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出来予定
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1st SEASON に引き続き、
TV アニメ「ア
イドル マスター シンデレラガ ー ル ズ

菊倍判

アイドルマスター
シンデレラガールズ

新刊ご案内

既刊

120 頁 2nd SEASON」の楽曲を、株式会社バ
本体

2nd SEASON

2,000 円
＋税★

オフィシャル版

菊倍判

ンダイナムコエンターテインメント監修の
もとピアノ・ソロにアレンジしました。

4 513870 044129

©BNEI ／ PROJECT CINDERELLA
【11月追加新刊】としてご案内済 ISBN978-4-7732-4412-0

2018 年、ドラマや映画の主題歌、紅白歌
合戦初出場など確実に人気や活動の幅を
本体
今夜このまま〜マリーゴールド 1,200
あいみょんの人気曲をピアノ・
円 広げている、
＋税★
ソロにアレンジしました。
／君はロックを聴かない
（予定）

ピアノ・セレクション・ピース

予価

【ピース番号：P-100】

ピアノ・セレクション・ピース

2 部セット

本体 2,400 円＋税

ISBN978-4-7732-4445-8

中旬

いまだに人気の衰えない「Lemon」
「アイ
本体
Lemon ～ Flamingo／ 1,200
ネクライネ」
「LOSER」他、米津玄師の
円
＋税★ 人気曲ばかりを集めてピアノ・ソロにアレ 4 513870 044464
アイネクライネ
2 部セット
予価 本体 2,400 円＋税 ンジしました。
ISBN978-4-7732-4446-5

【ピース番号：P-101】

ピアノ＆コーラス・ピース

パプリカ

ピアノといっしょに

幼稚園・保育園で人気のうた
簡易伴奏ピアノ・ソロ

「東京 2020
菊倍判 〈NHK〉2020 応援ソング（
）で、米津玄師が作詞・
16 頁 公認プログラム」

ピアノ・ソロ

好きな曲からはじめる
やさしい J-POP（仮）

バンドスコア

今夜このまま／マリーゴールド

菊倍判
144 頁 ピアノを始めてみたいけど曲の難易度で
（予定） 諦めていた方、譜読みにまだ自信のない

方にぴったりの 1 冊です。J-POP の定番
本体
1,800 円 曲や名曲、話題の最新曲などをやさしくア
＋税★️ レンジしたピアノ・ソロ曲集です。
（予価）
B5判
112 頁
（予定） 今一番注目され、ブレイク寸前のあいみょ
本体

んの人気曲を収載したバンドスコア曲集

2,000 円 です。ギター、ベース全曲タブ譜対応。
＋税★️
（予価）

最近では初心者向けのソロ・ウクレレ曲集が
菊倍判 数多く出てますが、初心者向けと言いながら
88 頁 実際に弾いてみると難しく、最初の数ページ
CDブック／著者・演奏 関口祐二
で諦めている人も多いはずです。そんな人の
大人のための開けば弾ける！
ために作られたこの本は、とにかく楽譜が大
本体
ソロ・ウクレレ曲集 1【新装版】2,000 円 きい！アレンジが簡単！見やすい！すぐ弾け
る！と、ウクレレを習いたての方にはまさに
＋税♣️♣ うってつけのソロ・ウクレレ曲集です。全曲
（予価） タブ譜対応、アドバイス付き。

やさしく楽しく吹けるオカリナの本 本体
【心に響く癒しのメロディー編】
（仮） 1,600 円

4 513870 044488

中旬

シックなど、心を癒してくれる名曲の数々
を収載したオカリナ曲集です。

4 513870 044525
ISBN978-4-7732-4452-6

B5判
名曲集」シリーズ。宗教曲、世俗曲の名
120 頁

ポリフォニー名曲集【III】

曲を厳選して収載、その歌い方から練習
方法、曲の対訳や解説まで付属しておりま
本体
すので、はじめてポリフォニー合唱に触れ 4 513870 044549
2,200 円
る方から本格的な合唱団まで、その魅力を
＋税★
存分に楽しむことのできるシリーズです。 ISBN978-4-7732-4454-0

2018 年 12 月
書

名

バンドスコア

ヒロイン／青い春

song by back number

【ピース番号：P-074】ピアノ＆コーラス・ピース

カッチーニのアヴェ・マリア

ISBN978-4-7732-4448-9

あい

中旬

藍 編著／大きな譜面でわかりやすい♪
やさしく楽しく弾ける！

通信欄

4 513870 044495
ISBN978-4-7732-4449-6

中旬

4 513870 044501
ISBN978-4-7732-4450-2

中旬

ISBN978-4-7732-4451-9

ご注文数

キングレコードから 1 月 9 日発売の同タイト
変型A4判 ルCD のマッチングピアノ伴奏付きコーラス
曲集です。高校野球の応援歌として人気を博
112 頁
している「ダイナミック琉球」の合唱版他、
（予定） 子どもたちに人気の「パプリカ」
同声（女声）合唱／ピアノ伴奏
「キセキ」
「RPG」
、合唱コンクールや卒業式でも今なお
こころの応援歌
歌いつがれ、定番となっている「YELL」
「ふ
～合唱版 ダイナミック琉球・パプリカ・YELL
るさと」等、卒業式・合唱祭・体育祭・スポー 4 513870 044532
本体
ツ観戦等の応援時にみんなで心を合わせて歌
1,800 円 いたい応援歌、こころに響く応援ソングを、
＋税★ 同声二部（曲により div. 有）合唱編成（女声
でも可）で収載しています。感動と想いを合
オフィシャル版
唱で友と分かち合いましょう！
ISBN978-4-7732-4453-3

監修 菅野浩和／編 蓑田良子
女声（同声）

2019 年
1月上旬

4 513870 044518

出来予定

ISBN コード

96 頁
（予定） 映画音楽・ヒーリングミュージック・クラ

オカリナ

作曲、プロデュースをした「パプリカ」を

＋税★

バーコード（JAN コード）

菊倍判

本体
600 円 ピアノ・ソロ、やさしく弾けるピアノ・ソロ、
4 513870 044471
＋税♣ そして同声
（女声）三部合唱／ピアノ伴奏
2 部セット
付きで。
ISBN978-4-7732-4447-2
本体 1,200 円＋税

をあつめました。子どもの音域に合わせ、
先生やママにも弾きやすいピアノ・ソロに
本体
なっていますので、簡易伴奏としてもお楽
1,600 円
しみいただける 1 冊です。

容

再出版の望む声が高かった「ポリフォニー

中旬

菊倍判 幼稚園や保育園で子どもたちに人気の歌
128 頁

内

定価

（予価）

4 513870 044457

菊倍判 ソニーの完全ワイヤレスイヤホンCM 曲と
80 頁
しても話題になっている新曲「Flamingo」
、
（予定）

判型・頁数

名

＋税♣️

中旬

64 頁

【ピース番号：P-099】

書

おとなの三味線

再版ご案内

判型・頁数

定

価

B5 判
96 頁

本体 1,800 円
＋税★

菊倍判
24 頁

本体 600 円
＋税♣
（2 部セット）

菊倍判
80 頁

本体 2,000 円
＋税★

2019 年

1月上旬

中旬

ご注文数

