピアノ・ソナタ集３NEW EDITION解説付
学研プラス

ぴあのどりーむ ワークブック ６ 【解答付き】

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 AVALANCHE / FIGHT FOR LIBERTY

バンドスコア LAUGHIN'ROLL / GET THE GLORYORY

Ｐソロ Ｐで弾けたらカッコイイ人気アニソンあつめました。決定版

4997938040474

¥2,530 12/4

オトナの簡単ピアノ がんばらずに弾ける初心者の名曲集

4997938040610

¥2,090 1/中

ハイ・グレード・ピアノ・ソロ 洋楽ヒットソング名曲選［改訂版］

4997938040429

¥2,860

中

英語で歌おう！ 永遠のフォークソングＶｏｌ．２～パフ

4947817291114

¥1,430

中

ピアノ・ソロ ＴＶ・映画＆話題の人気曲あつめました。2021-2022

4997938040535

¥2,200

下

全音 ギター弾き語りブック 青春のフォーク１００ １９６６－１９７２

4511005109545

¥3,300

中

ピアノ・ソロ ディズニーの名曲あつめました。

4997938040504

¥2,750

下

ギター弾き語りブック 青春のフォーク１００ １９７２－１９７９

4511005109552

¥3,300

中

音名カナつき～Ｐソロ 初心者の人気ＴＶ＆映画ソング８０曲 改訂版

4997938040375

¥2,750

下

音名カナつき～Ｐソロ 超人気♪最新J-POPﾋｯﾄｿﾝｸﾞｽ2021→2022

4997938040528

¥2,420

下

ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

オーソドックス・ジャズ・ギター・コレクション １

4532679107934

¥2,640

下

音名カナつきやさしいピアノ・ソロ ディズニー名曲コレクション

4997938040511

¥2,640

下

ｼﾝｺｰM

ジャズ・ベース・スコア ジャズ／フュージョン・コレクション

4997938120732

¥3,850 12/8

中～上級ピアノ・ソロ コンサート映え人気・定番コレクション

4997938040498

¥2,640 12/15

ソロ・ギターで弾く大人の名曲＆Ｊ－ＰＯＰソングス

4997938162824

¥2,640 1/上

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １２８ 白銀

4589496596106

¥770

中

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

はじめよう！ 家で１人でも弾ける名曲ソロウクレレ集３０曲

4589496595956

¥2,200

上

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １２９ 往け

4589496596113

¥770

中

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ウクレレ／アロハ～ウクレレ１本で奏でるハワイアン・ミュージック

4562282996014

¥2,200

中

いろんなアレンジで弾く ピアノ名曲ピース １３０ ツバメ

4589496596120

¥770

中

ウクレレ／青春フォーク～あの頃のメロディ 模範演奏ＣＤ付

4562282996007

¥2,420

中

ハ調で弾くピアノ・ソロ おとなのピアノ大全集

4589496596076

¥2,200

上

ＤＴＭｅｒのためのコード入門

9784845636846

¥2,420 1/21

やさしいピアノ・ソロ アニメ名曲ベスト

4589496596052

¥1,980

中

フィンガースタイルで弾くソロギター名曲集 至宝のメロディ２０

4958537115284

¥2,420 1/14

やさしいピアノ・ソロ サブスク名曲ベスト

4589496596069

¥1,980

中

全網羅！ギター・ピッキング練習メニュー

9784845637171

¥2,200 1/25

ワンランク上のピアノ・ソロ ピアニストが弾きたい！サブスク名曲集

4589496596045

¥1,980

下

３つのステップでラクラク弾ける！！ はじめよう！ ギタレレ

4947817290681

¥1,980

中

ﾄﾞﾘｰﾑMF

［でか譜］やさしい初心者レパートリー 【改訂版】

4562282996021

¥2,090

下

ｓｏｎｏｇｅｎｉｃ SHS-500/300ではじめるキーボード生活

4947817284024

¥1,430

中

ﾌｪｱﾘｰ

ＰＰ１８２１ アルデバラン／ＡＩ

4533248045947

¥660

上

弾きながらマスター！エレキ・ギター入門

4514796025056

¥1,540

上

ＰＰ１８２２ ラストシーン／菅田将暉

4533248045954

¥660

上

理論は後からついてくる！ 実践！はじめての作曲入門

4514796025070

¥1,430

中

ＰＰ１８２３ 白銀／ＬｉＳＡ

4533248045961

¥660

上

ＰＰ１８２４ Ｓｍａｌｌ ｗｏｒｌｄ／BUMP OF CHICKEN

4533248045978

¥660

上

ＣＰ７９ アルデバラン／ＡＩ

4533248046005

¥715

上

ＰＰＥ４６ アルデバラン原調初級版／ハ長調版／ＡＩ

4533248045985

¥660

上

ＣＰ８０ アルデバラン／ＡＩ

4533248046012

¥715

上

ＰＰＥ４７ 往け原調初級版／イ短調版／ＬｉＳＡ

4533248045992

¥660

上

4962864920565

¥1,540

中

眠っているピアノが生き返る！ らくらくピアノ 導入編

4589628120155

¥1,925

中

汐見美玖：定番！！昭和あたりのﾋｯﾄｿﾝｸﾞ男声 大都会

4962864920992

¥770

中

4513870047793

¥1,760

中

松崎泰治：無伴奏女声合唱のための 地球のうた

4962864925980

¥1,210

下

ピアノ・ピース 明け星／白銀～炎

4513870047762

¥990

中

松波千映子：混声合唱ピース Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ

4962864920879

¥990

下

やさしく＆超やさしく弾けるピアノ・ピース 明け星／白銀／炎

4513870047779

¥770

上

松波千映子：女声合唱ピース Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ

4962864920886

¥990

下

やさしく弾ける THE YELLOW MONKEY ピアノ・ソロ・アルバム

4513870047786

¥3,960

中

信長貴富：女声合唱とピアノのための 超訳恋愛詩集２

4962864925973

¥1,650

上

大きな音符で弾きやすい はじめてピアノ Ｊ－ＰＯＰ＆定番曲編

4513870047816

¥1,870

中

石若雅弥：混声合唱のための昭和のデュエット名曲集 誰もいない海

4962864920640

¥1,870

下

大人のためのはじめてのピアノ ［宮崎駿＆スタジオジブリ編］

4513870047809

¥1,980

中

4514142151958

¥2,750

下

超やさしく弾けるＰソロ 小・中学生が１番弾きたい！ヒットソング

4513870047823

¥1,870

中

4514142151972

¥1,760

下

片手だけ！右手だけ！で弾ける♪ 定番＆最新Ｊ－ＰＯＰ【改訂版】

4513870047861

¥1,760

中

4510993601505

¥1,760

下

カワイ 中谷幹人 弾きたい！ポピュラー・ピアノ バッハ ミーツ ポップス

4962864907528

¥1,870

上

童声合唱とピアノのための 唱歌の四季２

4510993602809

¥1,980

下

ドレミ ＣＤ付・誰でも弾ける こどものうた５０選［改訂版］

4514142151965

¥2,420

下

美しいピアノ伴奏にのせて コンサートで映える日本の歌

4510993602908

¥2,310

上

やさしく弾けるピアノ・ソロ・ピース 明け星／白銀／炎

4514142151903

¥550

上

4520681268101

¥660

上

やさしく弾けるピアノ・ピース ＹＯＮＡ ＹＯＮＡ ＤＡＮＣＥ

4514142151989

¥550

中

4520681290287

¥880

上

小森昭宏作品集 こどもの歌・歌曲・音楽劇から

4514142151934

¥2,420

下

4511005109422

¥1,540

中

ANIMENZ POPULAR ANIME SONGS 1 -人気ｱﾆﾒｿﾝｸﾞ ｸﾗｼｯｸﾋﾟｱﾉｱﾚﾝｼﾞ-

4947817286981

¥2,530

中

ANIMENZ POPULAR ANIME SONGS 2 -人気ｱﾆﾒｿﾝｸﾞ ｸﾗｼｯｸﾋﾟｱﾉｱﾚﾝｼﾞ-

4947817286998

¥2,530

中

ｌｙｎｃｈ．16TH ANNIVERSARY BOOK EXCEED

9784401651436

¥2,750 12/17

美しく響くピアノソロ（中級） Ｊ－ＰＯＰヒッツ～夜に駆ける～

4947817290506

¥2,200

下

ムック ＭＵＳＩＣ ＬＩＦＥ ビリー・ジョエル

9784401651580

¥1,980 12/22

ぷりんと楽譜ピアノピース 明け星

4947817279624

¥990

発売中

ムック Ｔｈｅ ＥＦＦＥＣＴＯＲ ＢＯＯＫ Ｖｏｌ．５４

9784401651474

¥1,980 12/16

ピアノで奏でるキレイなＪ－ｐｏｐ名曲集

4514796025094

¥2,200

下

ムック こどものなかよしピアノ ２０２１－２０２２

9784401651238

¥1,100 12/13

メジャー・スケールから始めるやさしいジャズ・アドリブの弾き方

4514796025087

¥1,650

下

ムック ピアノ最新ヒット・ソング２０２２

9784401651214

¥1,100 12/7

もっと早く知りたかった ピアノが上達するコード・スケールの使い方

4514796025049

¥1,430

上

ムック ヘドバン Ｖｏｌ．３３

9784401651566

¥1,430 12/17

4511005109538

¥1,980

中

ムック 歌コレ ２０２２

9784401651221

¥1,100 12/6

大人のＰ 大きな音符の おとなの定番レパートリー１００ オレンジ

4511005109521

¥1,980

中

CDｼﾞｬｰﾅﾙﾑｯｸ アンド・ザ・ビートルズＶｏｌ．３ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ﾋﾞｰ

4910042560126

¥1,580 12月

大人のピアノ おとなの定番レパートリー１００ オレンジ

4511005109514

¥1,760

中

CDｼﾞｬｰﾅﾙﾑｯｸ 台湾人ジャーナリストが見たニッポンのジャズ喫茶

9784909774163

¥2,200

下

4910871850221

¥1,650

上

ムック 楽しいアコギ弾き語り

9784636101324

¥1,000 12/16
¥1,100 12/14

ｼﾝｺｰM

ﾃﾞﾌﾟﾛMP

ﾌﾟﾚﾐｭｰｽ

ＫＭＰ ピアノ・ソロ 中上級アレンジで弾く Ｊ－ＰＯＰヒットソング

ヤマハ

自由現

全音 大人のＰ ハ調で弾く おとなの定番レパートリー１００ オレンジ

管弦打楽器・オーケストラスコア・吹奏楽
ｼﾝｺｰM

ﾄﾞﾘｰﾑMF

ヤマハ

ヤマハ

ＬＭ教本・曲集

ﾘｯﾄｰM

ヤマハ

自由現

歌・声楽･合唱
ﾌｪｱﾘｰ

カワイ 寺嶋陸也：混声合唱とピアノのための にほんのうた４

ドレミ メロディ・ジョイフル ジャズ・スタンダード名曲全集
音楽療法の現場から贈る 歌の宝石箱／ポケット［改訂版］
音友 童声 唱歌の四季／山田耕筰による五つの歌

教芸 オリジナル合唱ピース 混声編（１１０）春のうた
地球へ／小学校 学校行事・授業のための新教材集
全音 千原英喜 混声合唱とピアノ 荘厳のコラール、愛しみのアリア

雑誌・ムック他
ｼﾝｺｰM

CDｼﾞｬｰﾅﾙ

アルソ ＴＨＥ ＦＬＵＴＥ／ザ・フルート １８５【返品不可】

アルト・サックスで吹きたいディズニーの名曲あつめました。

4997938232817

¥3,520

下

クラリネット 中学生・高校生が吹きたい人気・定番コレクション

4997938232794

¥2,200

中

月刊Ｐ１月号増刊 今弾きたい！ピアノ初心者のためのベストヒット

4910076260122

テナー・サックス 中学生・高校生が吹きたい人気・定番コレクション

4997938232800

¥2,200

中

音友 真空管ＦＭチューナー 電波受信が面白い！ ＦＭラジオの深層へ

9784276963368

¥16,500

12/18

宮崎隆睦 ジャズ・サックス入門

9784401650057

¥2,420 12/20

文春 Ｒｏｃｋ Ｇｕｉｔａｒ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ Ｃｈａｒ編集長と～

9784160070387

¥1,210

下

小・中学生のアルトサックス ひとりで吹けちゃう！人気＆定番ソング

4997938232824

¥2,200 1/中

これ１冊で全てがわかる はじめてのクラシック・ギター入門

4562282996038

¥1,320

下

ｱﾙﾃｽ

音楽の未明からの思考 ミュージッキングを超えて

9784865592474

¥3,300

下

アルトサックスデュオ＋Ｐ スタジオジブリ デュオ・セレクション

4947817290858

¥3,520

下

ｼﾝｺｰM

マイルス・デイヴィス大事典

9784401651184

¥5,500

12/18

バイオリンデュオ＋ピアノ スタジオジブリ デュオ・セレクション

4947817290834

¥3,520

下

STPR ＫｎｉｇｈｔＡ／騎士Ａ オフィシャルファンブック 『Ｕｎｉｔｅ』

フルートデュオ＋ピアノ スタジオジブリ デュオ・セレクション

4947817290841

¥3,520

下

ヤマハ

4511005109590

¥2,860

アルトサックスで奏でるジャズ・メロディー 第２版

4511005109576

フルートで奏でるガーシュイン・ジャズ

ヤマハ

書籍・理論書

9784845637119

¥2,750

中

誤嚥性肺炎を防ぐ！おうちでできる「のど筋トレ」【ＤＶＤ付】

4947817291053

¥3,080

下

中

子どものためのアンガーマネージメント・ワークブック

4947817286080

¥2,200

下

¥2,860

中

指先から、世界とつながる ～ピアノと私、これまでの歩み～

4947817283645

¥2,200

下

4511005109583

¥2,860

中

西洋音楽史大図鑑

4947817286967

¥4,840

下

ポケットスコア ドリーブ：バレエ組曲《シルヴィア》

4511005109620

¥1,540

中

9784636978339

¥2,200 1/下

ポケットスコア モーツァルト：交響曲第４１番ハ長調〈ジュピター〉

4511005109637

¥990

中

ベートーヴェンのトリセツ 指揮者が読み解く天才のスゴさ

9784276148123

¥2,420

新実徳英 ヴァイオリン独奏のための ソニトゥス・ヴィターリスＶＩ

4511005109569

¥1,980

中

音楽と越境 ８つの視点が拓く音楽研究の地平

9784276200128

¥2,970 1/下

全音 アルトサックスで奏でるガーシュイン・ジャズ

音友 スマート奏法 習得術

小物楽器・器楽・和楽器・その他の楽器

中

音楽大学・高校 入試問題集 ２０２２ 国公立大・私大・短大・高校

9784276139114

¥7,700

ｻｰﾍﾞﾙｼｬ

おうちでたのしく カリンバ小曲集 ２ アニメ・Ｊ－ＰＯＰ編

4532679909910

¥1,760

下

確定申告・税金ガイド オンカク【２０２２改訂版】

9784276009653

¥1,540

下

ﾗｲﾘｽﾄｼｬ

みんなで楽しむ 紅白オカリナ合戦

4909919324138

¥2,530

中

曲の理解が深まる演奏が変わる 子どもに教える楽典

9784276212220

¥1,540

12/22

4513870047854

¥2,750

中

学研プラス

今日から始める！すぐできる！吹奏楽新時代の指導メソッド

9784276963375

¥1,980

上

4947817290810

¥1,980

下

自由現

逆引きハンドブック 読んでナットク！やさしい楽典入門

9784058017418

¥1,430

中

4511005109613

¥2,200

中

4520681680583

¥1,980

上

ＫＭＰ やさしく楽しくたくさん吹ける！オカリナ大全集【改訂版】
ヤマハ

和音アレンジで楽しむカリンバ スタジオジブリ名曲集

全音 新実徳英：ロンターノＣ． 尺八とピアノのための

中

ＣＤ・ＤＶＤ
教芸 ＣＤ 地球へ／小学校 学校行事・授業のための新教材集【返品不可】

