
ピアノソロ　タ行 ●価格は、すべて2014年4月現在のものです。
●諸事情により、予告なく販売停止になる場合があります。

商品コード 商品名・曲名 作詞者 作曲者 アーティスト ジャンル
難易度
グレード

ページ数 税抜価格

GS001858 ｢TAKUMI/匠｣ 松谷 卓 松谷 卓 TV/CM/映画/ゲーム 上級 6 ¥400

GS018327
「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」
よりヴァリアシオンII

P.I.Tchaikovsky クラシック 中上級 3 ¥300

GS009809
｢ちりとてちん｣ﾒｲﾝﾃｰﾏ･ﾛﾝｸﾞ
ｳﾞｧｰｼﾞｮﾝ

佐橋 俊彦 松下 奈緒 TV/CM/映画/ゲーム 上級 4 ¥400

GS033521 「でも…。でも…。でも…。」 Sonar Pocket
Sonar
Pocket/Kay/GRP

Sonar Pocket J-POP 中級 8 ¥400

GS015345 「太陽にほえろ！」メイン・テーマ 大野 克夫 その他 中級 4 ¥400

GS005457
｢太陽にほえろ｣のﾃｰﾏ(JAZZｱﾚ
ﾝｼﾞ)

大野 克夫 井上暁之ﾊﾞﾝﾄﾞ TV/CM/映画/ゲーム 上級 5 ¥400

GS006542 ｢伝えたい音｣ 岡平 健治 岡平 健治 19 J-POP 初中級 5 ¥300

GS006910 ｢動物の謝肉祭｣ より 白鳥
Camille Saint-
Saens

クラシック 初中級 3 ¥300

GS017311 『動物の謝肉祭』より 「白鳥」
Camille Charles
Saint-Saens

クラシック 初級 3 ¥300

GS038514
007メドレー ジェームズ・ボンド
のテーマ～ロシアより愛をこめ
て～ダイヤモンドは永遠に

Monty
Norman/Lionel
Bart/John Barry

その他 上級 9 ¥400

GS003521 10 years mavie 石塚 知生 KinKi Kids J-POP 中級 6 ¥400
GS018500 1992*4##111 二宮 和也 二宮 和也 二宮 和也(嵐) J-POP 中級 7 ¥400
GS018017 20-CRY- Miliyah Miliyah 加藤 ミリヤ J-POP 中級 5 ¥400

GS036068 24karats TRIBE OF GOLD
STY/P-
CHO/GS/KUBO-
C/Tomogen

STY EXILE TRIBE J-POP 上級 7 ¥400

GS036951
CHA-LA HEAD-CHA-LA(ジャ
ズアレンジ)

清岡 千穂 J-POP 中級 5 ¥400

GS002922 CHA-LA-HEAD-CHA-LA 森 雪之丞 清岡 千穂 影山 ﾋﾛﾉﾌﾞ TV/CM/映画/ゲーム 中級 6 ¥400
GS035830 CHA-LA-HEAD-CHA-LA 森 雪之丞 清岡 千穂 影山 ヒロノブ J-POP 初中級 6 ¥300
GS018064 CHANCE！ TAKUYA∞ TAKUYA∞ UVERworld J-POP 中級 7 ¥400
GS017226 Change Kaori Mochida Mitsuru Igarashi Every Little Thing J-POP 中級 6 ¥400
GS017278 CHANGE TAKUYA∞ TAKUYA∞ UVERworld J-POP 中級 7 ¥400
GS038167 chAngE miwa miwa miwa J-POP 中級 7 ¥400
GS017239 Change Myself HIRO HIRO ICONIQ J-POP 中級 5 ¥400

GS016158 ChaNge the WoRLd MiChi
Tomokazu
Matsuzawa

MiChi J-POP 中級 6 ¥400

GS012366
ChaNge the WoRLd（ハ調カンタ
ンアレンジ）

MiChi
Tomokazu
Matsuzawa

MiChi J-POP 初級 5 ¥400

GS033235 Charge & Go！
Kenn
Kato/Mitsuhiro
Hidaka

Tetsuya_Komuro AAA J-POP 初級 5 ¥300

GS005557 CHE.R.RY YUI YUI YUI J-POP 中級 4 ¥300
GS003350 Choo Choo TRAIN 佐藤 ありす 中西 圭三 EXILE J-POP 中級 6 ¥400
GS031033 Choo Choo TRAIN Arisu Sato Keizo Nakanishi EXILE J-POP 中級 6 ¥400

GS002527
Choo Choo TRAIN(ﾊ調 かんた
んｱﾚﾝｼﾞ)

佐藤 ありす 中西 圭三 EXILE J-POP 初級 5 ¥400

GS024289 Choose me！ 秋元 康 山元 祐介 AKB48 J-POP 中級 5 ¥400
GS016987 CHU-BURA KELUN KELUN KELUN J-POP 中級 10 ¥400
GS005555 CHU-LIP 愛 愛 大塚 愛 J-POP 初級 6 ¥400
GS011047 CHU-LIP 愛 愛 大塚 愛 J-POP 中級 6 ¥400
GS027501 DAI-SHIZEN 西村 由紀江 西村 由紀江 その他 中級 5 ¥400

GS036845 Dance My Generation 鬼龍院 翔 鬼龍院 翔
ゴールデンボン
バー

J-POP 中級 8 ¥400

GS006807
Dance With Me(Rhapsody in
Blue)

中川 俊郎
/George

LIM HYUNG JOO イージーリスニング 中級 5 ¥400

GS008328 DANCE!おｼﾞｬ魔女 もり ちよこ 小杉 保夫 MAHO堂 TV/CM/映画/ゲーム 初級 5 ¥300
GS016701 Dancing On The Fire 越智 志帆 多保 孝一 Superfly J-POP 中級 5 ¥400
GS007991 Danny Boy ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ民謡 妹尾 武 イージーリスニング 上級 5 ¥400
GS024551 DANZEN! ふたりはプリキュア 青木 久美子 小杉 保夫 五條 真由美 J-POP 初級 4 ¥300

GS024560
DANZEN!まかせて☆フルスロッ
トルGoGo!!

青木 久美子/只
野 菜摘

小杉 保夫/間瀬
公司

五條 真由美/うち
やえゆか/工藤
真由

J-POP 初級 5 ¥300

GS002051 Darling MIZUE TSUKASA V6 J-POP 初級 7 ¥400

GS038092
Das gibt's nur einmal (ただ一度
だけ)

Werner Richard
Heymann

その他 上級 5 ¥400

GS036360 Day 7 Kana Nishino Yuichi Hayashida 西野 カナ J-POP 中級 7 ¥400

GS001481 Daybreak 浜崎 あゆみ
CREA+D･A･
I+junichi matsuda

浜崎 あゆみ J-POP 中級 5 ¥400

GS009026 DAYS
KEIGO
HAYASHI/KOHS
HI ASAKAWA

TAKESHI
ASAKAWA

FLOW TV/CM/映画/ゲーム 初級 4 ¥300

GS023548 Dear 杉山 勝彦 杉山 勝彦 中島 美嘉 J-POP 中級 6 ¥400
GS023866 Dear 杉山 勝彦 杉山 勝彦 中島 美嘉 J-POP 上級 6 ¥400

GS007620 Dear friend
Sowelu/Yoshihiko
Nishio

Yoshihiko Nishio Sowelu J-POP 中級 5 ¥400

GS017299 Dear Friends－友へ－ カシアス 島田 松井 亮太 フレンズ J-POP 中級 7 ¥400
GS024276 Dear my teacher 秋元 康 岡田 実音 AKB48 J-POP 中級 6 ¥400
GS014475 Dear Snow IORI/ISHU Kohsuke Ohshima 嵐 J-POP 中上級 6 ¥400
GS014835 Dear Snow IORI/ISHU Kohsuke Ohshima 嵐 J-POP 中級 5 ¥400
GS014932 Dear Snow IORI/ISHU Kohsuke Ohshima 嵐 J-POP 初級 4 ¥300
GS014933 Dear Snow IORI/ISHU Kohsuke Ohshima 嵐 J-POP 中級 5 ¥400
GS021082 Dear Snow IORI/ISHU Kohsuke Ohshima 嵐 J-POP 中級 5 ¥400
GS035413 Dear Snow IORI/ISHU Kohsuke Ohshima 嵐 J-POP 入門 5 ¥300
GS004870 Dear WOMAN 麻生 哲朗 平田 祥一郎 SMAP J-POP 中級 6 ¥400
GS010802 Dear WOMAN 麻生 哲朗 平田 祥一郎 SMAP J-POP 中級 7 ¥400
GS026911 Dear(かんたんアレンジ) 杉山 勝彦 杉山 勝彦 中島 美嘉 J-POP 初級 4 ¥300

GS012949 Dear・・・ KANA NISHINO
Shinquo
Ogura/GIORGIO
CANCEMI

西野 カナ J-POP 中級 6 ¥400

GS001354 Dearest 浜崎 あゆみ CREA/D･A･I 浜崎 あゆみ J-POP 中級 6 ¥400
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GS005869 Deep in your heart
白井 裕紀/新 美
香

堂本 光一 堂本 光一 J-POP 中級 5 ¥400

GS037064 Deeper Deeper Taka Tomoya/Ryota ONE OK ROCK J-POP 中級 8 ¥400
GS036328 DEEPNESS MISIA Jun MISIA J-POP 中級 6 ¥400
GS036620 DEEPNESS MISIA Jun MISIA J-POP 上級 5 ¥400
GS036625 DEEPNESS MISIA Jun MISIA J-POP 中級 5 ¥400
GS036629 DEEPNESS MISIA Jun MISIA J-POP 初級 4 ¥300
GS001941 Departure 佐藤 直紀 佐藤 直紀 TV/CM/映画/ゲーム 中級 5 ¥400
GS004030 Desire 佐藤 直紀 佐藤 直紀 TV/CM/映画/ゲーム 中級 5 ¥400

GS011164 Desperado
Don
Henley/Glenn

平井 堅 POP（洋楽） 中級 5 ¥400

GS017074 DESPERADO
Don
Henley/Glenn

平井 堅 J-POP 中級 5 ¥400

GS009974 Destination Nowhere ERIKA/LOVE COZZi ERIKA J-POP 中級 5 ¥400

GS016703 Destiny Miliyah
Miliyah/JEFF
MIYAHARA

加藤 ミリヤ J-POP 中級 4 ¥400

GS039117 DESTINY 松任谷 由実 松任谷 由実 松任谷 由実 J-POP 中級 5 ¥400
GS005630 Destiny -太陽の花- 六ﾂ見 純代 柳沢 英樹 島谷 ひとみ J-POP 初級 6 ¥300
GS006400 DESTINY'S LOTUS 中島 美嘉 GAJIN 中島 美嘉 J-POP 中級 5 ¥400
GS007854 Destiny's rule MISIA Masahito Nakano MISIA J-POP 中級 5 ¥400
GS004950 DIAMOND ATSUSHI h-wonder EXILE J-POP 中級 7 ¥400
GS017136 Diamond 藤林 聖子 菊池 一仁 alan J-POP 中級 7 ¥400

GS039328 Diamond Only Shoko Fujibayashi
Erik Lidbom/Albi
Albertsson

E-girls J-POP 中級 6 ¥400

GS001790 ding-dong BARGAINS BARGAINS TOKIO J-POP 初級 5 ¥400
GS005577 DIRTY OLD MAN～さらば夏よ 桑田 佳祐 桑田 佳祐 ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ J-POP 初中級 9 ¥300
GS039189 Discotheque 松任谷 由実 松任谷 由実 松任谷 由実 J-POP 中級 5 ¥400
GS017478 Discovery 田中 秀典 野間 康介 宮野 真守 J-POP 中級 8 ¥400
GS001956 Distance 妹尾 武 妹尾 武 J-POP 中級 2 ¥200

GS020738 Distance 西野 カナ
Mats Lie
Skare/FAST

西野 カナ J-POP 中級 6 ¥400

GS021407 Distance Kana Nishino
Mats Lie
Skare/FAST

西野 カナ J-POP 初級 6 ¥400

GS021540 Distance Kana Nishino
Mats Lie
Skare/FAST

西野 カナ J-POP 初級 4 ¥300

GS024367 Distance Kana Nishino
Mats Lie
Skare/FAST

西野 カナ J-POP 中級 6 ¥400

GS038313 Distance Yoichiro Takagi Yoichiro Takagi JUJU J-POP 中級 5 ¥400
GS007596 DISTANCE Utada Hikaru Utada Hikaru 宇多田 ﾋｶﾙ J-POP 中級 6 ¥400
GS008778 Dive in the Sky 酒井 ﾐｷｵ 酒井 ﾐｷｵ 酒井 ﾐｷｵ TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300
GS008623 Dive into Shine Lastier Lastier Lastier TV/CM/映画/ゲーム 初級 5 ¥300

GS006800 Dolce Vita
葉加瀬 太郎/野
崎 良太

葉加瀬 太郎 イージーリスニング 中級 7 ¥400

GS017229 don't cry anymore miwa miwa miwa J-POP 中級 7 ¥400
GS021606 Don't Know Why JESSE HARRIS JESSE HARRIS ノラ・ジョーンズ POP（洋楽） 中級 4 ¥400
GS021654 Don't Know Why JESSE HARRIS JESSE HARRIS ノラ・ジョーンズ その他 初級 3 ¥300
GS018005 Don't say ｌazy 大森 祥子 前澤 寛之 桜高軽音部 J-POP 中級 6 ¥400

GS007857 Don't stop music! MISIA
TAK
MATSUMOTO

MISIA J-POP 中級 5 ¥400

GS011118 DON'T U EVER STOP SPIN/JOKER
Shusui/Fredrik
Hult/Carl Utbult

KAT-TUN J-POP 中級 6 ¥400

GS019325 Don't wanna cry
前田 たかひろ/
小室 哲哉

小室 哲哉 JUJU J-POP 中級 8 ¥400

GS039321 Door Goro Matsui
Daisuke
Kawaguchi

JUJU J-POP 中級 7 ¥400

GS006268 DOOR 黒田 俊介 黒田 俊介 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 中級 7 ¥400
GS009157 DOOR 黒田 俊介 黒田 俊介 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 初中級 4 ¥300
GS006879 DOUBLE 渡辺 なつみ 原 一博 BoA J-POP 中級 5 ¥400

GS034758
Down in New Orleans それが
ニューオーリンズ 「プリンセスと
魔法のキス」より

Randy Newman Randy Newman その他 中級 5 ¥400

GS023508 DOWN TOWN 伊藤 銀次 山下 達郎 坂本 真綾 J-POP 中級 7 ¥400
GS008327 Dragon Screamer m.c.A･T AKIO TOGASHI DA PUMP J-POP 初級 4 ¥300
GS017005 Dragon Soul 吉元 由美 岩崎 貴文 Dragon Soul J-POP 中級 7 ¥400
GS017116 Dragon Soul 吉元 由美 岩崎 貴文 Dragon Soul J-POP 初級 5 ¥300

GS021563
Dream After Dream ～夢から醒
めた夢～

Kenn
Kato/Mitsuhiro
Hidaka

Tetsuya_Komuro AAA J-POP 中級 7 ¥400

GS033247
Dream After Dream～夢から醒
めた夢～

Kenn
Kato/Mitsuhiro
Hidaka

Tetsuya_Komuro AAA J-POP 初級 6 ¥300

GS018238 Dream Fighter 中田 ヤスタカ 中田 ヤスタカ Perfume J-POP 中級 6 ¥400
GS016654 DREAM GOES ON Kaori Mochida Mitsuru Igarashi Every Little Thing J-POP 中級 5 ¥400

GS006804 Dream of Wings 葉加瀬 太郎
葉加 瀬太郎with
西村 由紀江

イージーリスニング 中級 6 ¥400

GS010454 Dream Seeker 竹内 まりや 竹内 まりや 竹内 まりや J-POP 中級 5 ¥400
GS009204 DREAMING GIRL 松本 隆 山下 達郎 山下 達郎 J-POP 中級 4 ¥400

GS003761 Dreamland BENNIE K
Bennie K/MINE-
CHANG

BENNIE K J-POP 中級 10 ¥400

GS009673 Dreams ﾏｰｷｰ/ﾕｳｽｹ
HIGH and
MIGHTY COLOR

HIGH and
MIGHTY COLOR

J-POP 初級 4 ¥300

GS011116 Dreams come true 久保田 洋司 馬飼野 康二 Hey! Say! JUMP J-POP 中級 5 ¥400
GS008457 Driver's High hyde tetsu L'Arc～en～Ciel J-POP 初級 4 ¥300
GS018072 D-tecnoLife TAKUYA∞ TAKUYA∞ UVERworld J-POP 中級 9 ¥400
GS008784 D-tecnoLife TAKUYA∞ TAKUYA∞ UVERworld J-POP 中級 8 ¥400
GS023861 T.W.L 北川 悠仁 北川 悠仁 関ジャニ∞ J-POP 中級 8 ¥400
GS024532 T.W.L 北川 悠仁 北川 悠仁 関ジャニ∞ J-POP 初級 7 ¥300
GS023451 T.W.L 北川 悠仁 北川 悠仁 関ジャニ∞ J-POP 中級 9 ¥400
GS011561 TAKE 大野 雄二 KAKO TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300
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GS008588 TAKE 有森 聡美 大野 雄二 KAKO TV/CM/映画/ゲーム 中級 4 ¥400

GS007019 Take Me Away EMI K.Lynn 北野 正人
REIRA starring
YUNA ITO

J-POP 中級 5 ¥400

GS029417 Take off
Kenn
Kato/KOMU

Kim Chang
Dae/Park Jin
Young/Akihito
Tanaka

2PM POP（洋楽） 中級 6 ¥400

GS003820 TAKUMI/匠 松谷 卓 松谷 卓 TV/CM/映画/ゲーム 中級 5 ¥400
GS016317 TAKUMI／匠 松谷 卓 松谷 卓 その他 初級 5 ¥300
GS016323 TAKUMI／匠 松谷 卓 松谷 卓 その他 中級 6 ¥400
GS016329 TAKUMI／匠 松谷 卓 松谷 卓 その他 上級 5 ¥400
GS017578 TAKUMI/匠 松谷 卓 松谷 卓 その他 初級 4 ¥300
GS031167 TAKUMI/匠 松谷 卓 松谷 卓 その他 入門 5 ¥300
GS007324 TAKUMI/匠 松谷 卓 松谷 卓 イージーリスニング 中級 7 ¥400
GS006621 Ta-lila ～僕を見つけて～ 西島 梢 松藤 由里 ﾅﾅﾑｼﾞｶ J-POP 上級 5 ¥400
GS009641 talkin' 2 myself 浜崎 あゆみ 中野 雄太 浜崎 あゆみ J-POP 上級 6 ¥400
GS011287 Tango X･T･C 久石 譲 久石 譲 TV/CM/映画/ゲーム 中級 4 ¥400
GS017927 Tank！ 菅野 よう子 シートベルツ その他 中上級 5 ¥400
GS004002 TAO 川村 ｻｲｺ D･A･I Do As Infinity J-POP 上級 5 ¥400
GS017487 Tea For Two H.U.B. Ichiro Fujiya 東方神起 J-POP 中級 5 ¥400
GS033360 Tea For Two Vincent Youmans Vincent Youmans ジャズ/フュージョン 上級 6 ¥400
GS034570 TEA FOR TWO(ジャズ・アレン Vincent Youmans その他 中上級 4 ¥400

GS016653 TEAR DROPS with KG Kaori Moriwaka
KG/SHIKATA/AI
LI

SWEET BLACK
feat. MAKI GOTO

J-POP 中級 6 ¥400

GS038584 Tears
小川 貴史
/SQUAREF

加藤 裕介 嵐 J-POP 中級 5 ¥400

GS006402 TEARS(粉雪が舞うように･･･) 秋元 康 林 浩司 中島 美嘉 J-POP 中級 7 ¥400
GS038320 Tell me why 森月 キャス Steven Lee Kis-My-Ft2 J-POP 中級 8 ¥400

GS010455
Tell me, tell me (2001 Remix
Version)

竹内 まりや 竹内 まりや 竹内 まりや J-POP 中級 5 ¥400

GS034559 Tell Your World kz kz
livetune feat.初音
ミク

J-POP 中級 7 ¥400

GS035307 Tell Your World kz kz
livetune feat.初音
ミク

J-POP 中級 6 ¥400

GS011167 Tenderly～Rica's Theme 日向 敏文 日向 敏文 J-POP 中級 6 ¥400

GS009941 TEXAS 安藤 裕子
安藤 裕子/山本
隆二

安藤 裕子 J-POP 中級 7 ¥400

GS006635 The Day 小山内 舞
tetsuhiko/十川
知司

K J-POP 中級 5 ¥400

GS017053 This is Love Miliyah Miliyah 加藤 ミリヤ J-POP 中級 6 ¥400
GS005612 This Is Love 宇多田 ﾋｶﾙ 宇多田 ﾋｶﾙ 宇多田 ﾋｶﾙ J-POP 中級 7 ¥400
GS004980 This Love ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ J-POP 中級 7 ¥400
GS009675 This Night 谷口 尚久 谷口 尚久 CHEMISTRY J-POP 初級 3 ¥300
GS017590 Time goes by 五十嵐 充 五十嵐 充 Every Little Thing J-POP 初級 4 ¥300
GS019322 Time goes by 五十嵐 充 五十嵐 充 JUJU J-POP 中級 6 ¥400
GS006840 Time Of Destiny 岩代 太郎 岩代 太郎 TV/CM/映画/ゲーム 上級 5 ¥400
GS038121 TIME「あまちゃん」より 大友 良英 その他 中級 5 ¥400

GS035415 To be free Soluna
October/Samuel
Waermo

嵐 J-POP 入門 4 ¥300

GS014682 To be free Soluna
Samuel
Waermo/October

嵐 J-POP 中上級 5 ¥400

GS018557 To be free Soluna
Samuel
Waermo/October

嵐 J-POP 初級 4 ¥300

GS018660 To be free Soluna
Samuel
Waermo/October

嵐 J-POP 中級 5 ¥400

GS014721 To Be In Love MISIA Joi/Hiroshi MISIA J-POP 中級 6 ¥400

GS023310 To Be With You
David
Grahame/Eric
Martin

David
Grahame/Eric
Martin

Mr.BIG POP（洋楽） 中級 5 ¥400

GS018034 To calling of love 黒田 俊介 黒田 俊介 コブクロ J-POP 中級 8 ¥400
GS018206 to Mother YUI YUI YUI J-POP 中級 5 ¥400
GS018211 to Mother YUI YUI YUI J-POP 初級 4 ¥300
GS013286 to Mother YUI YUI YUI J-POP 初級 4 ¥300
GS002669 to U 櫻井 和寿 小林 武史 Bank Band J-POP 上級 9 ¥400

GS011565 to U 小林 武史
Bank Band with
Salyu

J-POP 初中級 4 ¥300

GS000960 to U (piano version) 櫻井 和寿 小林 武史 Bank Band J-POP 上級 6 ¥400
GS002109 Together EXILE&kenn Kato 原 一博 EXILE J-POP 中級 6 ¥400
GS009138 Together D&Pﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ Rie あきよし ふみえ TV/CM/映画/ゲーム 初級 4 ¥300
GS017496 Together H.U.B. Hiroaki Hara 東方神起 J-POP 中級 6 ¥400
GS018085 Together H.U.B. Hiroaki Hara 東方神起 J-POP 初級 5 ¥300
GS027451 Together Kana Nishino Shinquo Ogura 西野 カナ J-POP 中級 6 ¥400

GS003641 Together
ｺﾞﾝｻﾞｰ130万人/
川嶋 あい

Ikoman 外川 陽子 J-POP 中級 6 ¥400

GS017406 Together again MiChi
Tomokazu
Matsuzawa

MiChi J-POP 中級 5 ¥400

GS003996 Together Forever 小山内 舞 James K J-POP 上級 4 ¥400
GS010307 Together When... 浜崎 あゆみ 多胡 邦夫 浜崎 あゆみ J-POP 中級 5 ¥400
GS004699 TOKYO YUI COZZi YUI J-POP 中級 4 ¥400
GS002541 Tomorrow 杉本 竜一 杉本 竜一 立花 優 J-POP 中級 4 ¥400
GS036076 Tomorrow 杉本 竜一 杉本 竜一 立花 優 その他 初級 4 ¥300
GS021103 Tomorrow never knows 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 初級 5 ¥300
GS035273 Tomorrow never knows 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 中級 6 ¥400
GS036716 Tomorrow never knows 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 中上級 8 ¥400
GS017129 Tomorrow Waltz 久保田 利伸 久保田 利伸 久保田 利伸 J-POP 中級 6 ¥400
GS004293 Transformation 松谷 卓 松谷 卓 TV/CM/映画/ゲーム 上級 12 ¥400
GS001210 Treasure 葉山 拓亮 葉山 拓亮 hiro J-POP 中級 5 ¥400
GS009425 TREE CLIMBERS 木村 ｶｴﾗ 渡邊 忍 木村 ｶｴﾗ J-POP 中級 7 ¥400
GS003984 Triangle 市川 喜康 市川 喜康 SMAP J-POP 中級 6 ¥400
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GS016175 Triangle 市川 喜康 市川 喜康 SMAP J-POP 中級 7 ¥400
GS013124 Troublemaker H. Suzuki Masashi Ohtsuki 嵐 J-POP 中級 6 ¥400
GS017765 Troublemaker H. Suzuki Masashi Ohtsuki 嵐 J-POP 初級 4 ¥300
GS017811 Troublemaker H. Suzuki Masashi Ohtsuki 嵐 J-POP 中上級 6 ¥400
GS018201 Troublemaker H. Suzuki Masashi Ohtsuki 嵐 J-POP 中級 6 ¥400
GS035417 Troublemaker H. Suzuki Masashi Ohtsuki 嵐 J-POP 入門 5 ¥300

GS001980 true blue 町田 紀彦
町田 紀彦/吉松
隆

ZONE J-POP 中級 7 ¥400

GS011443 true blue
町田 紀彦/吉松
隆

ZONE J-POP 初中級 4 ¥300

GS006403 TRUE EYES 伊秩 弘将 葛谷 葉子 中島 美嘉 J-POP 中級 5 ¥400
GS003189 TRUE LOVE 藤井 ﾌﾐﾔ 藤井 ﾌﾐﾔ 藤井 ﾌﾐﾔ J-POP 中級 5 ¥400

GS017436 Trust In You
JUJU/Sho
Watanabe/JUN-T

Sho Watanabe JUJU J-POP 中級 6 ¥400

GS012430 trust you MARKIE MARKIE 伊藤 由奈 J-POP 中級 6 ¥400
GS016933 trust you MARKIE MARKIE 伊藤 由奈 J-POP 初級 4 ¥300
GS011485 truth HYDRANT 嵐 J-POP 中級 6 ¥400
GS018485 truth HYDRANT HYDRANT 嵐 J-POP 初級 4 ¥300
GS035423 truth HYDRANT HYDRANT 嵐 J-POP 入門 5 ¥300

GS001056 Truth
田久保 真見/山
本 成美

後藤 康二
REIRA starring
YUNA ITO

J-POP 上級 6 ¥400

GS007016 Truth
田久保 真見/山
本 成美

後藤 康二
REIRA starring
YUNA ITO

J-POP 上級 6 ¥400

GS007268 Truth is there より子 より子 より子 J-POP 中級 6 ¥400
GS004015 T's Walts 千住 明 千住 明 TV/CM/映画/ゲーム 上級 3 ¥300

GS039224 TSUKI TIGER
ZETTON/FAST
LANE/LISA
DESMOND

安室 奈美恵 J-POP 中級 5 ¥400

GS001474 TSUNAMI 桑田 佳祐 桑田 佳祐 ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ J-POP 中級 5 ¥400
GS010880 TSUNAMI 桑田 佳祐 桑田 佳祐 ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ J-POP 初中級 3 ¥300
GS010916 TSUNAMI 桑田 佳祐 桑田 佳祐 ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ J-POP 初級 4 ¥300
GS011333 TSUNAMI 桑田 佳祐 ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ J-POP 中級 4 ¥400

GS014888 TSUNAMI 桑田 佳祐 桑田 佳祐
サザンオールス
ターズ

J-POP 初級 4 ¥300

GS016166 TSUNAMI 桑田 佳祐 桑田 佳祐
サザンオールス
ターズ

J-POP 中級 5 ¥400

GS018810 TSUNAMI 桑田 佳祐 桑田 佳祐
サザンオールス
ターズ

J-POP 初級 5 ¥300

GS009349 TSUNAMI 桑田 佳祐 桑田 佳祐 ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ J-POP 上級 6 ¥400
GS005449 TSUNAMI(JAZZｱﾚﾝｼﾞ) 桑田 佳祐 桑田 佳祐 ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ J-POP 中級 5 ¥400
GS023504 tune the rainbow 岩里 祐穂 菅野 よう子 坂本 真綾 J-POP 中級 7 ¥400

GS009927
Turandot(ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ)～live
image style～

Giacomo Puccini 羽毛田 丈史 クラシック 中上級 5 ¥400

GS004986 Two As One H.U.B. 松本 俊明
Crystal Kay×
CHEMISTRY

J-POP 上級 5 ¥400

GS008561 Two As One H.U.B. 松本 俊明
Crystal Kay×
CHEMISTRY

J-POP 中級 5 ¥400

GS035025 Two Hearts DAICHI MIURA
Jeff
Miyahara/Erik
Lidbom/SKY

三浦 大知 J-POP 中級 5 ¥400

GS011286 Two Of Us 久石 譲 久石 譲 TV/CM/映画/ゲーム 中級 5 ¥400
GS036962 two of us 山村 隆太 阪井 一生 flumpool J-POP 中級 7 ¥400
GS016569 two友 ゆずグレン ゆずグレン ゆずグレン J-POP 中級 7 ¥400

GS018340 W-B-X～W Boiled Extreme～ 藤林 聖子 鳴瀬 シュウヘイ
上木 彩矢 w
TAKUYA

J-POP 初級 4 ¥300

GS009978 ﾀﾞｰﾘﾝ 桑田 佳祐 桑田 佳祐 桑田 佳祐 J-POP 中級 5 ¥400
GS008626 ﾀｰﾝAﾀｰﾝ 井荻 麟 小林 亜星 西城 秀樹 TV/CM/映画/ゲーム 初級 5 ¥300
GS016291 ダイアモンド クレバス hal 菅野 よう子 J-POP 中上級 7 ¥400
GS007530 ﾀﾞｲｱﾘｰ00/08/26 ﾊﾙｲﾁ ｼﾗﾀﾏ ﾎﾟﾙﾉｸﾞﾗﾌｨﾃｨ J-POP 中級 6 ¥400

GS021562 ダイジナコト
Tetsuya_Komuro/
Mitsuhiro Hidaka

Tetsuya_Komuro AAA J-POP 中級 7 ¥400

GS033237 ダイジナコト
Tetsuya_Komuro/
Mitsuhiro Hidaka

Tetsuya_Komuro AAA J-POP 初級 5 ¥300

GS008352 ﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞ 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 中級 6 ¥400
GS038787 ダイジョウブ 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 初級 4 ¥300
GS007098 ﾀｲｽの瞑想曲 Jules Massenet クラシック 初級 3 ¥300

GS008199 ﾀｲｽの瞑想曲
Jules Emile
Frederic

クラシック 上級 4 ¥400

GS014894 タイスの瞑想曲
Jules Emile
Frederic

クラシック 初級 4 ¥300

GS017803 タイスの瞑想曲
Jules Emile
Frederic

クラシック 中級 5 ¥400

GS007296 たいせつなひと
市川 喜康/岡平
健治

岡平 健治 19 J-POP 初中級 6 ¥300

GS038779 たいせつなひと さだ まさし さだ まさし さだ まさし 演歌/歌謡 初中級 6 ¥300
GS029353 たいせつな光 玉井 健二/U-ka 石松 領平 fumika J-POP 中級 5 ¥400

GS034641
タイム・オブ・ユア・ライフ 「バグ
ズ・ライフ」より

Randy Newman Randy Newman その他 中級 5 ¥400

GS007604 ﾀｲﾑ･ﾘﾐｯﾄ Utada Hikaru
Utada
Hikaru/Kubo
Takuro

宇多田 ﾋｶﾙ J-POP 中級 7 ¥400

GS006345 ﾀｲﾑﾏｼﾝにお願い 松山 猛 加藤 和彦
ｻﾃﾞｨｽﾃｨｯｸ･ﾐｶ･ﾊﾞ
ﾝﾄﾞ

J-POP 初中級 5 ¥300

GS006408 ﾀｲﾑﾚｽ･ﾗﾌﾞ 倉本 裕基 倉本 裕基 TV/CM/映画/ゲーム 中級 5 ¥400
GS038128 ダイヤモンド 小渕 健太郎 小渕 健太郎 コブクロ J-POP 中級 7 ¥400

GS038174 ダイヤモンドハッピー 畑 亜貴 石濱 翔
わか・ふうり・すな
お from STAR☆
ANIS

J-POP 初級 5 ¥300

GS005754 ﾀｲﾖｳのうた 白鳥 ﾏｲｶ 白鳥 ﾏｲｶ Kaoru Amane J-POP 初中級 6 ¥300
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GS001413
たえなるみうたの(ｵﾙｺﾞｰﾙ風ｱﾚ
ﾝｼﾞ)

Johann Sebatian
Bach

Johann Sebatian
Bach

クリスマス 初級 3 ¥300

GS021120 タガタメ 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 初級 4 ¥300
GS016894 たからもの 白川 英司 白川 英司 やなわらばー J-POP 中級 5 ¥400

GS017432
タカラモノ～この声がなくなるま
で～

ナオト・インティラ
イミ

ナオト・インティラ
イミ

ナオト・インティラ
イミ

J-POP 中級 7 ¥400

GS011104 たき火 巽 聖歌 渡辺 茂 渡辺 茂 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS011701 たき火 渡辺 茂 渡辺 茂 童謡/唱歌 初級 2 ¥200
GS011105 たこの歌 文部省唱歌 文部省唱歌 文部省唱歌 童謡/唱歌 初級 3 ¥300

GS034658
タコをあげよう 「メリー・ポピン
ズ」より

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

その他 初級 3 ¥300

GS003523 たしかなこと 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 上級 6 ¥400
GS023670 たしかなこと 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 初級 4 ¥300
GS039170 たしかなこと 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 中上級 6 ¥400
GS008753 たしかに ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ J-POP 中級 7 ¥400
GS009665 たしかに ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ J-POP 初級 4 ¥300
GS005505 たそがれ 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 上級 7 ¥400
GS038790 たそがれ 小田 和正 小田 和正 オフコース J-POP 初級 4 ¥300
GS039163 たそがれ 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 中上級 6 ¥400
GS002145 たそがれﾏｲ･ﾗﾌﾞ 阿久 悠 筒美 京平 大橋 純子 J-POP 中級 5 ¥400
GS011219 たそがれﾏｲ･ﾗﾌﾞ 阿久 悠 筒美 京平 大橋 純子 J-POP 初中級 4 ¥300
GS003982 ただ･･･逢いたくて SHUN 春川 仁志 EXILE J-POP 中級 7 ¥400
GS003094 ただ･愛のためにだけ 中島 みゆき 中島 みゆき 中島 みゆき J-POP 中級 5 ¥400
GS009420 ただ…逢いたくて SHUN 春川 仁志 EXILE J-POP 上級 7 ¥400
GS014892 ただ…逢いたくて SHUN Hitoshi Harukawa EXILE J-POP 初級 5 ¥300
GS035402 ただいま YUMI IWAKI TAKASHI JUJU J-POP 中級 6 ¥400
GS035524 ただいま YUMI IWAKI TAKASHI JUJU J-POP 入門 5 ¥300
GS017597 ただいま考え中 下山 啓 宮川 彬良 童謡/唱歌 初級 4 ¥300
GS017713 ただいま考え中 下山 啓 宮川 彬良 童謡/唱歌 初級 3 ¥300

GS004056 ただそれだけの風景
大橋 卓弥/常田
真太郎

大橋 卓弥/常田
真太郎

ｽｷﾏｽｲｯﾁ J-POP 上級 6 ¥400

GS017437
ただ弱いだけじゃなくて僕らは
…

Mass Alert
WolfJunk/Mass
Alert

Mass Alert J-POP 中級 7 ¥400

GS006535
だったん人の踊り 歌劇｢ｲｰｺﾞﾘ
公｣より

Aleksandr
Porfirievich
Borodin

クラシック 初中級 4 ¥300

GS009713 ﾀﾞｯﾀﾝ人の踊り(ﾎﾞｻﾉﾊﾞ風ｱﾚﾝｼﾞ)
Aleksandr
Porfirievich
Borodin

クラシック 中級 5 ¥400

GS001199
ﾀﾞｯﾀﾝ人の踊り(歌劇｢ｲｰｺﾞﾘ公｣
より)

Aleksandr
Porfirievich
Borodin

クラシック 中級 5 ¥400

GS002154 ﾀｯﾁ 康 珍化 芹澤 廣明 ﾕﾝﾅ TV/CM/映画/ゲーム 中級 5 ¥400
GS035832 タッチ 康 珍化 芹澤 廣明 岩崎 良美 J-POP 初中級 3 ¥300
GS036936 タッチ(ジャズアレンジ) 芹澤 廣明 J-POP 中級 5 ¥400
GS002859 ﾀｯﾁ(ﾊ調ｱﾚﾝｼﾞ) 康 珍化 芹澤 廣明 ﾕﾝﾅ J-POP 初級 5 ¥400
GS003822 ﾀｯﾁ(ﾊ調ｱﾚﾝｼﾞ) 康 珍化 芹澤 廣明 ﾕﾝﾅ TV/CM/映画/ゲーム 初級 5 ¥400

GS031083 たとえ どんなに…
Kana
Nishino/Saeki
youthK

Saeki youthK 西野 カナ J-POP 中級 7 ¥400

GS031795 たとえ どんなに…
Kana
Nishino/Saeki
youthK

Saeki youthK 西野 カナ J-POP 中級 6 ¥400

GS032610 たとえ どんなに…
Kana
Nishino/Saeki
youthK

Saeki youthK 西野 カナ J-POP 初級 5 ¥300

GS038271 タナゴコロ
江畑 兵衛
(TRIPLANE)

江畑 兵衛
(TRIPLANE)

Kis-My-Ft2 J-POP 中級 6 ¥400

GS007864 たなばたさま
権藤 花代/林 柳
波

下総 皖一 下総 皖一 童謡/唱歌 中級 5 ¥400

GS011106 たなばたさま
権藤 花代/林 柳
波

下総 皖一 下総 皖一 童謡/唱歌 初級 3 ¥300

GS033095 たなばたさま
権藤 花代/林 柳
波

下総 皖一 童謡/唱歌 中級 4 ¥400

GS006155 たなばたさま(JAZZｱﾚﾝｼﾞ)
権藤 花代/林 柳
波

下総 皖一 童謡/唱歌 中級 4 ¥400

GS031147 ダニー・ボーイ Traditional その他 入門 3 ¥300
GS008323 たぬきの暮らし 猪野 陽子 猪野 陽子 TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300
GS016342 たぬきの暮らし 猪野 陽子 猪野 陽子 その他 初級 2 ¥200
GS017524 たぬきの暮らし 猪野 陽子 猪野 陽子 その他 中上級 3 ¥300
GS018260 たぬきの暮らし 猪野 陽子 猪野 陽子 その他 初級 2 ¥200
GS016343 たぬきはいま…（エピローグ） 猪野 陽子 猪野 陽子 その他 初級 3 ¥300
GS017526 たぬきはいま…(エピローグ) 猪野 陽子 猪野 陽子 その他 中上級 5 ¥400
GS018258 たぬきはいま…(エピローグ) 猪野 陽子 猪野 陽子 その他 初級 3 ¥300
GS009477 たましいの島 古川 誠二 田畑 哲彦 小野 綾子 J-POP 中級 5 ¥400
GS008317 だまって俺についてこい 青島 幸男 萩原 哲晶 天童 よしみ TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300
GS001119 ため息 Franz Liszt Franz Liszt クラシック 上級 10 ¥400
GS021223 ため息 Franz Liszt クラシック 中級 5 ¥400
GS021059 タラのテーマ Max Steiner その他 上級 5 ¥400
GS035149 タラのテーマ Mack David Max Steiner その他 初中級 3 ¥300
GS037138 タラのテーマ Max Steiner その他 入門 4 ¥300
GS039011 タラのテーマ1 越部 信義 TV/CM/映画/ゲーム 初中級 2 ¥200
GS039012 タラのテーマ2 越部 信義 TV/CM/映画/ゲーム 初中級 3 ¥300
GS039013 タラのテーマ3 越部 信義 TV/CM/映画/ゲーム 初中級 3 ¥300
GS035802 タリラリラーン ロックンロール 嘉門 達夫 嘉門 達夫 嘉門 達夫 J-POP 初中級 5 ¥300

GS001228
だれも寝てはならぬ(歌劇｢ﾄｩｰﾗ
ﾝﾄﾞｯﾄ｣より)

Giacomo Puccini Giacomo Puccini クラシック 上級 4 ¥400

ヤマハミュージックメディア 5 Ｍｕｍａソフトカタログ



ピアノソロ　タ行 ●価格は、すべて2014年4月現在のものです。
●諸事情により、予告なく販売停止になる場合があります。

商品コード 商品名・曲名 作詞者 作曲者 アーティスト ジャンル
難易度
グレード

ページ数 税抜価格

GS008634 だんご3兄弟
佐藤 雅彦/内野
真澄

内野 真澄/堀江
由朗

速水 けんたろう/
茂森 あゆみ/ひ
まわりｷｯｽﾞ/だん
ご合唱団

TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300

GS007502 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞ･ｵｰﾙﾅｲﾄ 水谷 啓二 もんた よしのり もんた よしのり J-POP 初中級 4 ¥300
GS016377 たんたんたぬき アメリカ古謡 アメリカ古謡 童謡/唱歌 初級 2 ¥200
GS018259 たんたんたぬき 不詳 アメリカ民謡 童謡/唱歌 初級 2 ¥200

GS022540
ダンデライオン～遅咲きのたん
ぽぽ

松任谷 由実 松任谷 由実 松任谷 由実 J-POP 上級 5 ¥400

GS033411
ダンデライオン～遅咲きのたん
ぽぽ

松任谷 由実 松任谷 由実 松任谷 由実 J-POP 初級 4 ¥300

GS039123
ダンデライオン～遅咲きのたん
ぽぽ

松任谷 由実 松任谷 由実 松任谷 由実 J-POP 中級 4 ¥400

GS039986
ダンデライオン～遅咲きのたん
ぽぽ

松任谷 由実 松任谷 由実 松任谷 由実 J-POP 初級 4 ¥300

GS001131 ﾀﾝﾌﾞｰﾗﾝ J.P.Rameau J.P.Rameau クラシック 中級 5 ¥400

GS027321 ダンボ
Oliver George
Wallace

その他 中級 7 ¥400

GS012651 たんぽぽ 遊助
イイジマ ケン/ピ
エール/遊助

遊助 J-POP 中級 5 ¥400

GS016600 たんぽぽ 遊助
イイジマ ケン/ピ
エール/遊助

遊助 J-POP 中級 6 ¥400

GS016900 たんぽぽ 遊助
イイジマ ケン/ピ
エール/遊助

遊助 J-POP 初級 5 ¥300

GS007726 ちいさい秋みつけた ｻﾄｳ ﾊﾁﾛｰ 中田 喜直 中田 喜直 童謡/唱歌 上級 5 ¥400
GS033099 ちいさい秋みつけた サトウ ハチロー 中田 喜直 童謡/唱歌 中級 5 ¥400
GS006138 ちいさい秋みつけた(JAZZｱﾚﾝ ｻﾄｳ ﾊﾁﾛｰ 中田 喜直 童謡･唱歌 童謡/唱歌 上級 5 ¥400

GS036073
ちいさい秋みつけた(ジャズ・ア
レンジ)

サトウ ハチロー 中田 喜直 中田 喜直 童謡/唱歌 中級 4 ¥400

GS011175 ﾁｪｯﾁｪｯｺﾘ ｶﾞｰﾅ民謡 ｶﾞｰﾅ民謡 童謡/唱歌 中級 3 ¥300
GS002164 ﾁｪｯﾁｪｯｺﾘ(ﾊ調ｶﾝﾀﾝｱﾚﾝｼﾞ) ｶﾞｰﾅ民謡 ｶﾞｰﾅ民謡 イージーリスニング 初級 5 ¥400
GS003428 ﾁｪﾘｰ 草野 正宗 草野 正宗 ｽﾋﾟｯﾂ J-POP 中級 5 ¥400
GS033396 チェリー 草野 正宗 草野 正宗 スピッツ J-POP 中級 5 ¥400
GS003437 ﾁｪﾘｯｼｭ 福士 健太郎 福士 健太郎 NEWS J-POP 中級 6 ¥400
GS016301 チェリッシュ 福士 健太郎 福士 健太郎 NEWS J-POP 中級 7 ¥400
GS002586 ﾁｪﾛ協奏曲ﾛ短調RV424 Antonio Vivaldi クラシック 上級 5 ¥400
GS001224 ﾁｪﾛ協奏曲第一楽章より Antonin Dvorak Antonin Dvorak クラシック 上級 8 ¥400
GS016659 チキンボーヤ 増田 貴久 手越 祐也 テゴマス J-POP 中級 5 ¥400

GS003280 ﾁｷﾝﾗｲｽ(ﾊ調ｱﾚﾝｼﾞ) 松本 人志 槙原 敬之
浜田 雅功と槇原
敬之

J-POP 初級 6 ¥400

GS007448 ﾁｺﾞｲﾈﾙﾜｲｾﾞﾝ Pablo de クラシック 初級 4 ¥300

GS035613 チム・チム・チェリー
Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

その他 初級 3 ¥300

GS036346 チム・チム・チェリー
Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

その他 初級 4 ¥300

GS034607
チム・チム・チェリー 「メリー・ポ
ピンズ」より

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

その他 中級 9 ¥400

GS034661
チム・チム・チェリー 「メリー・ポ
ピンズ」より

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

その他 初級 4 ¥300

GS034682
チム・チム・チェリー 「メリー・ポ
ピンズ」より

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

その他 初級 3 ¥300

GS037396
チム・チム・チェリー 「メリー・ポ
ピンズ」より

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

その他 初中級 4 ¥300

GS035331
チム・チム・チェリー 「メリー・ポ
ピンズ」より(ジャズ・アレンジ)

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

その他 中上級 5 ¥400

GS011109 ちゃっきり節 北原 白秋 町田 嘉章 町田 嘉章 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS005561 ﾁｬﾙﾀﾞｯｼｭ Victor Monti クラシック 中級 5 ¥400
GS011016 ﾁｬﾙﾀﾞｯｼｭ Vittorio Monti クラシック 中上級 8 ¥400
GS016881 チャルダッシュ Vittorio Monti クラシック 中級 7 ¥400
GS010133 ﾁｬﾙﾀﾞｯｼｭ Victor Monti クラシック 上級 6 ¥400
GS010148 ﾁｬﾙﾀﾞｯｼｭ Victor Monti クラシック 初級 5 ¥300
GS035870 チャンカパーナ Hacchin' Maya ヒロイズム NEWS J-POP 初級 5 ¥300
GS015357 チャンスの順番 秋元 康 小西 裕子 AKB48 J-POP 中級 6 ¥400
GS015918 チャンスの順番 秋元 康 小西 裕子 AKB48 J-POP 中級 5 ¥400
GS021552 チャンスの順番 秋元 康 小西 裕子 AKB48 J-POP 初級 5 ¥300
GS004979 ﾁｬﾝﾋﾟｵｰﾈ ORANGE RANGE ORANGE RANGE ORANGE RANGE J-POP 初級 7 ¥400
GS021568 チューインガム 中村 中 中村 中 AAA J-POP 中級 7 ¥400
GS001299 ﾁｭｯ!夏ﾊﾟ～ﾃｨ つんく つんく 三人祭 J-POP 初級 7 ¥400
GS008441 ちょ 菅原 勇太 菅原 勇太 B-DASH J-POP 初級 4 ¥300
GS037100 ちょうちょう 野村 秋足 スペイン民謡 スペイン民謡 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS040132 ちょうちょう(ジャズ・アレンジ) ドイツ民謡 童謡/唱歌 初中級 3 ¥300
GS018241 チョコレイト・ディスコ 中田 ヤスタカ 中田 ヤスタカ Perfume J-POP 中級 6 ¥400
GS031085 チョコレート Kaela 渡邊 忍 木村 カエラ J-POP 中級 5 ¥400

GS039016 チョコレート 家入 レオ
西尾 芳彦/家入
レオ

家入 レオ J-POP 中級 5 ¥400

GS009317 ちょっと休んで 西村 由紀江 西村 由紀江 J-POP 中級 7 ¥400
GS028825 ちりとてちん メインテーマ 佐橋 俊彦 その他 初級 4 ¥300
GS011142 ちんちん千鳥 北原 白秋 近衛 秀麿 近衛 秀麿 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS008246 ﾂｧﾗﾄｩｽﾄﾗはかく語りき Richard Strauss クラシック 中級 2 ¥200
GS001215 ﾂｲｺﾞｲﾈﾙﾜｲｾﾞﾝ P.Sarasate クラシック 上級 8 ¥400
GS016684 ツキアカリのミチシルベ AIMI AIMI ステレオポニー J-POP 中級 6 ¥400

ヤマハミュージックメディア 6 Ｍｕｍａソフトカタログ



ピアノソロ　タ行 ●価格は、すべて2014年4月現在のものです。
●諸事情により、予告なく販売停止になる場合があります。

商品コード 商品名・曲名 作詞者 作曲者 アーティスト ジャンル
難易度
グレード

ページ数 税抜価格

GS038854 ツキヨミ ヨシダ タクミ ヨシダ タクミ
phatmans after
school

J-POP 中級 9 ¥400

GS018057 つくし 山下 康介 その他 中級 5 ¥400
GS021517 つぐない 荒木 とよひさ 三木 たかし テレサ・テン 演歌/歌謡 初級 5 ¥300

GS033123 つけまつける Yasutaka Nakata Yasutaka Nakata
きゃりーぱみゅぱ
みゅ

J-POP 中級 7 ¥400

GS033883 つけまつける Yasutaka Nakata Yasutaka Nakata
きゃりーぱみゅぱ
みゅ

J-POP 初級 5 ¥300

GS003122 つつみ込むように･･･ 島野 聡 島野 聡 MISIA J-POP 中級 6 ¥400
GS019321 つつみ込むように・・・ 島野 聡 島野 聡 JUJU J-POP 中級 6 ¥400
GS037195 つつみ込むように… 島野 聡 島野 聡 MISIA J-POP 中級 7 ¥400
GS016694 ツナイデテ RYTHEM RYTHEM RYTHEM J-POP 中級 6 ¥400
GS009590 つないで手 一青 窈 川江 美奈子 一青 窈 J-POP 中級 5 ¥400
GS003352 ﾂﾊﾞｻ 真戸原 直人 真戸原 直人 ｱﾝﾀﾞｰｸﾞﾗﾌ J-POP 中級 7 ¥400
GS009427 つばさ 岩谷 時子 太田 美知彦 本田 美奈子. J-POP 中級 5 ¥400
GS035797 つばさ MIZUE/井手 綾 井手 綾香 井手 綾香 J-POP 中級 6 ¥400
GS027465 ツブサニコイ TAKESHI Face 2 fAKE 関ジャニ∞ J-POP 中級 5 ¥400
GS027673 ツブサニコイ TAKESHI Face 2 fAKE 関ジャニ∞ J-POP 中級 4 ¥300
GS029425 ツブサニコイ TAKESHI Face 2 fAKE 関ジャニ∞ J-POP 初級 4 ¥300
GS036005 つぼみ 太志 太志 Aqua Timez J-POP 中級 9 ¥400
GS038777 つゆのあとさき さだ まさし さだ まさし さだ まさし 演歌/歌謡 初中級 5 ¥300
GS015379 つよがりバンビ 河邉 徹 杉本 雄治 WEAVER J-POP 上級 5 ¥400
GS036788 ツヨク想う 絢香 絢香 絢香 J-POP 初級 5 ¥300

GS003348 ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ K.136 第1楽章
Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 中級 4 ¥400

GS004443
ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ 第15番 変ﾛ長調
第4楽章

Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 中級 3 ¥400

GS010679 ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ 第17番 第3楽章
Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 初級 3 ¥300

GS004446
ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ 第17番 二長調
第3楽章

Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 初級 3 ¥300

GS010678 ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ 第1番 第1楽章
Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 初級 4 ¥300

GS007105
ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ 二長調 K136 第2
楽章より

Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 中級 3 ¥300

GS039995
ディズニー・ファンティリュージョ
ン！ファンティリュージョンの

Bruce Healey J-POP 初級 4 ¥300

GS036840 デイタイム・イン・ラスベガス 上原 ひろみ 上原 ひろみ ジャズ/フュージョン 中上級 5 ¥400
GS037649 デイドリーム・ビリーバー JOHN STEWART John Stewart THE MONKEES POP（洋楽） 初中級 5 ¥300
GS015380 ティンカーベル 河邉 徹 杉本 雄治 WEAVER J-POP 上級 5 ¥400
GS008299 てぃんさぐぬ花 沖縄民謡 沖縄民謡 夏川 りみ イージーリスニング 中級 5 ¥400

GS038310
テーマ・オブ・半沢直樹 ～Main
Title～

服部 隆之 服部 隆之 その他 中級 8 ¥400

GS038583
テーマ・オブ・半沢直樹 ～Main
Title～

服部 隆之 その他 初級 4 ¥300

GS038965
テーマ・オブ・半沢直樹 ～Main
Title～

服部 隆之 J-POP 初級 5 ¥300

GS039993
テーマ・オブ・半沢直樹 ～Main
Title～

服部 隆之 J-POP 上級 6 ¥400

GS017518 テーマ・バリエーション・あべくん 星 勝 その他 中上級 3 ¥300
GS003028 てがみ TUN TUN HY J-POP 中級 7 ¥400
GS011475 てがみ TUN HY J-POP 初級 5 ¥300
GS006844 できるかな 山元 護久 岩代 浩一 岩代 浩一 TV/CM/映画/ゲーム 中級 3 ¥300
GS014764 デスペラード D.Henley/G.Frey D.Henley/G.Frey イーグルス POP（洋楽） 初中級 4 ¥300
GS015383 デスペラード D.Henley/G.Frey D.Henley/G.Frey イーグルス POP（洋楽） 上級 5 ¥400
GS018812 デスペラード D.Henley/G.Frey D.Henley/G.Frey イーグルス POP（洋楽） 初級 4 ¥300
GS031161 デスペラード D.Henly & G.Frey D.Henly & G.Frey イーグルス その他 入門 4 ¥300

GS037647 デスペラード
Don
Henley/Glenn

Don
Henley/Glenn

Eagles POP（洋楽） 初中級 4 ¥300

GS008332 てちてちまｰち 多聞 美一 岩崎 元是
ﾊﾑちゃんず/どん
ぐり隊

TV/CM/映画/ゲーム 初級 5 ¥300

GS037370 テネシー・ワルツ 音羽 たかし Pee Wee King 江利 チエミ 演歌/歌謡 入門 5 ¥300
GS039266 デビー・クロケットのうた George Bruns その他 初級 3 ¥300
GS034593 デビー・クロケットの唄 Tom Blackburn George Bruns その他 初級 2 ¥200
GS034628 デビー・クロケットの唄 Tom Blackburn George Bruns その他 中級 3 ¥300
GS034785 デビー・クロケットの唄 Tom Blackburn George Bruns その他 入門 3 ¥300
GS005278 ﾃﾙｰの唄 宮崎 吾朗 谷山 浩子 手嶌 葵 TV/CM/映画/ゲーム 中級 7 ¥400
GS009653 ﾃﾙｰの唄 宮崎 吾朗 谷山 浩子 手嶌 葵 TV/CM/映画/ゲーム 上級 4 ¥400
GS016351 テルーの唄 宮崎 吾朗 谷山 浩子 手嶌 葵 J-POP 初級 5 ¥300
GS016388 テルーの唄 宮崎 吾朗 谷山 浩子 手嶌 葵 J-POP 初級 4 ¥300
GS018277 テルーの唄 宮崎 吾朗 谷山 浩子 手嶌 葵 J-POP 初級 3 ¥300
GS018287 テルーの唄 宮崎 吾朗 谷山 浩子 手嶌 葵 J-POP 中級 5 ¥400
GS038381 テルーの唄 宮崎 吾朗 谷山 浩子 手嶌 葵 J-POP 入門 4 ¥300
GS010507 ﾃﾙｰの唄(ｼｮﾊﾟﾝ風ｱﾚﾝｼﾞ) 宮崎 吾朗 谷山 浩子 手嶌 葵 TV/CM/映画/ゲーム 上級 4 ¥400
GS004982 ﾃﾙｰの唄(ﾊ調ｱﾚﾝｼﾞ) 宮崎 吾朗 谷山 浩子 手嶌 葵 TV/CM/映画/ゲーム 初級 5 ¥400
GS011147 てるてる坊主 浅原 鏡村 中山 晋平 中山 晋平 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS009473 てろてろ 矢野 絢子 矢野 絢子 矢野 絢子 J-POP 上級 5 ¥400
GS008313 てをつなごう 多聞 美一 岩崎 元是 ﾊﾑちゃんず TV/CM/映画/ゲーム 初級 4 ¥300
GS017598 でんでらりゅうば わらべうた わらべうた 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS017719 でんでらりゅうば わらべうた わらべうた 童謡/唱歌 初級 2 ¥200
GS003022 てんとう虫のｻﾝﾊﾞ さいとう 大三 馬飼野 俊一 ﾁｪﾘｯｼｭ J-POP 中級 3 ¥300
GS011025 てんとう虫のｻﾝﾊﾞ さいとう 大三 馬飼野 俊一 ﾁｪﾘｯｼｭ J-POP 初級 4 ¥300

GS010954
ﾃﾝﾍﾟｽﾄ第3楽章 (ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第17
番op.31-2)

Ludwig van
Beethoven

クラシック 初級 4 ¥300

GS010664 ﾄﾞｱｸﾛｰﾙ 川嶋 あい 川嶋 あい 川嶋 あい J-POP 中級 6 ¥400

GS038515

トイ・ストーリーメドレー ウッ
ディーのラウンドアップ～ホエ
ン・シー・ラヴド・ミー～君はとも
だち

Randy
Newman/Randy
Newman/Randy
Newman

その他 上級 6 ¥400

ヤマハミュージックメディア 7 Ｍｕｍａソフトカタログ



ピアノソロ　タ行 ●価格は、すべて2014年4月現在のものです。
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商品コード 商品名・曲名 作詞者 作曲者 アーティスト ジャンル
難易度
グレード

ページ数 税抜価格

GS007690 ﾄﾞｲﾂ舞曲 Franz Schubert クラシック 初中級 2 ¥200

GS017451 トイレの神様
植村 花菜/山田
ひろし

植村 花菜 植村 花菜 J-POP 中級 12 ¥400

GS017779 トイレの神様
植村 花菜/山田
ひろし

植村 花菜 植村 花菜 J-POP 初級 5 ¥300

GS021676 トゥーランドット Giacomo Puccini クラシック 初中級 3 ¥300

GS021620
どうして君を好きになってしまっ
たんだろう？

Lambsey

Fredrik Fredro
Odesjo/Sylvia
Bennett-
Smith/Mats
Berntoft

東方神起 J-POP 初級 5 ¥300

GS003152
どうしようもない僕に天使が降り
てきた

槇原 敬之 槇原 敬之 槇原 敬之 J-POP 上級 8 ¥400

GS011168
ﾄｩﾓﾛｰ～ｼﾞｮｰｼﾞｱで行きましょう
編～

Charles Strouse 和田 ｱｷ子 POP（洋楽） 中級 4 ¥400

GS034640
トゥルー・トゥ・ユア・ハート
「ムーラン」より

David Zippel Matthew Wilder その他 中級 7 ¥400

GS004053 ﾄﾞｰｼﾀﾄｰｽﾀｰ
大橋 卓弥/常田
真太郎

大橋 卓弥/常田
真太郎

ｽｷﾏｽｲｯﾁ J-POP 上級 6 ¥400

GS016963 ときめきのルンバ 水木 れいじ 水森 英夫 氷川 きよし 演歌/歌謡 初級 5 ¥300
GS017187 ときめきのルンバ 水木 れいじ 水森 英夫 氷川 きよし 演歌/歌謡 中級 5 ¥400
GS023634 ときめきのルンバ 水木 れいじ 水森 英夫 氷川 きよし 演歌/歌謡 上級 5 ¥400
GS038992 ドクターXのテーマ 沢田 完 TV/CM/映画/ゲーム 中級 7 ¥400
GS040004 ドクターXのテーマ 沢田 完 J-POP 初級 5 ¥300
GS007718 どこかで春が 百田 宗治 草川 信 草川 信 童謡/唱歌 中級 4 ¥400
GS011149 どこかで春が 百田 宗治 草川 信 草川 信 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS018050 トコシエ(Unplugged) KUREI KUREI キマグレン J-POP 中級 7 ¥400
GS024520 どこにでもある唄。 二宮 和也 二宮 和也 二宮 和也(嵐) J-POP 中級 7 ¥400

GS015461 ドコノコノキノコ もり ちよこ ザッハトルテ
横山 だいすけ/
三谷 たくみ

童謡/唱歌 中級 5 ¥400

GS033404 ドコノコノキノコ もり ちよこ ザッハトルテ
横山 だいすけ/
三谷 たくみ

J-POP 初級 5 ¥300

GS017354 トッカータとフーガ ニ短調
Johann Sebastian
Bach

クラシック 初級 3 ¥300

GS009316 とっておきの時間 西村 由紀江 西村 由紀江 J-POP 中級 5 ¥400

GS040203 トナカイのほうがずっといい
Kristen
Anderson-Lopez
and Robert Lopez

Kristen
Anderson-Lopez
and Robert Lopez

原 慎一郎 TV/CM/映画/ゲーム 初級 4 ¥300

GS007582 となりのﾄﾄﾛ 宮崎 駿 久石 譲 井上 あずみ TV/CM/映画/ゲーム 中級 4 ¥400
GS016334 となりのトトロ 宮崎 駿 久石 譲 井上 あずみ J-POP 初級 4 ¥300
GS016368 となりのトトロ 宮崎 駿 久石 譲 井上 あずみ J-POP 初級 5 ¥300
GS017507 となりのトトロ 宮崎 駿 久石 譲 J-POP 中上級 6 ¥400
GS018226 となりのトトロ 久石 譲 J-POP 上級 5 ¥400
GS018248 となりのトトロ 宮崎 駿 久石 譲 J-POP 初級 4 ¥300
GS018281 となりのトトロ 宮崎 駿 久石 譲 井上 あずみ J-POP 中級 6 ¥400
GS035612 となりのトトロ 宮崎 駿 久石 譲 井上 あずみ その他 初級 4 ¥300
GS037130 となりのトトロ 宮崎 駿 久石 譲 井上 あずみ J-POP 中級 4 ¥400
GS038365 となりのトトロ 宮崎 駿 久石 譲 井上あずみ その他 入門 5 ¥300
GS038389 となりのトトロ 久石 譲 その他 入門 4 ¥300
GS036928 となりのトトロ(ジャズアレンジ) 久石 譲 J-POP 中級 5 ¥400
GS021640 となりのトトロ(ボサノバ･アレン 久石 譲 J-POP 上級 5 ¥400

GS033929
ドビュッシー・メドレー 月の光～
アラベスク第1番～亜麻色の髪
の乙女

クラシック 中級 5 ¥400

GS016557 トビラ Makoto ATOZI 多田 慎也 嵐 J-POP 中級 5 ¥400

GS040197 とびら開けて
Kristen
Anderson-Lopez
and Robert Lopez

Kristen
Anderson-Lopez
and Robert Lopez

Kristen Bell and
Santino Fontana

POP（洋楽） 上級 5 ¥400

GS040202 とびら開けて
Kristen
Anderson-Lopez
and Robert Lopez

Kristen
Anderson-Lopez
and Robert Lopez

神田 沙也加/津
田 英佑

TV/CM/映画/ゲーム 初級 4 ¥300

GS040207 とびら開けて
Kristen
Anderson-Lopez
and Robert Lopez

Kristen
Anderson-Lopez
and Robert Lopez

神田 沙也加/津
田 英佑

TV/CM/映画/ゲーム 中級 5 ¥400

GS008453 とべとべおねいさん もつ もつ
のはら しんのす
け/ｱｸｼｮﾝ仮面

TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300

GS007199 ﾄﾎﾎの帰り道 佐藤 直紀 佐藤 直紀 J-POP 中級 3 ¥300
GS010451 とまどい 竹内 まりや 竹内 まりや 竹内 まりや J-POP 中級 4 ¥400
GS001886 とまどいながら ｵｵﾔｷﾞ ﾋﾛｵ ｵｵﾔｷﾞ ﾋﾛｵ 嵐 J-POP 中級 6 ¥400
GS035436 とまどいながら オオヤギ ヒロオ オオヤギ ヒロオ 嵐 J-POP 入門 5 ¥300

GS004435 ﾄﾞﾐﾆｸｽ･ﾐｻ 第4曲 <ｻﾝｸﾄｩｽ>
Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 初中級 3 ¥300

GS036844 トムとジェリー 上原 ひろみ 上原 ひろみ ジャズ/フュージョン 中上級 10 ¥400
GS007613 ﾄﾓﾀﾞﾁ ｹﾂﾒｲｼ ｹﾂﾒｲｼ ｹﾂﾒｲｼ J-POP 中級 10 ¥400
GS011344 ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾗｰ 菅野 よう子 坂本 真綾 J-POP 中級 8 ¥400

GS008454 ﾄﾞﾗえもんのうた
楠部 工/ばば す
すむ

菊池 俊輔 山野 さと子 TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300

GS010065 ﾄﾞﾗえもんのうた
楠部 工/ばば す
すむ

菊池 俊輔 山野 さと子 TV/CM/映画/ゲーム 上級 7 ¥400

GS036934 ドラえもんのうた(ジャズアレン 菊池 俊輔 J-POP 中級 6 ¥400

GS007598 ﾄﾞﾗﾏ Utada Hikaru
Utada
Hikaru/Kubo
Takuro

宇多田 ﾋｶﾙ J-POP 上級 5 ¥400

GS017161 ドラマ「CHANGE」 -Main 延近 輝之 その他 中級 4 ¥400
GS009935 ﾄﾞﾗﾏﾁｯｸﾚｺｰﾄﾞ 安藤 裕子 宮川 弾 安藤 裕子 J-POP 中級 7 ¥400

GS016586 トランジスタ･ラジオ
忌野 清志郎
/G1238471

忌野 清志郎
/G1238471

RCサクセション J-POP 中級 7 ¥400
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GS033782 トリステーザ
JAMOSA/ナオト・
インティライミ/川
村 結花

ナオト・インティラ
イミ

JAMOSA feat.ナ
オト・インティライ
ミ

J-POP 中級 6 ¥400

GS011702 ﾄﾙｺ行進曲
Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 初級 3 ¥300

GS018323 トルコ行進曲 W.A.Mozart クラシック 中級 4 ¥400

GS033938 トルコ行進曲
Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 入門 4 ¥300

GS038066 トルコ行進曲 W.A.Mozart クラシック 入門 4 ¥300

GS024153 トルコ行進曲 op.113-4
Ludwig van
Beethoven

クラシック 上級 5 ¥400

GS016824 トルコ行進曲より
Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 初級 5 ¥300

GS016838 トルコ行進曲より
Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 初級 5 ¥300

GS006169 ﾄﾙｺ風ﾛﾝﾄﾞ
Johann Friedrich
Franz

クラシック 中級 8 ¥400

GS006814
ﾄﾞﾚｽﾗｰの行進曲による9つの変
奏曲 ﾊ短調<ﾃｰﾏ><第4変奏><
第6変奏>

Ludwig van
Beethoven

クラシック 中級 4 ¥400

GS001220
ﾄﾚﾊﾟｯｸの踊り(ﾊﾞﾚｴ音楽｢くるみ
割り人形｣より)

Peter Ilych
Tchaikovsky

Peter Ilych
Tchaikovsky

クラシック 上級 5 ¥400

GS008779 ﾄﾞﾚﾐがだいすき!ﾄﾞﾚﾐ姫 やなせ たかし TSUKASA ﾄﾞﾘｰﾐﾝｸﾞ TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300
GS016555 ドレミファだいじょーぶ 長戸 大幸 織田 哲郎 B.B.クイーンズ J-POP 中級 6 ¥400
GS003101 とろ 中島 みゆき 中島 みゆき 中島 みゆき J-POP 中級 5 ¥400
GS016779 トロイカ P.I.Tchaikovsky クラシック 中上級 7 ¥400
GS037126 トロイカ 楽団カチューシャ ロシア民謡 ロシア民謡 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS009246 ﾄﾛｲｶ(JAZZｱﾚﾝｼﾞ) 楽団ｶﾁｭｰｼｬ ﾛｼｱ民謡 ﾛｼｱ民謡 イージーリスニング 中級 4 ¥400

GS006906 ﾄﾛｲﾒﾗｲ
Robert Alexander
Schumann

クラシック 初中級 3 ¥300

GS017750 トロイメライ R. Schumann クラシック 初級 3 ¥300
GS021247 トロイメライ R. Schumann クラシック 初級 3 ¥300
GS024161 トロイメライ R. Schumann クラシック 中級 3 ¥300
GS033260 トロイメライ 「子供の情景より」 R. Schumann クラシック 初中級 3 ¥300

GS007128
ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃのｸﾞﾗﾝ･ﾊﾟ･ﾄﾞ･ﾄﾞｩ 『ﾄﾞ
ﾝ･ｷﾎｰﾃ』 第3幕より ｢ｷﾄﾘのｳﾞｧ
ﾘｱｼｵﾝ｣

Leon Minkus クラシック 上級 3 ¥300

GS007127
ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃのｸﾞﾗﾝ･ﾊﾟ･ﾄﾞ･ﾄﾞｩ 『ﾄﾞ
ﾝ･ｷﾎｰﾃ』 第3幕より ｢ﾊﾞｼﾞﾙの
ｳﾞｧﾘｱｼｵﾝ｣

Leon Minkus クラシック 上級 3 ¥300

GS007126
ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃのｸﾞﾗﾝ･ﾊﾟ･ﾄﾞ･ﾄﾞｩ 『ﾄﾞ
ﾝ･ｷﾎｰﾃ』 第3幕より ｢序奏とｱ
ﾀﾞｰｼﾞｮ｣

Leon Minkus クラシック 上級 7 ¥400

GS007129
ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃのｸﾞﾗﾝ･ﾊﾟ･ﾄﾞ･ﾄﾞｩ 『ﾄﾞ
ﾝ･ｷﾎｰﾃ』 第3幕より｢ｺｰﾀﾞ｣

Leon Minkus クラシック 上級 4 ¥400

GS004460 ﾄﾞﾝ･ｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆ <手をとりあって>
Wolfgang
Amadeus Mozart

クラシック 初中級 4 ¥300

GS011150 どんぐりころころ 青木 存義 梁田 貞 民謡･童謡 童謡/唱歌 初級 2 ¥200
GS027981 どんぐりころころ 青木 存義 梁田 貞 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS006137 どんぐりころころ(JAZZｱﾚﾝｼﾞ) 青木 存義 梁田 貞 民謡･童謡 童謡/唱歌 中級 3 ¥300
GS017717 ドンスカパンパンおうえんだん 山田 ひろし 西脇 辰弥 J-POP 初級 3 ¥300

GS035807 とんちんかんちん一休さん 山元 護久 宇野 誠一郎
相内 恵/ヤングフ
レッシュ

J-POP 初中級 5 ¥300

GS015385 ドント・ノウ・ホワイ JESSE HARRIS JESSE HARRIS ノラ・ジョーンズ POP（洋楽） 上級 3 ¥300
GS003336 どんなときも｡ 槇原 敬之 槇原 敬之 槇原 敬之 J-POP 中級 5 ¥400
GS018190 どんなときも。 槇原 敬之 槇原 敬之 槇原 敬之 J-POP 初級 4 ¥300
GS018445 どんなときも。 槇原 敬之 槇原 敬之 槇原 敬之 J-POP 中級 6 ¥400
GS023533 どんなときも。 槇原 敬之 槇原 敬之 槇原 敬之 J-POP 中級 5 ¥400
GS035454 どんなときも。 槇原 敬之 槇原 敬之 槇原 敬之 J-POP 入門 5 ¥300

GS040020
どんなときも。～調号2つまでで
弾ける～

槇原 敬之 槇原 敬之 槇原 敬之 J-POP 中級 5 ¥400

GS017988 どんなに遠くても... JUN-T
DAISUKE
KAWAGUCHI

JUJU J-POP 中級 5 ¥400

GS014478
どんなに離れても duet with
AZU

KG
Izutsu Growth
Shintaro

KG J-POP 中級 6 ¥400

GS010662 どんな空でも 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 中級 8 ¥400
GS027672 どんな未来にも愛はある 山村 隆太 阪井 一生 flumpool J-POP 中級 8 ¥400
GS011151 とんび 葛原 しげる 梁田 貞 梁田 貞 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS037439 とんび ～メインテーマ～ 羽毛田 丈史 その他 上級 6 ¥400
GS038080 ト調のメヌエット J.S.Bach クラシック 入門 4 ¥300

GS010464
愛は虹の色(Desperado/ならず
者)

Don
Henley/Glenn

Don
Henley/Glenn

Eagles POP（洋楽） 中級 4 ¥400

GS001531 永遠に 安岡 優 妹尾 武 ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ J-POP 上級 6 ¥400
GS001955 永遠に 安岡 優 妹尾 武 ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ J-POP 中級 7 ¥400
GS018116 永遠に 安岡 優 妹尾 武 ゴスペラーズ J-POP 中級 6 ¥400
GS020707 永遠に 安岡 優 妹尾 武 ゴスペラーズ J-POP 中級 6 ¥400
GS005453 永遠に(とわに)(JAZZｱﾚﾝｼﾞ) 安岡 優 妹尾 武 ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ J-POP 中級 5 ¥400
GS003235 永遠にともに 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 中級 5 ¥400
GS009156 永遠にともに 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 初中級 4 ¥300
GS009346 永遠にともに 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 上級 5 ¥400
GS009800 永遠にともに 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 上級 6 ¥400
GS016201 永遠にともに 小渕 健太郎 小渕 健太郎 コブクロ J-POP 初級 5 ¥300
GS017952 永遠にともに 小渕 健太郎 小渕 健太郎 コブクロ J-POP 中上級 6 ¥400
GS017973 永遠にともに 小渕 健太郎 小渕 健太郎 コブクロ J-POP 初中級 5 ¥300
GS037202 永遠にともに (ジャズ・アレンジ) 小渕 健太郎 小渕 健太郎 コブクロ J-POP 中上級 6 ¥400

GS021617 永遠色の恋 m-takeshi
Stefan
Aberg/Shusui

NEWS J-POP 中級 7 ¥400
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GS010020 永久の愛(紀行ﾃｰﾏ) 渡辺 俊幸
渡辺 俊幸
featuring 樫本 大
進

TV/CM/映画/ゲーム 中級 4 ¥400

GS005483 遠い空 三浦 和人 三浦 和人 三浦 和人 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS008338 遠い日々 久石 譲 久石 譲 TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300
GS005274 遠い約束 相田 毅 黒沢 薫/妹尾 武 黒沢 薫 J-POP 初中級 9 ¥300
GS016374 遠き時代を求めて 久石 譲 久石 譲 その他 初級 4 ¥300
GS017519 遠き時代を求めて 久石 譲 久石 譲 その他 中上級 4 ¥400
GS003983 遠き日 真戸原 直人 真戸原 直人 ｱﾝﾀﾞｰｸﾞﾗﾌ J-POP 中級 5 ¥400

GS018013 遠くても feat.WISE
Kana
Nishino/WISE.

GIORGIO
CANCEMI

西野 カナ J-POP 中級 7 ¥400

GS011217 遠くで汽笛を聞きながら 谷村 新司 堀内 孝雄 ｱﾘｽ J-POP 初級 3 ¥300
GS010892 遠くへ行かないで歌劇｢ﾜﾘｰ｣よ Alfredo Catalani クラシック 上級 4 ¥400

GS026893 遠くまで 小川 貴史
Erik
Lidbom/Dyce

嵐 J-POP 中級 6 ¥400

GS003149 遠く遠く 槇原 敬之 槇原 敬之 槇原 敬之 J-POP 上級 6 ¥400
GS005594 黄昏 宮崎 吾朗 谷山 浩子 手嶌 葵 TV/CM/映画/ゲーム 初級 5 ¥300
GS007938 黄昏のﾋﾞｷﾞﾝ 永 六輔 中村 八大 J-POP 上級 3 ¥300
GS011176 黄昏のﾋﾞｷﾞﾝ 永 六輔 中村 八大 ちあき なおみ J-POP 中級 5 ¥400
GS001528 黄昏のﾜﾙﾂ 加古 隆 加古 隆 TV/CM/映画/ゲーム 中級 5 ¥400
GS006451 黄昏のﾜﾙﾂ 加古 隆 加古 隆 イージーリスニング 上級 6 ¥400
GS008235 黄昏のﾜﾙﾂ 加古 隆 加古 隆 TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300
GS003278 黄昏ﾛﾏﾝｽ 新藤 晴一 新藤 晴一 ﾎﾟﾙﾉｸﾞﾗﾌｨﾃｨ J-POP 中級 5 ¥400
GS038764 黄昏迄 さだ まさし さだ まさし さだ まさし 演歌/歌謡 初中級 8 ¥300
GS038993 楽しい磯野家 越部 信義 TV/CM/映画/ゲーム 初中級 3 ¥300

GS001166 楽しき農夫
Robert Alexander
Schumann

クラシック 初級 3 ¥300

GS038074 楽しき農夫 R.Schumann R.Schumann クラシック 入門 3 ¥300
GS005439 強き者ども すぎやま こういち すぎやま こういち TV/CM/映画/ゲーム 中級 5 ¥400
GS023639 強き者よ 秋元 康 上田 晃司 SKE48 J-POP 中級 6 ¥400
GS037825 契り 阿久 悠 五木 ひろし 五木 ひろし 演歌/歌謡 初級 4 ¥300

GS037739 月と太陽 ケツメイシ
ケツメイシ/守尾
崇

ケツメイシ J-POP 中級 8 ¥400

GS008298 月ぬ美しゃ
沖縄民謡(八重山
民謡)

沖縄民謡(八重山
民謡)

夏川 りみ 童謡/唱歌 中級 5 ¥400

GS008510 月のかけら 新居 昭乃
新居 昭乃/保刈
久明

手嶌 葵 J-POP 中級 5 ¥400

GS001884 月のしずく satomi 松本 良喜 RUI J-POP 中級 5 ¥400
GS003412 月のﾜﾙﾂ 湯川 れい子 諫山 実生 諫山 実生 童謡/唱歌 中級 6 ¥400

GS017981 月の光
Claude Achille
Debussy

クラシック 初中級 3 ¥300

GS020654 月の光 C.A.Debussy クラシック 中級 4 ¥400
GS032918 月の光 C.A.Debussy クラシック 初級 3 ¥300

GS008012 月の光 ｢ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ組曲｣より
Claude Achille
Debussy

クラシック 上級 7 ¥400

GS007424 月の光～｢ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ組曲｣より
Claude Achille
Debussy

クラシック 初級 3 ¥300

GS005693 月の光｢ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ組曲｣より
Claude Achille
Debussy

クラシック 初中級 4 ¥300

GS007638 月の沙漠 加藤 まさを 佐々木 すぐる 佐々木 すぐる 童謡/唱歌 上級 5 ¥400
GS010968 月の沙漠 加藤 まさを 佐々木 すぐる 佐々木 すぐる 童謡/唱歌 上級 4 ¥400
GS023678 月の沙漠 加藤 まさを 佐々木 すぐる 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS006152 月の沙漠(JAZZｱﾚﾝｼﾞ) 加藤 まさを 佐々木 すぐる 佐々木 すぐる 童謡/唱歌 中級 5 ¥400
GS011143 月の砂漠 加藤 まさを 佐々木 すぐる 佐々木 すぐる 童謡/唱歌 初級 3 ¥300

GS001179 月の夜(｢ﾘｰﾀﾞｰｸﾗｲｽ｣より)
Robert Alexander
Schumann

Robert Alexander
Schumann

クラシック 中級 5 ¥400

GS009472 月凪 こだま さおり 早川 大地 東京ｴｽﾑｼﾞｶ J-POP 中級 6 ¥400

GS037622 月明かりのDEAREST
上松 範康
(Elements
Garden)

菊田 大介
(Elements
Garden)

美風 藍(CV.蒼井
翔太)&カミュ(CV.
前野 智昭)

J-POP 上級 9 ¥400

GS027507 月明かりの下で 西村 由紀江 西村 由紀江 その他 中級 5 ¥400
GS036330 高鳴る 藤田 麻衣子 藤田 麻衣子 藤田 麻衣子 J-POP 中級 7 ¥400
GS016298 魂のルフラン 及川 眠子 大森 敏之 高橋 洋子 J-POP 中上級 7 ¥400
GS035833 魂のルフラン 及川 眠子 大森 敏之 高橋 洋子 J-POP 初中級 6 ¥300

GS023453 止マレ！ 畑 亜貴 田代 智一

涼宮 ハルヒ（平
野 綾）/長門 有
希(茅原 実里)/朝
比奈 みくる(後藤

J-POP 中級 7 ¥400

GS004260 時には昔の話を 加藤 登紀子 加藤 登紀子 加藤 登紀子 TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300
GS017520 時には昔の話を 加藤 登紀子 加藤 登紀子 加藤 登紀子 演歌/歌謡 中上級 5 ¥400
GS018254 時には昔の話を 加藤 登紀子 加藤 登紀子 加藤 登紀子 J-POP 初級 3 ¥300
GS011027 時には母のない子のように 寺山 修司 田中 未知 ｶﾙﾒﾝ･ﾏｷ J-POP 初級 4 ¥300
GS035148 時のたつまま Herman Hupfeld Herman Hupfeld Dooley Wilson その他 初中級 3 ¥300
GS037145 時のたつまま Herman Hupfeld その他 入門 5 ¥300
GS038468 時のたつまま Herman Hupfeld その他 上級 5 ¥400
GS010473 時のたつまま Herman Hupfeld Herman Hupfeld TV/CM/映画/ゲーム 中級 4 ¥400

GS017792 時の歌
宮崎 吾朗/新居
昭乃

新居 昭乃/保刈
久明

手嶌 葵 J-POP 初級 5 ¥300

GS026935 時の歌
宮崎 吾朗/新居
昭乃

新居 昭乃/保刈
久明

手嶌 葵 J-POP 初級 4 ¥300

GS005600 時の歌(やさしいｱﾚﾝｼﾞ)
宮崎 吾朗/新居
昭乃

新居 昭乃/保刈
久明

手嶌 葵 TV/CM/映画/ゲーム 初級 5 ¥300

GS005601 時の歌(中級)
宮崎 吾朗/新居
昭乃

新居 昭乃/保刈
久明

手嶌 葵 TV/CM/映画/ゲーム 中級 4 ¥400

GS017919 時の記憶 錦織 貴子 菅野 よう子 菅野 よう子 J-POP 中上級 5 ¥400
GS024233 時の経つまま Herman Hupfeld ジャズ/フュージョン 初級 4 ¥300

GS003411 時の行方～序･春の空～
森山 直太朗/御
徒町 凧

森山 直太朗/御
徒町 凧

森山 直太朗 J-POP 上級 7 ¥400

GS009663 時の描片～ﾄｷﾉｶｹﾗ～ 宮地 大輔 宮地 大輔 EXILE J-POP 初級 4 ¥300
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GS009822 時の描片～ﾄｷﾉｶｹﾗ～ 宮地 大輔 宮地 大輔 EXILE J-POP 中級 5 ¥400
GS038076 時の踊り A.ポンキエルリ クラシック 入門 3 ¥300
GS001200 時の踊り(歌劇｢ｼﾞｮｺﾝﾀﾞ｣より) Amilcare クラシック 中級 5 ¥400
GS021518 時の流れに身をまかせ 荒木 とよひさ 三木 たかし テレサ・テン 演歌/歌謡 初級 4 ¥300
GS023560 時の流れに身をまかせ 荒木 とよひさ 三木 たかし テレサ・テン 演歌/歌謡 中上級 5 ¥400
GS035366 時の流れに身をまかせ 荒木 とよひさ 三木 たかし テレサ・テン 演歌/歌謡 入門 4 ¥300
GS036982 時の流れに身をまかせ 荒木 とよひさ 三木 たかし テレサ・テン 演歌/歌謡 中級 4 ¥400
GS013185 時をかける少女 松任谷 由実 松任谷 由実 いきものがかり J-POP 中級 5 ¥400
GS039113 時をかける少女 松任谷 由実 松任谷 由実 松任谷 由実 J-POP 初級 4 ¥300
GS003110 時をとめて MISIA MISIA MISIA J-POP 中級 4 ¥400
GS013130 時ヲ止メテ 井上 慎二郎 藤谷 一郎 東方神起 J-POP 中級 5 ¥400
GS005984 時を戻して 絢香 絢香/西尾 芳彦 絢香 J-POP 中級 5 ¥400
GS017506 時間の城 久石 譲 その他 中上級 5 ¥400

GS035501 七夕さま(ジャズ・アレンジ)
権藤 花代/林 柳
波

下総 皖一 下総 皖一 童謡/唱歌 初級 3 ¥300

GS018111 手のひら 千葉 はな 市川 和則 羊毛とおはな J-POP 中級 5 ¥400
GS005870 手をつないで 佐藤 永麻 mo'doo- ﾕﾝﾅ J-POP 中級 5 ¥400
GS011003 手をつなごう 絢香 絢香/西尾 芳彦 絢香 J-POP 中級 5 ¥400
GS011575 手をつなごう 絢香/西尾 芳彦 絢香 J-POP 中級 5 ¥400
GS038178 手をつなごう 柳 達基 宅見 将典 私立恵比寿中学 J-POP 初級 4 ¥300
GS003823 手紙 妹尾 武 妹尾 武 J-POP 上級 3 ¥300
GS007211 手紙 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 中級 3 ¥300
GS021106 手紙 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 初級 4 ¥300
GS023511 手紙 坂本 真綾 北川 勝利 坂本 真綾 J-POP 中級 5 ¥400
GS027498 手紙 西村 由紀江 西村 由紀江 その他 中級 5 ¥400
GS037273 手紙 YUKI 蔦谷 好位置 TOKIO J-POP 中級 7 ¥400

GS038846 手紙
ナオト・インティラ
イミ

ナオト・インティラ
イミ

ナオト・インティラ
イミ

J-POP 中級 9 ¥400

GS011649 手紙 ～拝啓 十五の君へ～ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ J-POP 中級 6 ¥400
GS017213 手紙 ～拝啓 十五の君へ～ アンジェラ・アキ アンジェラ・アキ アンジェラ・アキ J-POP 初級 4 ¥300

GS040021
手紙 ～拝啓 十五の君へ～ ～
調号2つまでで弾ける～

アンジェラ・アキ アンジェラ・アキ アンジェラ・アキ J-POP 中級 6 ¥400

GS035300
手紙 ～拝啓 十五の君へ～
(ジャズ・アレンジ)

アンジェラ・アキ アンジェラ・アキ アンジェラ・アキ J-POP 中上級 6 ¥400

GS023629 手紙～拝啓 十五の君へ～ アンジェラ・アキ アンジェラ・アキ アンジェラ・アキ J-POP 上級 8 ¥400
GS009807 種をまく日々 鴨川 義之 大坂 孝之介 中 孝介 J-POP 中級 5 ¥400

GS001330 出せない手紙 ｾｷﾔﾋｻｼ
PIPELINE
PROJECT

V6 J-POP 中級 4 ¥300

GS005752 出会い 松谷 卓 松谷 卓 TV/CM/映画/ゲーム 中級 7 ¥400
GS035756 出会い 西村 由紀江 西村 由紀江 その他 中上級 6 ¥400
GS010248 出会いのかけら ｹﾂﾒｲｼ ｹﾂﾒｲｼ ｹﾂﾒｲｼ J-POP 中級 8 ¥400
GS018047 出会えてよかった カシアス 島田 高原 兄 トモとスザンヌ J-POP 中級 10 ¥400
GS011145 出船 勝田 香月 杉山 長谷夫 杉山 長谷夫 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS011146 出船の港 時雨 音羽 中山 晋平 中山 晋平 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS017067 匠/TAKUMI 松谷 卓 松谷 卓 その他 上級 7 ¥400
GS011108 小さい秋みつけた ｻﾄｳ ﾊﾁﾛｰ 中田 喜直 中田 喜直 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS035382 小さい秋みつけた サトウ ハチロー 中田 喜直 中田 喜直 童謡/唱歌 入門 3 ¥300
GS023685 小さい秋見つけた サトウ ハチロー 中田 喜直 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS018471 小さなオバケ 久石 譲 その他 初級 3 ¥300
GS017212 小さな祈り～P.S.アイラヴユー 山田 ひろし 徳永 英明 徳永 英明 J-POP 初級 4 ¥300
GS007640 小さな空 武満 徹 武満 徹 武満 徹 童謡/唱歌 中級 5 ¥400

GS001138 小さな黒人
Claude Achille
Debussy

Claude Achille
Debussy

クラシック 初中級 5 ¥300

GS005482 小さな手紙 白峰 美津子 松本 俊明 G3K(御三家) 童謡/唱歌 初級 4 ¥300
GS009594 小さな掌 太志 太志 Aqua Timez J-POP 中級 7 ¥400
GS010145 小さな掌(ﾊ調ｱﾚﾝｼﾞ) 太志 太志 Aqua Timez J-POP 初級 5 ¥400

GS036355 小さな世界
Richard
M.Sherman/Robe
rt B.Sherman

その他 初級 4 ¥300

GS011283 小さな贈りもの 西村 由紀江 西村 由紀江 童謡/唱歌 初中級 3 ¥300
GS009129 小さな僕らの大きなﾊｰﾄ 森 由里子 神坂 享輔 ICHIKO J-POP 初級 4 ¥300
GS005481 小さな木の実 海野 洋司 Georges Bizet 蒲原 史子 童謡/唱歌 初級 4 ¥300
GS008229 小さな旅 大野 雄二 大野 雄二 TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300
GS011301 小さな旅 大野 雄二 大野 雄二 TV/CM/映画/ゲーム 初中級 3 ¥300
GS014680 小さな旅 大野 雄二 大野 雄二 J-POP 初級 3 ¥300
GS017425 小さな旅 大野 雄二 大野 雄二 その他 中上級 3 ¥300
GS023456 小さな旅 大野 雄二 大野 雄二 その他 中級 3 ¥300
GS023611 小さな恋のうた 上江洌 清作 MONGOL800 MONGOL800 J-POP 中級 7 ¥400
GS002445 掌 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 中級 6 ¥400
GS021115 掌 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 初級 4 ¥300
GS001366 誓い 安岡 優 黒沢 薫 The Gospellers J-POP 中級 5 ¥400
GS004020 誓い 中村 由利子 中村 由利子 イージーリスニング 上級 5 ¥400
GS004194 誓い 小林 建樹 小林 建樹 平原 綾香 J-POP 上級 5 ¥400
GS003903 千尋のﾜﾙﾂ 久石 譲 久石 譲 TV/CM/映画/ゲーム 上級 6 ¥400
GS011574 太王四神記 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ 久石 譲 久石 譲 TV/CM/映画/ゲーム 中級 3 ¥300

GS002444 太陽
御徒町 凧/森山
直太朗

森山 直太朗 森山 直太朗 J-POP 上級 6 ¥400

GS004054 太陽
大橋 卓弥/常田
真太郎

大橋 卓弥/常田
真太郎

ｽｷﾏｽｲｯﾁ J-POP 上級 5 ¥400

GS008998 太陽 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 中級 8 ¥400

GS005936 太陽～邂逅編～
御徒町 凧/森山
直太朗

森山 直太朗 森山 直太朗 J-POP 中級 6 ¥400

GS007862 太陽がいるから MISIA Nobuyuki Shimizu MISIA J-POP 中級 7 ¥400
GS004604 太陽がくれた季節 山川 啓介 いずみ たく 青い三角定規 J-POP 初級 3 ¥300
GS008215 太陽がくれた季節 山川 啓介 いずみ たく 青い三角定規 TV/CM/映画/ゲーム 初級 4 ¥300
GS012779 太陽と砂漠のバラ 清水 昭男 清水 昭男 TOKIO J-POP 初級 7 ¥400
GS016910 太陽と砂漠のバラ 清水 昭男 清水 昭男 TOKIO J-POP 初級 5 ¥300
GS023665 太陽にほえろ!メインテーマ 大野 克夫 その他 初級 4 ¥300
GS010780 太陽のﾅﾐﾀﾞ ｶﾜﾉﾐﾁｵ ｶﾜﾉ ﾐﾁｵ NEWS J-POP 中級 5 ¥400
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GS004404 太陽の下 藤巻 亮太 藤巻 亮太 ﾚﾐｵﾛﾒﾝ J-POP 上級 6 ¥400
GS016412 太陽の下で 奥 華子 奥 華子 奥 華子 J-POP 中級 5 ¥400
GS002441 太陽の楽園～Promised Land～ 三井 ゆきこ 大内 哲也 大内 哲也 J-POP 中級 5 ¥400

GS038805 太陽の女神 家入 レオ
西尾 芳彦/家入
レオ

家入レオ J-POP 中級 4 ¥400

GS007297 太陽は僕らを照らしてた はしもと みゆき 岡平 健治 19 J-POP 初中級 6 ¥300
GS035446 台風ジェネレーション 久保田 洋司 馬飼野 康二 嵐 J-POP 入門 5 ¥300

GS006756
台風ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ -Typhoon
Generation-

久保田 洋司 馬飼野 康二 嵐 J-POP 中級 7 ¥400

GS016640 大っきらい でもありがと MIWA YOSHIDA
MIWA
YOSHIDA/MASA
TO NAKAMURA

青山 テルマ J-POP 中級 5 ¥400

GS008230 大黄河
宗次郎/南里 高
世/瀬川 博史

宗次郎 TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300

GS001890 大家(ﾀﾞｰｼﾞｬｰ) 一青 窈 ﾏｼｺ ﾀﾂﾛｳ 一青 窈 J-POP 上級 5 ¥400
GS003908 大河の一滴 加古 隆 加古 隆 TV/CM/映画/ゲーム 上級 5 ¥400
GS003023 大好きだよ｡ 愛 愛 大塚 愛 J-POP 上級 5 ¥400
GS004042 大好きな君に 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 中級 6 ¥400
GS007293 大自然 岡平 健治 岡平 健治 19 J-POP 初中級 5 ¥300

GS016594 大丈夫
ji ma ma/松本 有
加

ji ma ma ji ma ma J-POP 中級 6 ¥400

GS016949 大丈夫
ji ma ma/松本 有
加

ji ma ma ji ma ma J-POP 初級 4 ¥300

GS017402 大丈夫 TOC DJ KATSU ヒルクライム J-POP 中級 6 ¥400
GS003432 大丈夫(ﾊ調ｱﾚﾝｼﾞ) ﾄｰﾀｽ松本 ﾄｰﾀｽ松本 ｳﾙﾌﾙｽﾞ J-POP 初級 5 ¥400

GS013232 大切
FUNKY MONKEY
BABYS/川村 結

FUNKY MONKEY
BABYS/川村 結

FUNKY MONKEY
BABYS

J-POP 中級 6 ¥400

GS017570 大切
FUNKY MONKEY
BABYS/川村 結

FUNKY MONKEY
BABYS/川村 結

FUNKY MONKEY
BABYS

J-POP 中級 6 ¥400

GS018209 大切
FUNKY MONKEY
BABYS/川村 結

FUNKY MONKEY
BABYS/川村 結

FUNKY MONKEY
BABYS

J-POP 初級 5 ¥300

GS002395 大切なもの 北川 賢一
北川 賢一/近藤
信政

ﾛｰﾄﾞｵﾌﾞﾒｼﾞｬｰ J-POP 中級 4 ¥400

GS009907 大切なもの 小渕 健太郎 小渕 健太郎 みつき J-POP 上級 6 ¥400
GS016535 大切にするからね 渡 和久 渡 和久 風味堂 J-POP 中級 5 ¥400
GS016552 大切にするよ 柴咲 コウ 市川 淳 柴咲 コウ J-POP 中級 6 ¥400
GS016932 大切にするよ 柴咲 コウ 市川 淳 柴咲 コウ J-POP 初級 4 ¥300
GS008776 大地のｽｸﾗﾑ 小幡 英之 井上 大輔 ENVY TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300
GS017428 大地の夜明け 羽毛田 丈史 羽毛田 丈史 その他 中上級 4 ¥400
GS005428 大魔王 すぎやま こういち すぎやま こういち TV/CM/映画/ゲーム 初中級 5 ¥400

GS024155 大雷雨
Johann Friedrich
Franz Burgmuller

クラシック 中級 4 ¥400

GS001211
第一幕への前奏曲(楽劇｢ﾄﾘｽﾀ
ﾝとｲｿﾞﾙﾃ｣より)

Richard Wagner Richard Wagner クラシック 上級 11 ¥400

GS005276 第三の男 Anton Karas Anton Karas TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300
GS023667 第三の男 Anton Karas Anton Karas その他 初級 4 ¥300
GS010472 第三の男 Anton Karas Anton Karas TV/CM/映画/ゲーム 中級 5 ¥400

GS039015 棚からぼたもち
なかいさん/宮下
兄弟

なかいさん/宮下
兄弟

舞祭組 J-POP 中級 7 ¥400

GS018465 谷への道 久石 譲 その他 中級 3 ¥300
GS035267 誰かが私を見つめてる George Gershwin ジャズ/フュージョン 初級 3 ¥300

GS027244
誰かのために～What can I do
for someone?～

井上 ヨシマサ
AKB48 teamA
3rd stage

J-POP 初級 4 ¥300

GS027519
誰かのために～What can I do
for someone?～

秋元 康 井上 ヨシマサ AKB48 J-POP 中級 5 ¥400

GS002769 誰かの願いが叶うころ 宇多田 ﾋｶﾙ 宇多田 ﾋｶﾙ 宇多田 ﾋｶﾙ J-POP 中級 5 ¥400
GS023620 誰もいない海 山口 洋子 内藤 法美 トワ・エ・モア 演歌/歌謡 上級 5 ¥400
GS014904 誰も寝てはならぬ Giacomo Puccini クラシック 初級 4 ¥300
GS016218 誰も寝てはならぬ Giacomo Puccini クラシック 初級 4 ¥300
GS017422 誰も寝てはならぬ Giuseppe Adami Giacomo Puccini ポール・ポッツ クラシック 中上級 4 ¥400
GS033940 誰も寝てはならぬ Giacomo Puccini クラシック 入門 4 ¥300

GS005552
誰も寝てはならぬ 歌劇｢ﾄｩｰﾗﾝ
ﾄﾞｯﾄ｣

Giacomo Puccini クラシック 上級 4 ¥400

GS004398
誰も寝てはならぬ 歌劇｢ﾄｩｰﾗﾝ
ﾄﾞｯﾄ｣より

Giacomo Puccini クラシック 上級 4 ¥400

GS007784 誰より好きなのに 古内 東子 古内 東子 古内 東子 J-POP 中級 6 ¥400
GS018444 誰より好きなのに 古内 東子 古内 東子 古内 東子 J-POP 中級 5 ¥400
GS002332 誕生 西村 由紀江 西村 由紀江 ジャズ/フュージョン 中級 6 ¥400
GS029668 誕生日 熊木 杏里 熊木 杏里 熊木 杏里 J-POP 中級 4 ¥400
GS034403 誕生日には真白な百合を 福山 雅治 福山 雅治 福山 雅治 J-POP 中級 0 ¥300

GS040010
誕生日には真白な百合を～調
号2つまでで弾ける～

福山 雅治 福山 雅治 福山 雅治 J-POP 中級 7 ¥400

GS024281 誕生日の夜 秋元 康 岡田 実音 AKB48 J-POP 中級 6 ¥400
GS010140 弾丸ﾌｧｲﾀｰ 道面 宜久 Gajin SMAP J-POP 中級 4 ¥300
GS005512 地下街 岩沢 厚治 岩沢 厚治 ゆず J-POP 中級 7 ¥400
GS006809 地球に乾杯 羽毛田 丈史 羽毛田 丈史 イージーリスニング 上級 4 ¥400
GS017928 地球共鳴 Ｇabriela Robin 菅野 よう子 菅野 よう子 J-POP 中上級 5 ¥400
GS014675 地上の星 中島 みゆき 中島 みゆき J-POP 初級 4 ¥300
GS023618 地上の星 中島 みゆき 中島 みゆき 中島 みゆき J-POP 上級 6 ¥400
GS004987 地平線の祈り 丸山 和範 丸山 和範 TV/CM/映画/ゲーム 上級 5 ¥400
GS006140 竹田の子守唄(JAZZｱﾚﾝｼﾞ) 京都地方民謡 京都地方民謡 赤い鳥 童謡/唱歌 中級 3 ¥300
GS011141 茶つみ 文部省唱歌 文部省唱歌 文部省唱歌 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS036040 茶色の小びん アメリカ民謡 ジャズ/フュージョン 入門 4 ¥300
GS024239 茶色の小瓶 アメリカ民謡 ジャズ/フュージョン 初級 3 ¥300
GS009241 茶色の小瓶(JAZZｱﾚﾝｼﾞ) 芙龍 明子 ｱﾒﾘｶ民謡 ｱﾒﾘｶ民謡 イージーリスニング 中級 5 ¥400
GS007722 茶摘 文部省唱歌 文部省唱歌 文部省唱歌 童謡/唱歌 初中級 5 ¥300
GS006134 茶摘(JAZZｱﾚﾝｼﾞ) 文部省唱歌 文部省唱歌 文部省唱歌 童謡/唱歌 中級 4 ¥400
GS023684 茶摘み 文部省唱歌 文部省唱歌 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS033098 茶摘み 文部省唱歌 文部省唱歌 童謡/唱歌 中級 5 ¥400
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GS038493 茶摘み (ジャズ・アレンジ) 文部省唱歌 文部省唱歌 文部省唱歌 童謡/唱歌 初中級 4 ¥300
GS039105 中央フリーウェイ YUMI ARAI YUMI ARAI 荒井 由実 J-POP 初級 4 ¥300
GS039115 中央フリーウェイ YUMI ARAI YUMI ARAI 荒井 由実 J-POP 中級 4 ¥400
GS007628 中国地方の子守歌 不詳 山田 耕筰 山田 耕筰 童謡/唱歌 中級 4 ¥400

GS037408
蝶々さん～最後の武士の娘～
メインテーマ

村松 崇継 村松 崇継 その他 中上級 5 ¥400

GS006538 調子のよい鍛冶屋
George Frideric
Handel

クラシック 初級 3 ¥300

GS007441 調子の良いかじや
George Frideric
Handel

クラシック 初級 3 ¥300

GS003918 超特急 岩沢 厚治 岩沢 厚治 ゆず J-POP 中級 8 ¥400
GS007256 鳥 より子｡ より子 J-POP 中級 3 ¥300
GS009652 鳥の人 久石 譲 久石 譲 TV/CM/映画/ゲーム 上級 5 ¥400
GS017549 鳥の人 久石 譲 久石 譲 その他 初級 6 ¥300
GS018462 鳥の人 ～エンディング～ 久石 譲 久石 譲 その他 中級 4 ¥400
GS018464 鳥の人(～ナウシカのテーマ～) 久石 譲 久石 譲 その他 中級 3 ¥300
GS005415 鎮魂歌 すぎやま こういち すぎやま こういち TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥200
GS021508 津軽海峡・冬景色 阿久 悠 三木 たかし 石川 さゆり 演歌/歌謡 初級 4 ¥300
GS023554 津軽海峡・冬景色 阿久 悠 三木 たかし 石川 さゆり 演歌/歌謡 中上級 5 ¥400
GS036977 津軽海峡・冬景色 阿久 悠 三木 たかし 石川 さゆり 演歌/歌謡 中級 4 ¥400
GS033256 追憶 Marvin Hamlisch その他 初中級 3 ¥300
GS037141 追憶 Marvin Hamlisch その他 入門 5 ¥300
GS038467 追憶 Marvin Hamlisch その他 上級 6 ¥400
GS011148 通りゃんせ 日本古謡 日本古謡 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS006131 通りゃんせ(JAZZｱﾚﾝｼﾞ) 不詳 不詳 日本古謡 童謡/唱歌 中級 4 ¥400
GS027486 椿 西村 由紀江 西村 由紀江 その他 上級 5 ¥400
GS009117 爪先 たえさん いかす ｵﾚｽｶﾊﾞﾝﾄﾞ J-POP 初級 5 ¥300
GS009752 爪先 たえさん いかす ｵﾚｽｶﾊﾞﾝﾄﾞ TV/CM/映画/ゲーム 中級 7 ¥400

GS035130
帝国のマーチ(ダース・ベイダー
のテーマ) 「スター・ウォーズ」シ
リーズより

John Williams John Williams その他 初中級 3 ¥300

GS016698 泥だらけのHERO KUREI ISEKI キマグレン J-POP 中級 7 ¥400

GS034946
徹子の部屋のテーマ(かんたん
アレンジ)

いずみ たく その他 初級 3 ¥300

GS008686 鉄人28号 三木 鶏郎 三木 鶏郎 六本木男声合唱 TV/CM/映画/ゲーム 中級 3 ¥300
GS035814 鉄人28号 三木 鶏郎 三木 鶏郎 六本木男声合唱 J-POP 初中級 3 ¥300
GS004013 鉄道員(piano version) 坂本 龍一 坂本 龍一 TV/CM/映画/ゲーム 上級 6 ¥400
GS011144 鉄道唱歌 大和田 建樹 多 梅稚 多 梅稚 童謡/唱歌 初級 3 ¥300
GS002108 鉄腕ｱﾄﾑ 谷川 俊太郎 高井 達雄 佐藤 真理子 TV/CM/映画/ゲーム 初級 4 ¥300
GS010090 鉄腕ｱﾄﾑ 谷川 俊太郎 高井 達雄 佐藤 真理子 TV/CM/映画/ゲーム 上級 6 ¥400
GS036930 鉄腕アトム(ジャズアレンジ) 高井 達雄 J-POP 中級 4 ¥400

GS027712 天までとどけっ!
山崎 徹＆山崎
弘/KMC

山崎 弘/KMC J-POP 初級 5 ¥300

GS001369
天下無敵のｺﾞｰﾔｰﾏﾝ☆(ﾊ調ｱﾚ
ﾝｼﾞ)

岡田 惠和 丸山 和範 ｶﾞﾚｯｼﾞｾｰﾙ J-POP 初級 5 ¥400

GS006857 天気予報の恋人 飛鳥 涼 飛鳥 涼 CHAGE&ASKA J-POP 初中級 5 ¥300
GS016333 天空の城ラピュタ 久石 譲 久石 譲 その他 初級 6 ¥300
GS017754 天空の城ラピュタ 久石 譲 久石 譲 その他 初級 4 ¥300
GS018456 天空の城ラピュタ 久石 譲 久石 譲 その他 中級 4 ¥400
GS005429 天空城 すぎやま こういち すぎやま こういち TV/CM/映画/ゲーム 初中級 3 ¥200

GS011524 天才!LET'S GO あややﾑ つんく
あややﾑwithｴｺﾊ
ﾑｽﾞ

TV/CM/映画/ゲーム 初級 5 ¥300

GS035801 天才バカボン
東京ムービー企
画部

渡辺 岳夫 アイドル・フォー J-POP 初中級 3 ¥300

GS036931 天才バカボン(ジャズアレンジ) 渡辺 岳夫 J-POP 中級 5 ¥400
GS039221 天才官兵衛 菅野 祐悟 TV/CM/映画/ゲーム 中級 4 ¥400
GS038335 天使と悪魔 深瀬 慧 深瀬 慧 SEKAI NO J-POP 中級 8 ¥400
GS010878 天使のｾﾚﾅｰﾃﾞ Gaetano Braga クラシック 中級 5 ¥400
GS010900 天使のｾﾚﾅｰﾃﾞ Gaetano Braga クラシック 初級 3 ¥300
GS007419 天使の夢 Anton Rubinstein クラシック 初級 4 ¥300
GS018021 天使達の歌 小渕 健太郎 小渕 健太郎 コブクロ J-POP 中級 4 ¥400
GS018035 天使達の歌 小渕 健太郎 小渕 健太郎 コブクロ J-POP 中級 6 ¥400

GS039154 天女の歌
高畑 勲/坂口 理
子

高畑 勲 その他 中級 3 ¥300

GS017695 天装戦隊ゴセイジャー 吉元 由美 YOFFY NoB J-POP 初級 6 ¥300
GS017722 天装戦隊ゴセイジャー 吉元 由美 YOFFY NoB J-POP 初級 5 ¥300
GS018350 天装戦隊ゴセイジャー 吉元 由美 YOFFY NoB(Project.R) J-POP 中級 8 ¥400

GS001653 天体観測 藤原 基央 藤原 基央
BUMP OF
CHICKEN

J-POP 上級 7 ¥400

GS008447 天体観測 藤原 基央 藤原 基央
BUMP OF
CHICKEN

J-POP 初級 4 ¥300

GS017204 天地人 ～オープニングテーマ 大島 ミチル その他 初級 4 ¥300
GS012781 天地人～オープニングテーマ 大島 ミチル 大島 ミチル TV/CM/映画/ゲーム 中級 5 ¥400
GS038800 伝えたいことがあるんだ 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 初級 4 ¥300
GS039168 伝えたいことがあるんだ 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 中上級 6 ¥400
GS003413 伝説､そして神話へ～ﾒｲﾝﾃｰﾏ 岩代 太郎 NHK交響楽団 TV/CM/映画/ゲーム 上級 4 ¥400
GS004021 伝説の町 中村 由利子 中村 由利子 イージーリスニング 上級 5 ¥400
GS006468 電池が切れるまで～ﾛﾝﾃﾞｨｰﾉ～ 葉加瀬 太郎 ﾗﾌｧｴﾙ TV/CM/映画/ゲーム 上級 6 ¥400
GS008509 徒然曜日 吉田 ゐさお 吉田 ゐさお 手嶌 葵 J-POP 中級 5 ¥400

GS005940 土曜日の嘘
森山 直太朗/御
徒町 凧

森山 直太朗 森山 直太朗 J-POP 中級 5 ¥400

GS003440 東京ｽヰｰﾄ 村上 てつや 村上 てつや ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ J-POP 上級 7 ¥400
GS034791 東京ディズニーシー・テーマソン Steve Hedrick Brad Kelley その他 中級 6 ¥400
GS034800 東京ディズニーシー・テーマソン Steve Hedrick Brad Kelley その他 入門 4 ¥300
GS034806 東京ディズニーシー・テーマソン Steve Hedrick Brad Kelley その他 初級 3 ¥300
GS009002 東京にもあったんだ 福山 雅治 福山 雅治 福山 雅治 J-POP 中級 6 ¥400
GS027384 東京の空 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 中級 5 ¥400
GS038801 東京の空 小田 和正 小田 和正 小田 和正 J-POP 初級 4 ¥300
GS006269 東京の冬 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 初中級 7 ¥300
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GS009154 東京の冬 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 初級 5 ¥300
GS037371 東京ブギウギ 鈴木 勝 服部 良一 笠置 シヅ子 演歌/歌謡 入門 4 ¥300
GS003524 東京ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 岡野 昭仁 ak.homma ﾎﾟﾙﾉｸﾞﾗﾌｨﾃｨ J-POP 上級 6 ¥400

GS007278
東方礼讃～Minimal China
(Piano Arranged Version)

梁 邦彦 梁 邦彦 TV/CM/映画/ゲーム 上級 7 ¥400

GS024547 桃源郷エイリアン 稲増 五生 新井 弘毅 serial TV drama J-POP 中級 9 ¥400
GS004308 等身大のﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ 太志 太志 Aqua Timez J-POP 初中級 5 ¥300
GS004696 等身大のﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ(ﾊ調ｱﾚﾝｼﾞ) 太志 太志 Aqua Timez J-POP 初級 5 ¥400
GS018344 透明だった世界 秦 基博 秦 基博 秦 基博 J-POP 初級 5 ¥300
GS018375 透明だった世界 秦 基博 秦 基博 秦 基博 J-POP 中級 7 ¥400

GS001698 闘魂こめて
椿 三平/西条 八
十

古関 裕而
渡辺 正典とﾋｯﾄ･
ｴﾝﾄﾞ･ﾗﾝ

演歌/歌謡 初中級 2 ¥300

GS005405 洞窟 すぎやま こういち すぎやま こういち TV/CM/映画/ゲーム 初中級 4 ¥300
GS038776 道化師のソネット さだ まさし さだ まさし さだ まさし 演歌/歌謡 初中級 5 ¥300
GS037121 峠のわが家 久野 静夫 アメリカ民謡 アメリカ民謡 童謡/唱歌 初級 4 ¥300
GS009262 峠の我が家(JAZZｱﾚﾝｼﾞ) Brewster Daniel E.Kelly ｱﾒﾘｶ民謡 イージーリスニング 中級 5 ¥400
GS008777 特捜戦隊ﾃﾞｶﾚﾝｼﾞｬｰ 吉元 由美 宮崎 歩 ｻｲｷｯｸﾗﾊﾞｰ TV/CM/映画/ゲーム 初級 4 ¥300
GS016980 曇天 氏原 ワタル 氏原 ワタル DOES J-POP 中級 5 ¥400

GS002578 扉の向こうへ
YeLLOW
Generation

森元 康介
YeLLOW
Generation

J-POP 中級 4 ¥400

GS008987 扉をあけよう 西村 由紀江 西村 由紀江 J-POP 中級 7 ¥400
GS014716 飛び方を忘れた小さな鳥 MISIA Yudai Suzuki MISIA J-POP 中級 4 ¥400

GS003109
飛び方を忘れた小さな鳥 STAR
OCEAN version

MISIA Yudai Suzuki MISIA J-POP 上級 5 ¥400

GS024288 飛べないアゲハチョウ 秋元 康 井上 ヨシマサ AKB48 J-POP 中級 5 ¥400
GS005518 飛べない鳥 岩沢 厚治 岩沢 厚治 ゆず J-POP 上級 5 ¥400
GS011107 俵はごろごろ 野口 雨情 本居 長世 本居 長世 童謡/唱歌 初級 2 ¥200
GS035306 平清盛テーマ曲 吉松 隆 吉松 隆 その他 中級 6 ¥400
GS036149 平清盛テーマ曲 「梁塵秘抄」より 吉松 隆 その他 初級 7 ¥300
GS006272 宝島 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 中級 7 ¥400
GS016638 宝物 川江 美奈子 川江 美奈子 今井 美樹 J-POP 中級 5 ¥400

GS004978 抱いてｾﾆｮﾘｰﾀ zopp
渡辺 未来/真崎
修

山下 智久 J-POP 中級 5 ¥400

GS023648 抱いてセニョリータ zopp
渡辺 未来/真崎
修

山下 智久 J-POP 初級 4 ¥300

GS001532 抱きしめたい 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 中級 3 ¥300

GS003482 抱きしめたい tetsuhiko
tetsuhiko/Tomoji
Sogawa

K J-POP 中級 4 ¥300

GS007488 抱きしめたい 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 上級 5 ¥400
GS014891 抱きしめたい 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 初級 5 ¥300
GS016163 抱きしめたい 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 中級 6 ¥400
GS016197 抱きしめたい 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 初級 5 ¥300
GS017575 抱きしめたい 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 初級 4 ¥300
GS017976 抱きしめたい 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 初中級 5 ¥300
GS027694 抱きしめたい 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 上級 5 ¥400
GS021076 抱きしめたい(ジャズ･アレンジ) 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 中上級 7 ¥400
GS001168 紡ぎ歌 Ellmenreich Ellmenreich クラシック 初中級 6 ¥300
GS024159 紡ぎ歌 Felix クラシック 上級 7 ¥400
GS007903 妙なる調和 歌劇｢ﾄｽｶ｣ Giacomo Puccini クラシック 上級 4 ¥400
GS038316 友　～旅立ちの時～ 北川 悠仁 北川 悠仁 ゆず J-POP 中級 6 ¥400
GS038317 友　～旅立ちの時～ 北川 悠仁 北川 悠仁 ゆず J-POP 初級 5 ¥300
GS033516 友達に贈る歌 Sonar Pocket Sonar Pocket Sonar Pocket J-POP 中級 8 ¥400
GS038275 友達のフリ ふるっぺ/森さん ふるっぺ ケラケラ J-POP 中級 6 ¥400
GS006811 友達の唄 北川 悠仁 北川 悠仁 ゆず J-POP 中級 7 ¥400

GS021762 友達の唄 藤原 基央 藤原 基央
BUMP OF
CHICKEN

J-POP 上級 6 ¥400

GS002670 友達の詩 中村 中 中村 中 中村 中 J-POP 中級 7 ¥400

GS038220 友達より大事な人 いしわたり 淳治
Ryosuke Dr.R
Sakai

剛力 彩芽 J-POP 中級 7 ¥400

GS038453 友達より大事な人 いしわたり 淳治
Ryosuke Dr.R
Sakai

剛力 彩芽 J-POP 初級 6 ¥300

GS001323 翼がなくても 岸谷 香 岸谷 香 COLOR J-POP 初級 5 ¥400
GS017207 翼の折れたエンジェル 高橋 研 高橋 研 中村 あゆみ J-POP 初級 5 ¥300
GS018198 翼をください 山上 路夫 村井 邦彦 赤い鳥 J-POP 初級 4 ¥300
GS033399 翼をください 山上 路夫 村井 邦彦 ミゲル J-POP 初級 4 ¥300
GS033945 翼をください 山上 路夫 村井 邦彦 赤い鳥 演歌/歌謡 入門 4 ¥300
GS010574 翼を広げて 坂井 泉水 織田 哲郎 ZARD J-POP 中級 6 ¥400

GS033241 旅ダチノウタ
leonn/Mitsuhiro
Hidaka

Minoru Komorita AAA J-POP 初級 4 ¥300

GS007516 旅の宿 岡本 おさみ 吉田 拓郎 吉田 拓郎 J-POP 初中級 4 ¥300
GS004874 旅人 ｹﾂﾒｲｼ ｹﾂﾒｲｼ ｹﾂﾒｲｼ J-POP 中級 8 ¥400
GS005596 旅人 宮崎 吾朗 谷山 浩子 手嶌 葵 TV/CM/映画/ゲーム 初級 4 ¥300
GS008665 旅人 坂元 裕二 武部 聡志 高杉 さと美 J-POP 中級 6 ¥400
GS016642 旅人 福山 雅治 福山 雅治 福山 雅治 J-POP 中級 7 ¥400
GS017429 旅夢 ～tabiyume～ 小松 亮太 小松 亮太 その他 中上級 9 ¥400
GS009315 旅立ち 西村 由紀江 西村 由紀江 J-POP 中級 7 ¥400
GS009637 旅立ち 久石 譲 久石 譲 TV/CM/映画/ゲーム 上級 5 ¥400
GS016336 旅立ち 久石 譲 久石 譲 その他 初級 4 ¥300
GS016373 旅立ち 久石 譲 久石 譲 その他 初級 4 ¥300
GS016726 旅立ち GReeeeN GReeeeN GReeeeN J-POP 中級 6 ¥400
GS017188 旅立ち 久石 譲 その他 中級 5 ¥400
GS017512 旅立ち 久石 譲 久石 譲 その他 中上級 5 ¥400
GS018250 旅立ち 久石 譲 久石 譲 その他 初級 3 ¥300
GS027002 旅立ち 別れ(中級ソロ) 渡辺 俊幸 渡辺 俊幸 J-POP 中級 3 ¥300
GS010517 旅立ち(ｼｮﾊﾟﾝ風ｱﾚﾝｼﾞ) 久石 譲 久石 譲 TV/CM/映画/ゲーム 上級 5 ¥400
GS009593 旅立ちの唄 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 中級 6 ¥400
GS009805 旅立ちの唄 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 中級 5 ¥400
GS010182 旅立ちの唄 桜井 和寿 桜井 和寿 Mr.Children J-POP 初級 4 ¥300
GS004253 旅立ちの日に 小嶋 登 坂本 浩美 坂本 浩美 J-POP 中級 4 ¥400
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GS016209 旅立ちの日に 小嶋 登 坂本 浩美 坂本 浩美 童謡/唱歌 初級 5 ¥300
GS018182 旅立ちの日に 小嶋 登 坂本 浩美 坂本 浩美 J-POP 初級 5 ¥300
GS022459 旅立ちの日に 小嶋 登 坂本 浩美 坂本 浩美 童謡/唱歌 初級 5 ¥300
GS005559 旅立ちの日に(ﾊ調ｱﾚﾝｼﾞ) 小嶋 登 坂本 浩美 坂本 浩美 J-POP 初級 4 ¥300
GS039155 旅立ちの日に… 川嶋 あい 川嶋 あい 川嶋 あい J-POP 初級 5 ¥300
GS017565 旅立ちの風 窪田 ミナ その他 中上級 5 ¥400
GS008324 旅立ち-西へ- 久石 譲 久石 譲 TV/CM/映画/ゲーム 初級 3 ¥300

GS017238 旅立つキミへ
Kanako
Kato/RSP

RSP/Jeff
Miyahara/Pochi

RSP J-POP 中級 6 ¥400

GS010793 旅立つ日～完全版 秋元 康 井上 ﾖｼﾏｻ JULEPS TV/CM/映画/ゲーム 中級 6 ¥400
GS017540 旅路 寺嶋 民哉 その他 中上級 4 ¥400
GS038212 旅路(夢中飛行) 久石 譲 その他 中級 4 ¥400
GS038462 旅路(夢中飛行) 久石 譲 その他 中上級 4 ¥400
GS016730 冷たい雨 持田 香織 五十嵐 充 Every Little Thing J-POP 中級 4 ¥400
GS004242 冷たい夏 桑田 佳祐 桑田 佳祐 ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ J-POP 初中級 6 ¥300
GS007528 冷たい手～3年8ヵ月～ ｱｷﾋﾄ ｼﾗﾀﾏ ﾎﾟﾙﾉｸﾞﾗﾌｨﾃｨ J-POP 中級 6 ¥400
GS009485 橙 橋本 絵莉子 橋本 絵莉子 ﾁｬｯﾄﾓﾝﾁｰ J-POP 中級 4 ¥400
GS035819 翔べ！ガンダム 井荻 麟 渡辺 岳夫 池田 鴻 J-POP 初中級 4 ¥300
GS007187 蕾 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 中級 6 ¥400
GS009162 蕾 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 初級 5 ¥300
GS009417 蕾 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 上級 5 ¥400
GS016167 蕾 小渕 健太郎 小渕 健太郎 コブクロ J-POP 中級 5 ¥400
GS021086 蕾 小渕 健太郎 小渕 健太郎 コブクロ J-POP 中級 5 ¥400
GS021530 蕾 小渕 健太郎 小渕 健太郎 コブクロ J-POP 初級 5 ¥300
GS010786 蕾(ﾊ調ｱﾚﾝｼﾞ) 小渕 健太郎 小渕 健太郎 ｺﾌﾞｸﾛ J-POP 初級 5 ¥400
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