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1 このリストには、2021年4月30日現在、弊社が発行中の商品を掲載いたしました。

　2021年5月1日以降に出版予定のものも、発刊の可能性の高いものを選び、一部収載をしております。

2 各出版物に関する表示は下記の通りです。

　①シリーズの通し番号が欠番となっているものは、絶版です。

　②商品をご注文いただく場合は、注文番号をご利用ください。

　③本体価格は2021年4月30日現在の本体価格を表示しております。

　　なお、重版によって本体価格が変更になる商品もございますので、予めご了承ください。

3 季節商品につきましては該当する時期をのぞいて品切れとする場合がございます。

4 備考欄に発注単位が表示されておりますが、これはお店から弊社へ注文をいただく場合の受注承り単位です。

　また「返品不可」の表示のあるものは、お店から弊社への返品を承ることはできません。



タイトル 本体価格 税込価格 注文番号 ISBN 注文数 備考

書籍

(1) 学習書・独習書

▼ 大人の入門シリーズ ▼

大人の音楽史入門～読んでわかる! きいてわかる! クラ

シック音楽の歴史（CD付）
¥1,800 ¥1,980 GTB01081204 9784636812046 長沼由美／二藤宏美 著

大人の楽典入門 読んでわかる! きいてわかる! 楽譜の読

み方（CD付）
¥1,800 ¥1,980 GTB01080395 4636803957 長沼由美／二藤宏美 著

大人の楽器入門～読んでわかる!きいてわかる! 楽器の歴

史と名曲（CD付）
¥2,000 ¥2,200 GTB01083528 9784636835281 長沼由美／二藤宏美 著

▼ ゼロからすぐに身につく本 ▼

よくわかる楽典の教科書 ¥1,600 ¥1,760 GTB01085998 9784636859980 小谷野健一 著

よくわかる作曲の教科書 ¥1,600 ¥1,760 GTB01084630 9784636846300 秋山公良 著

よくわかる作詞の教科書 ¥1,500 ¥1,650 GTB01084508 9784636845082 上田起士 著

よくわかるアレンジの教科書（CD付） ¥1,800 ¥1,980 GTB01091592 9784636915921 参考演奏CD 秋山公良 著

よくわかる音楽理論の教科書（CD付） ¥1,800 ¥1,980 GTB01090367 9784636903676 秋山公良 著

よくわかる録音の教科書 ¥1,600 ¥1,760 GTB01087079 9784636870794 満田恒春 著

▼楽譜の読み方／楽典／和声／聴音／スコアリーディング▼

ショパンの楽譜、どの版を選べばいいの？ -エディショ

ンの違いで読み解くショパンの音楽
¥2,000 ¥2,200 GTB01090097 9784636900972 岡部玲子 著

ありそうでなかった　形から引ける音楽記号辞典　ジュ

ニア版
¥1,900 ¥2,090 GTB01097466 9784636974669

ありそうでなかった 形から引ける 音楽記号辞典 ¥1,600 ¥1,760 GTB01081322 9784636813227

吹奏楽のための 音楽形式がわかる本 ¥2,200 ¥2,420 GTB01090647 9784636906479 八木澤教司 著

エッセンシャル・ディクショナリー 楽典・楽譜の書き方 ¥1,000 ¥1,100 GTB01090990 9784636909906
トム・ゲルー／リンダ・

ラスク 著

1冊でわかるポケット教養シリーズ 楽譜をまるごと読み

解く本
¥950 ¥1,045 GTB01094620 9784636946208

シンプルだからわかりやすい!! 誰でもできる楽譜の読み

書き（CD付）
¥1,600 ¥1,760 GTB01091671 9784636916713 山下 正 著 教則対応CD

吹奏楽部員のための楽典がわかる本 ¥2,000 ¥2,200 GTB01090645 9784636906455 広瀬勇人 著

吹奏楽のための読譜とソルフェージュがわかる本 ¥2,000 ¥2,200 GTB01090096 9784636900965 広瀬勇人 著

絶対！わかる 楽典100のコツ ¥1,600 ¥1,760 GTB01091863 9784636918632 小谷野健一 著

聴くだけ楽典入門～藤巻メソッド～（DVD-ROM付） ¥2,000 ¥2,200 GTB01088929 9784636889291 藤巻 浩 著

大人の楽典入門 読んでわかる! きいてわかる! 楽譜の読

み方（CD付）
¥1,800 ¥1,980 GTB01080395 4636803957

よくわかる楽典の教科書 ¥1,600 ¥1,760 GTB01085998 9784636859980 小谷野健一 著

よくわかる やくにたつ ザ・楽典 ¥1,000 ¥1,100 TBGA 4636207319

絶対! わかる　和声法100のコツ ¥1,700 ¥1,870 GTB01096221 9784636962215 土田 京子 著

演奏につなげる 和声 入門ワーク ¥1,800 ¥1,980 GTB01090440 9784636904406 佐怒賀悦子 著

よくわかる音楽理論の教科書（CD付） ¥1,800 ¥1,980 GTB01090367 9784636903676 秋山公良 著

エッセンシャル・ディクショナリー 音楽用語・作曲家 ¥1,300 ¥1,430 GTB01097950
リンジー・C・ハーンズ

バーガー 著

吹奏楽のためのスコア入門 ～演奏が変わるスコアリー

ディング講座～
¥2,600 ¥2,860 GTB01089652 9784636896527 小林恵子 著

聴くだけ音感入門～藤巻メソッド～（DVD-ROM付） ¥2,000 ¥2,200 GTB01089789 9784636897890 藤巻 浩 著

聴くだけスケール入門～藤巻メソッド～（DVD-ROM

付）
¥2,000 ¥2,200 GTB01093076 9784636930764 藤巻 浩 著

演奏につなげる 和声聴音 音源ダウンロード対応 ¥1,800 ¥1,980 GTB01096469 9784636964691 佐怒賀悦子 著

▼作曲／作詞／編曲▼

作曲はじめます！～マンガで身に付く曲づくりの基本～ ¥1,400 ¥1,540 GTB01097026 9784636970265

monaca:factory(著)/10

日P(著)/ゆきしろくろ(マ

ンガ)

15秒作曲入門 ¥1,800 ¥1,980 GTB01095982 9784636959826 野口義修 著

15秒作詞入門 ¥1,800 ¥1,980 GTB01096313 9784636963137 野口義修 著

ポール・マッカートニー作曲術 ¥1,800 ¥1,980 GTB01095840 9784636958409 野口義修 著

一発で記憶に残る曲を作る！「9つのルール」 ¥1,600 ¥1,760 GTB01095838 9784636958386 割田康彦 著

はじめてのレコーディング ¥1,700 ¥1,870 GTB01094592 9784636945928 満田恒春 著

エッセンシャル・ディクショナリー 楽器の音域・音質・

奏法
¥1,100 ¥1,210 GTB01092331 9784636923315

トム・ゲルー／デイヴ・

ブラック 著

作曲少女～平凡な私が14日間で曲を作れるようになった

話
¥1,600 ¥1,760 GTB01091595 9784636915952 仰木日向 著



作詞少女～詞をなめてた私が知った8つの技術と勇気の話

～
¥1,600 ¥1,760 GTB01094334 9784636943344 仰木日向 著

作曲少女2～転調を知って世界が変わる私たちの話～ ¥1,600 ¥1,760 GTB01096013 9784636960136 仰木日向 著

作曲少女Q ～曲作りに悩み始めた私がやらかした12の話

～
¥1,600 ¥1,760 GTB01097376 9784636973761 仰木日向 著

作曲のための8の極意 ¥1,700 ¥1,870 GTB01090132 9784636901320

チャートで簡単すぐできる! 宇宙一やさしい はじめての

曲づくり
¥1,500 ¥1,650 GTL01090013 9784636900132

Go! Go! GUITARブックス 絶対曲が作れる！ギタリスト

のための音楽理論 （CD付）
¥2,000 ¥2,200 GTB01094273 9784636942736 教則対応CD 宮脇俊郎 著

ギターで曲がどんどん作れる! 今日からはじめるソングラ

イティング （CD付）
¥1,800 ¥1,980 GTL01093158 9784636931587 教則対応CD

バンドでセッションしながらオリジナル曲が作れる本 ¥1,800 ¥1,980 GTB01093092 9784636930924 安保 亮 著

ウケる! 作曲入門 ～心に残る曲を作るテクニック～ ¥1,600 ¥1,760 GTB01087081 9784636870817 上田起士 著

聴くだけ作曲入門 ～藤巻メソッド～（DVD-ROM付） ¥2,000 ¥2,200 GTB01090931 9784636909319 藤巻 浩 著

作りながら覚える 3日で作曲入門（CD-ROM付） ¥1,800 ¥1,980 GTB01091692 9784636916928
monaka：factory（10日

P）著

ゼロからの作曲入門 ～プロ直伝のメロディの作り方～ ¥1,700 ¥1,870 GTB01093079 9784636930795 四月朔日義昭 著

よくわかる作曲の教科書 ¥1,600 ¥1,760 GTB01084630 9784636846300 秋山公良 著

よくわかるアレンジの教科書（CD付） ¥1,800 ¥1,980 GTB01091592 9784636915921 参考演奏CD 秋山公良 著

よくわかる作詞の教科書 ¥1,500 ¥1,650 GTB01084508 9784636845082 上田起士 著

ゼロからの作詞入門 ～プロ直伝の考え方とテクニック～ ¥1,700 ¥1,870 GTB01090991 9784636909913 井筒日美 著

独学必携！藤巻式コード作曲法(DVD付) ～藤巻式メソッ

ド～
¥1,900 ¥2,090 GTB01085227 9784636852271 藤巻 浩 著

編曲の本 ¥8,000 ¥8,800 GTB209800 463620980X 日本作編曲家協会 著

コード編曲法 ～藤巻式メソッド～（DVD-ROM付） ¥2,300 ¥2,530 GTB01087082 9784636870824 藤巻 浩 著

作曲力を向上させる アナリーゼ入門 ～藤巻メソッド～ ¥2,300 ¥2,530 GTB01095327 9784636953275 藤巻 浩 著

▼1冊でわかるポケット教養シリーズ▼

音楽家65人の修行時代 ¥950 ¥1,045 GTB01097698 9784636976984

数字と科学から読む音楽 ¥1,100 ¥1,210 GTB01097358 9784636973587 西原 稔/安生健 著

1日1曲 365日のクラシック ¥1,100 ¥1,210 GTB01097228 9784636972283 近藤 憲一 著

オーケストラの世界 ¥950 ¥1,045 GTB01097029 9784636970296 近藤 憲一 著

ピアノが上達する音楽の思考法 ¥950 ¥1,045 GTB01096468 9784636964684

楽典がすいすい学べる本 ¥950 ¥1,045 GTB01097285 9784636972856 土田京子 著

和声法がさくさく理解できる本 ¥950 ¥1,045 GTB01094894 9784636948943 土田京子 著

和声法がぐんぐん身につく本 ¥950 ¥1,045 GTB01096215 9784636962154 土田京子 著

裏側から見るクラシック作曲家 ¥950 ¥1,045 GTB01095005 9784636950052 上原章江 著

こんな僕でも指揮者になれた ¥950 ¥1,045 GTB01091689 9784636916898 堀 俊輔 著

指揮者の世界 ¥950 ¥1,045 GTB01091690 9784636916904
近藤憲一／西村 理／岩原

正夫 著

クラシックの作曲家たち ¥950 ¥1,045 GTB01090087 9784636900873 萩谷由喜子 著

クラシックのピアニストたち ¥950 ¥1,045 GTB01090088 9784636900880 萩谷由喜子 著

吉松 隆の 調性で読み解くクラシック ¥950 ¥1,045 GTB01090930 9784636909302 吉松 隆 著

形式から理解するクラシック ¥950 ¥1,045 GTB01093335 9784636933352 舟橋三十子 著

楽譜をまるごと読み解く本 ¥950 ¥1,045 GTB01094620 9784636946208

ミュージカル入門 ¥950 ¥1,045 GTB01090084 9784636900842 石原隆司 著

オペラ入門 ¥950 ¥1,045 GTB01090082 9784636900828 石戸谷結子 著

邦楽入門 ¥950 ¥1,045 GTB01090086 9784636900866 西川浩平 著

バレエ入門 ¥950 ¥1,045 GTB01090083 9784636900835 林 愛子／林田直樹 著

リアル・キューバ音楽 ¥950 ¥1,045 GTB01091758 9784636917581
ペドロ・バージェ／大金

とおる 共著

リアル・ブラジル音楽 ¥950 ¥1,045 GTB01091760 9784636917604 ウィリー・ヲゥーバー 著

あなたが知らない“裏”音楽史 ¥950 ¥1,045 GTB01091691 9784636916911 大日方俊子 著

音楽ものしり事典 ¥950 ¥1,045 GTB01090085 9784636900859 長田暁二 著

美しい日本の言葉と音 ¥950 ¥1,045 GTB01090929 9784636909296 谷本聡美 著

▼新総合音楽講座▼

(1)楽典 ¥1,300 ¥1,430 TGNGATEN 4636132815 （財）ヤマハ音楽振興会

(2)ソルフェージュ ¥1,400 ¥1,540 TGNSOL 4636132823 （財）ヤマハ音楽振興会

(4)楽式 ¥1,845 ¥2,030 TGNGAKI 463613284X （財）ヤマハ音楽振興会

(5)コード進行法 ¥1,000 ¥1,100 TGNCHORD 4636132858 （財）ヤマハ音楽振興会

(6)伴奏づけ ¥1,800 ¥1,980 TGNBAN 4636132866 （財）ヤマハ音楽振興会

(7)和声法 ¥1,690 ¥1,859 TGNWASE 4636132874 （財）ヤマハ音楽振興会



(8)管弦楽法概論 ¥1,690 ¥1,859 TGNKANGEN 4636132882 （財）ヤマハ音楽振興会

(9)合唱編作 ¥2,000 ¥2,200 TGT01084174 9784636841749 （財）ヤマハ音楽振興会

▼デジタル音楽教材▼

アルトリコーダー授業 （DVD-ROM付） ¥7,500 ¥8,250 GXS01094965 9784636949650 教則対応DVD-ROM

ソプラノリコーダー授業 （DVD-ROM付） #### #### GXS01096947 9784636969474 教則対応DVD-ROM

リコーダーランド ～自分だけの音を見つけよう～ ¥350 ¥385 GXS01096991 9784636969917
ソプラノリコーダー授業

副教材

ギター授業 （DVD-ROM付） ¥7,500 ¥8,250 GXS01094481 9784636944815 教則対応DVD-ROM

箏授業 （DVD-ROM付） ¥7,500 ¥8,250 GXS01094484 9784636944846 教則対応DVD-ROM

¥0

(2) 実用書

▼体のストレッチ／呼吸法とボーカル･トレーニング／合唱▼

1分で体がすっきり生き返る鼻トレ! ¥1,300 ¥1,430 GTB01097203 9784636972030 深堀真由美 著

ひらめく直感力をぐんぐん鍛える 耳トレ！ドリル （CD

付）
¥1,400 ¥1,540 GTB01097756 9784636977561 小松正史 著

1分で「聞こえ」が変わる耳トレ!（CD付） ¥1,500 ¥1,650 GTB01094648 9784636946482
小松正史 著／教則対応

CD

毎日耳トレ！～1ヵ月で集中脳・記憶脳を鍛える～（CD

付）
¥1,400 ¥1,540 GTB01096220 9784636962208 小松正史 著

発達が気になる子のイヤートレーニング～聴覚刺激で

「できた！」を増やす（CD付）
¥1,800 ¥1,980 GTB01096431 9784636964318

小松正史 著／華園力 監

修

賢い子が育つ 耳の体操（脳と感覚を鍛えるCDつき） ¥1,800 ¥1,980 GTB01094184 9784636941845 小松正史 著

実力が120％発揮できる! ピアノがうまくなる からだ作

りワークブック
¥2,000 ¥2,200 GTB01095330 9784636953305 かわかみひろひこ 著

演奏者のための はじめてのボディ・マッピング ～演奏も

カラダも生まれ変わる～
¥2,000 ¥2,200 GTB01094335 9784636943351 ナガイカヤノ 著

演奏者のための はじめてのアレクサンダー・テクニーク

～からだを使うのが楽になる～
¥1,800 ¥1,980 GTB01090094 9784636900941 石井ゆりこ 著

ピアニストのためのアレクサンダー・テクニーク ¥1,900 ¥2,090 GTB01093586 9784636935868 森 朝 著

ピアニストのためのヨガ入門 ¥1,600 ¥1,760 GTB01093094 9784636930948 深堀真由美 著

理学療法で身体から変える ピアノ体操 ¥1,700 ¥1,870 GTB01096074 9784636960747 高野賢一郎 著

理学療法で身体から変える　バイオリン体操 ¥1,700 ¥1,870 GTB01096075 9784636960754 高野賢一郎 著

理学療法で身体から変える　木管楽器体操 ¥1,700 ¥1,870 GTB01096076 9784636960761 高野賢一郎 著

理学療法で身体から変える　金管楽器体操 ¥1,700 ¥1,870 GTB01096077 9784636960778 高野賢一郎 著

理学療法で身体から変える　合唱・ボーカル体操 ¥1,700 ¥1,870 GTB01096079 9784636960792 高野賢一郎 著

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック 呼吸編 ¥1,600 ¥1,760 GTB01097011 9784636970111
丸谷明夫（淀川工科高等

学校）監修

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック からだメンテナンス編 ¥1,500 ¥1,650 GTB01090089 9784636900897
丸谷明夫（淀川工科高等

学校）監修

演奏者のカラダストレッチ ～「りきみ」を取る、演奏が

変わる～
¥1,600 ¥1,760 GTB01085873 9784636858730 荻山悟史 著

あくび声トレ　15秒で話し方が変わる ¥1,400 ¥1,540 GTB01096626 9784636966268
牟田 祥子(アナウンサー)

著

声が20 歳若返るトレーニング ¥1,500 ¥1,650 GTB01093583 9784636935837
上野実咲（上野ヴォーカ

ルアカデミー）著

最強の声と体を手に入れる！ マッスルボイトレ ¥1,500 ¥1,650 GTB01096217 9784636962178 東 哲一郎 著

実践ボーカル力養成講座 ～世界基準の声量と歌唱力を身

につける～
¥2,300 ¥2,530 GTB01094124 9784636941241

チョン・ギヨン 著／ME

YOU 訳

実践リズム感養成講座～あらゆる音楽で使えるリズムと

グルーヴを身につける～
¥1,900 ¥2,090 GTB01097386 9784636973860

チョン・ギヨン 著／ME

YOU 訳

初対面の印象が変わる! きれいな声の作り方 ¥1,300 ¥1,430 GTB01087003 9784636870039 絶版 岡田ルミ 著

あっというまに歌がうまくなる! 声が良くなる いちばん

やさしい本
¥1,200 ¥1,320 GTB01082751 9784636827514 上野直樹 著

イタリア語で歌いましょう　～歌唱表現を豊かにする発

音・発声入門～
¥2,100 ¥2,310 GTB01096880 9784636968804 森田 学 著

合唱のための実践練習書 女声・男声合唱編 ¥2,200 ¥2,420 GTB01094401 9784636944013

合唱のための実践練習書 混声合唱編 ¥2,200 ¥2,420 GTB01094402 9784636944020

絶対！うまくなる 合唱100のコツ ¥1,600 ¥1,760 GTB01090134 9784636901344 田中信昭 著

必ず役立つ合唱の本 ¥1,800 ¥1,980 GTB01089170 9784636891706
清水敬一（日本合唱指揮

者協会理事長）監修

必ず役立つ合唱の本 レベルアップ編 ¥1,800 ¥1,980 GTB01089859 9784636898590
清水敬一（日本合唱指揮

者協会理事長）監修



必ず役立つ合唱の本 ボイストレーニングと身体の使い方

編
¥1,800 ¥1,980 GTB01091940 9784636919400 北條加奈 著

必ず役立つ合唱の本 日本語作品編 ¥1,800 ¥1,980 GTB01090727 9784636907278 古橋富士雄 監修

必ず役立つ合唱の本 教会音楽編 ¥1,800 ¥1,980 GTB01090648 9784636906486
松村努（日本合唱指揮者

協会副理事長）監修

必ず役立つ 学級担任のための 合唱の本 ¥1,800 ¥1,980 GTB01090992 9784636909920 野本立人 監修

合唱のための 外国語作品がわかる本 ¥2,400 ¥2,640 GTB01090724 9784636907247

古橋富士雄（NHK東京児

童合唱団名誉指揮者）監

修

「教える」から「学びを深める」うた授業へ　～常時活

動から歌唱共通教材、合唱へとつながる新しい学び方～
¥2,200 ¥2,420 GXS01097847 9784636978476

岩井 智宏 著／松長 誠 著

／平野 次郎 編著

▼オーディション▼

ここで差がつく！　バンドコンテストで勝つための本 ～

審査員がスミからスミまで教えます～ （CD付）
¥2,000 ¥2,200 GTB01094276 9784636942767 教則対応CD 野村大輔 著

絶対受かりたい! 音楽オーディションのコツ100 ¥1,500 ¥1,650 GTB01088292 9784636882926

ヤマハミュージックパブ

リッシングアーティスト

育成チーム監修

▼楽器▼

楽器全般

エッセンシャル・ディクショナリー 楽器の音域・音質・

奏法
¥1,100 ¥1,210 GTB01092331 9784636923315

トム・ゲルー／デイヴ・

ブラック 著

鍵盤楽器

ピアノのお悩み解決クリニック 演奏テクニック編 ¥1,000 ¥1,100 GTB01095042 9784636950427 春畑セロリ 著

ピアノのお悩み解決クリニック 練習向上編 ¥1,000 ¥1,100 GTB01095043 9784636950434 春畑セロリ 著

ピアノのお悩み解決クリニック 心とからだ編 ¥1,000 ¥1,100 GTB01095044 9784636950441 春畑セロリ 著

ピアノのお悩み解決クリニック 楽典・楽器編 ¥1,000 ¥1,100 GTB01095045 9784636950458 春畑セロリ 著

ピアノと友だちになる50の方法　楽典 ¥1,600 ¥1,760 GTB01093406 9784636934069
佐々木邦雄 著／小原孝

監修

ピアノと友だちになる50の方法　からだの使い方 ¥1,600 ¥1,760 GTB01093404 9784636934045
小野ひとみ 著／小原孝

監修

ピアノと友だちになる50の方法　チェルニー活用法 ¥1,600 ¥1,760 GTB01093587 9784636935875
佐藤 卓史 著／小原孝 監

修

ピアノと友だちになる50の方法　コードネーム ¥1,600 ¥1,760 GTB01093585 9784636935851
春畑 セロリ 著／小原孝

監修

ピアノの教科書 ¥1,500 ¥1,650 GTB01096591 9784636965919 丹内真弓 著

ピアノ図鑑 ～歴史、構造、世界の銘器～ ¥3,800 ¥4,180 GTB01091066 9784636910667
ジョン＝ポール・ウィリ

アムズ 著／元井夏彦 訳

コードで弾けちゃうピアノ 五線譜なしでアドリブができ

るようになる本（DVD付）
¥2,000 ¥2,200 GTB01091771 9784636917710 杉山 泰 著 教則対応DVD

絶対！ うまくなる 鍵盤ハーモニカ 100のコツ ¥1,800 ¥1,980 GTB01091848 9784636918489 松田 昌 著

弦楽器

ハヴァシュ・バイオリン奏法 -力みをとり、あがりを克

服するアプローチ
¥2,100 ¥2,310 GTB01091834 9784636918342 カトー・ハヴァシュ 著

絶対！ うまくなる バイオリン 100のコツ ¥1,800 ¥1,980 GTB01090820 9784636908206 篠崎史紀 著

ヴァイオリン マニュアル 日本語版 ¥3,600 ¥3,960 GTB01090994 9784636909944
ジョン・ゴスリング／

マーカス・コーリー 著

おもしろバイオリン事典 ¥1,600 ¥1,760 GTB01094622 9784636946222 奥田佳道／山田治生 著

パワーアップ吹奏楽! コントラバス ¥1,600 ¥1,760 GTB01091997 9784636919974 鷲見 精一 著

図解 弦楽器用語事典 ¥2,800 ¥3,080 GTB01090725 9784636907254 ジョー・ノルドリリョ 著

ヴァイオリニスト 20の哲学 ¥1,600 ¥1,760 GTB01090446 9784636904468 千住真理子 著

アコースティック・ギター マニュアル（日本語版） ¥3,800 ¥4,180 GTB01087008 9784636870084 ポール・バルマー 著

絶対！うまくなる 二胡100のコツ ¥1,800 ¥1,980 GTB01088185 9784636881851 賈 鵬芳 著

絶対! うまくなる 三線100 のコツ ¥1,800 ¥1,980 GTB01090131 9784636901313 仲本光正 著

はじめてのウクレレメンテナンスブック ¥1,600 ¥1,760 GTB01090133 9784636901337 IWAO 著

出したい音を出す! ギターの音作り入門 ¥1,800 ¥1,980 GTB01091938 9784636919387 宮脇俊郎 著

金管・木管楽器・打楽器

絶対! うまくなる リコーダー 100のコツ ¥1,800 ¥1,980 GTB01088291 9784636882919 吉澤 実 著

絶対! うまくなる ハーモニカ100のコツ ¥1,800 ¥1,980 GTB01089476 9784636894769 木谷悦子 著

絶対! うまくなる オカリナ100のコツ ¥1,800 ¥1,980 GTB01089475 9784636894752 大沢 聡 著

絶対! うまくなる フルート100のコツ ¥1,800 ¥1,980 GTB01090819 9784636908190 細川順三 著

絶対! うまくなる　サクソフォーン100のコツ ¥1,800 ¥1,980 GTB01091353 9784636913538 須川 展也 著

パワーアップ吹奏楽! フルート ¥1,600 ¥1,760 GTB01091850 9784636918502 立花千春 著



パワーアップ吹奏楽! オーボエ ¥1,600 ¥1,760 GTB01091999 9784636919998 宮村和宏 著

パワーアップ吹奏楽! クラリネット ¥1,600 ¥1,760 GTB01091998 9784636919981 松本健司 著

パワーアップ吹奏楽! ファゴット ¥1,600 ¥1,760 GTB01092002 9784636920024 鹿野智子 著

パワーアップ吹奏楽! サクソフォン ¥1,600 ¥1,760 GTB01091851 9784636918519 田中靖人 著

サクソフォン・マニュアル（日本語版） ¥3,800 ¥4,180 GTB01089688 9784636896886
スティーブン・ハワード

著

クラリネットマニュアル（日本語版） ¥3,800 ¥4,180 GTB01095232 9784636952322
スティーブン・ハワード

著

はじめての管楽器メンテナンスブック【木管楽器編】 ¥1,700 ¥1,870 GTB01085475 9784636854756 山領 茂 著

木管楽器 演奏の新理論 ～奏法の歴史に学び、表現力を上

げる～
¥2,500 ¥2,750 GTB01086826 9784636868265 佐伯茂樹 著

パワーアップ吹奏楽! トランペット ¥1,600 ¥1,760 GTB01091996 9784636919967 上田じん 著

パワーアップ吹奏楽! ホルン ¥1,600 ¥1,760 GTB01091994 9784636919943 丸山 勉 著

パワーアップ吹奏楽! トロンボーン ¥1,600 ¥1,760 GTB01092001 9784636920017 郡 恭一郎 著

パワーアップ吹奏楽! ユーフォニアム ¥1,600 ¥1,760 GTB01091995 9784636919950 深石宗太郎 著

パワーアップ吹奏楽! チューバ ¥1,600 ¥1,760 GTB01092003 9784636920031 池田幸広 著

上田じんの読むだけでトランペットがうまくなる本 ¥1,800 ¥1,980 GTB01094647 9784636946475 上田じん 著

自分の音で奏でよう！ ～ベルリン・フィルのホルン奏者

が語る異端のアンチ・メソッド演奏論～
¥2,700 ¥2,970 GTB01091762 9784636917628

ファーガス・マクウィリ

アム 著／中島大之 監修

金管楽器マニュアル 日本語版 ¥3,800 ¥4,180 GTB01095233 9784636952339
サイモン・クロフト／ア

ンディ・テイラー 著

はじめての管楽器メンテナンスブック【金管楽器編】 ¥1,700 ¥1,870 GTB01085476 9784636854763 山領 茂 著

金管楽器奏法革命～出せなかった音が出る～ ¥2,500 ¥2,750 GTB01085369 9784636853698 村松 匡 著

実践！ 金管楽器奏法革命 ～オクターブ攻略～（講義CD

付）
¥2,500 ¥2,750 GTB01088187 9784636881875 村松 匡 著

おもしろ管楽器事典 ¥1,600 ¥1,760 GTB01094619 9784636946192 佐伯茂樹 著

パワーアップ吹奏楽! パーカッション ¥1,600 ¥1,760 GTB01092004 9784636920048 竹島悟史 著

はじめての打楽器メンテナンスブック ¥2,300 ¥2,530 GTB01088416 9784636884166 ヤマハ株式会社 監修

こうして管楽器はつくられる　～設計者が語る「楽器学

のすすめ」～
¥2,000 ¥2,200 GTB01097143 9784636971439 竹内 明彦 著

こうして管楽器はつくられる【開発編】～ウィーン・

フィルを支えた管楽器開発の舞台裏 ～
¥1,800 ¥1,980 GTB01097516 9784636975161

吹奏楽

パワーアップ吹奏楽! 楽器のメンテナンス ¥1,600 ¥1,760 GTB01096300 9784636963007

パワーアップ吹奏楽! からだの使い方 ¥1,600 ¥1,760 GTB01096299 9784636962994

パワーアップ吹奏楽! 練習計画の立て方 ¥1,600 ¥1,760 GTB01096296 9784636962963 田戸正彦 著

パワーアップ吹奏楽! 心とチームワークの育て方 ¥1,600 ¥1,760 GTB01096297 9784636962970 藤重佳久 著

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック ¥1,600 ¥1,760 GTB01097010 9784636970104
丸谷明夫（淀川工科高等

学校）監修

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック コンクール編 ¥1,600 ¥1,760 GTB01097012 9784636970128
丸谷明夫（淀川工科高等

学校）監修

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック アンサンブル編 ¥1,500 ¥1,650 GTB01089857 9784636898576
丸谷明夫（淀川工科高等

学校）監修

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック 指導者編 ¥1,600 ¥1,760 GTB01088778 9784636887785
丸谷明夫（淀川工科高等

学校）監修

絶対! 伸ばせる 吹奏楽指導100のコツ ¥1,800 ¥1,980 GTB01090090 9784636900903 小澤俊朗 著

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック 呼吸編 ¥1,600 ¥1,760 GTB01097011 9784636970111
丸谷明夫（淀川工科高等

学校）監修

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック 和声編 ¥1,600 ¥1,760 GTB01090443 9784636904437

吹奏楽部員のための和声がわかる本 ¥1,600 ¥1,760 GTB01089858 9784636898583 天野正道 著

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック からだメンテナンス編 ¥1,500 ¥1,650 GTB01090089 9784636900897
丸谷明夫（淀川工科高等

学校）監修

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック Q&A編 ¥1,500 ¥1,650 GTB01088415 9784636884159
丸谷明夫（淀川工科高等

学校）監修

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック 楽典編 ¥1,600 ¥1,760 GTB01097558 9784636975581

吹奏楽部員のための楽典がわかる本 ¥2,000 ¥2,200 GTB01090645 9784636906455 広瀬勇人 著

吹奏楽のための 音楽形式がわかる本 ¥2,200 ¥2,420 GTB01090647 9784636906479 八木澤教司 著

吹奏楽のための読譜とソルフェージュがわかる本 ¥2,000 ¥2,200 GTB01090096 9784636900965 広瀬勇人 著

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック ステージパフォーマンス

編
¥1,500 ¥1,650 GTB01089478 9784636894783

丸谷明夫（淀川工科高等

学校）監修

必ず役立つ 吹奏楽ハンドブック ジャズ・ポップス編 ¥1,600 ¥1,760 GTB01089794 9784636897944
丸谷明夫（淀川工科高等

学校）監修



必ず役立つ　吹奏楽ハンドブック　小編成編 ¥1,600 ¥1,760 GTB01092329 9784636923292  広瀬 勇人 著

必ず役立つ マーチングハンドブック ¥1,800 ¥1,980 GTB01094122 9784636941227 山崎 昌平 監修

必ず役立つ マーチングハンドブック ドリルデザイン編 ¥1,800 ¥1,980 GTB01094123 9784636941234 田中久仁明 監修

吹奏楽のための“新”基礎合奏入門 ¥2,000 ¥2,200 GTB01090095 9784636900958
大滝 実（埼玉栄高等学

校）著

New Sounds in Brass 今さら聞けないポップス奏法 虎

の巻（DVD付）
¥2,500 ¥2,750 GTB01088471 9784636884715

真島俊夫/天野正道/星出

尚志 監修・著

おもしろ吹奏楽事典 ¥1,600 ¥1,760 GTB01094183 9784636941838
渡部謙一/佐伯茂樹/松本

たか子/生乃久法 著著

絶対! うまくなる 吹奏楽100のコツ ¥1,500 ¥1,650 GTB01089860 9784636898606 小澤俊朗 著

吹奏楽のためのスコア入門 ～演奏が変わるスコアリー

ディング講座～
¥2,600 ¥2,860 GTB01089652 9784636896527 小林恵子 著

指導者のためのリハーサル入門 ～吹奏楽、アマオケ、

ビッグバンドを成功させる～
¥1,600 ¥1,760 GTB01092000 9784636920000 磯金俊一 著

やぎりんの吹奏楽入門 ～作曲家が教える演奏力向上のヒ

ント～
¥1,500 ¥1,650 GTB01094125 9784636941258 八木澤教司 著

「響け！ユーフォニアム」　北宇治高校吹奏楽部 体験

ブック - ふこうよアンサンブル～北宇治高校吹奏楽部へ

ようこそ～アプリ解説付

¥1,600 ¥1,760 GTB01093141 9784636931419

「響け!ユーフォニアム 2」北宇治高校吹奏楽部 入部ブッ

ク - ふこうよアンサンブル～北宇治高校吹奏楽部へよう

こそ～アプリ解説付

¥1,800 ¥1,980 GTB01094339 9784636943399

トップ営業の手法に学ぶ 新時代の吹奏楽指導法 ¥1,800 ¥1,980 GTB01096218 9784636962185

オーケストラ

オーケストラを読む本 ¥1,500 ¥1,650 GXS209500 4636209508

和楽器

はじめての和楽器メンテナンスブック ¥2,300 ¥2,530 GTB01090451 9784636904512
菊岡中むら／(株)宮本卯

之助商店／(株)目白 監修

▼DTM／VOCALOID▼

はじめてのレコーディング ¥1,700 ¥1,870 GTB01094592 9784636945928 満田恒春 著

DTMでクラシック～名曲で学ぶ表情豊かな打ち込みテク

ニック～（CD-ROM付）
¥2,400 ¥2,640 GTB01088925 9784636889253 小谷野謙一 著

DTMリアル打ち込みテクニック ～主要楽器から民族楽器

まで完全再現～（DVD-ROM付）
¥2,000 ¥2,200 GTB01093161 9784636931617 小川悦司 著

歌や演奏の投稿からうまく聴かせるコツまで nanaを

もっと楽しむ本
¥1,000 ¥1,100 GTB01094591 9784636945911 nana music 監修

よくわかる録音の教科書 ¥1,600 ¥1,760 GTB01087079 9784636870794 満田恒春 著

音楽を操る マニピュレーターの世界 ～時代とともに進化

し続ける音のプロフェッショナルたち～
¥2,200 ¥2,420 GTB01097199 9784636971996  INA(企画・監修)

ミュージッククリエイターハンドブック MIDI検定公式ガ

イド
¥3,200 ¥3,520 GTB01086921 9784636869217

日本シンセサイザープロ

グラマー協会 著

ボーカロイド技術論 ～歌声合成の基礎とその仕組み～ ¥2,800 ¥3,080 GTB01089996 9784636899962 剣持秀紀／藤本健 著

絶対! 作れる ボーカロイド100 のコツ ¥1,800 ¥1,980 GTB01090130 9784636901306 平沢栄司 著

はじめての初音ミク☆ ボーカロイド2 オフィシャルガイ

ドブック（DVD-ROM付）
¥2,500 ¥2,750 GTB01082817 9784636828177

オフィシャルガイドブック ボーカロイド3 公式 完全マス

ター
¥2,800 ¥3,080 GTB01088139 9784636881394 藤本 健 著

あらためまして初音ミク ボーカロイド3 オフィシャルガ

イドブック
¥2,300 ¥2,530 GTB01090129 9784636901290

ボーカロイドfor Cubase 公式完全マスター ～

VOCALOID Editor for CUBASE NEO 徹底解剖～
¥2,800 ¥3,080 GTB01090128 9784636901283

藤本 健 著／ヤマハ株式

会社監修

VOCALOID公式 調教完全テクニック（CD-ROM付） ¥2,000 ¥2,200 GTB01089407 9784636894073 絶版 虹原ぺぺろん 著

初音ミク 名曲ガイド ¥1,500 ¥1,650 GTB01084684 9784636846843

▼音楽ビジネス／著作権▼

最新・音楽著作権ビジネス ¥1,800 ¥1,980 GTB01084898 9784636848984 鹿毛丈司 著

音楽ビジネス革命～残響レコードの挑戦～ ¥1,600 ¥1,760 GTB01085284 9784636852844 河野章宏 著

▼音／音楽／音楽療法▼

新版　音楽好きな脳～人はなぜ音楽に夢中になるのか～ ¥1,900 ¥2,090 GTB01097591 9784636975918
ダニエル・J・レヴィティ

ン  著／西田 美緒子 訳

簡単！楽しい！ おうちでできる音楽＆リズムあそび ¥1,600 ¥1,760 GTB01091943 9784636919431 鈴木豊乃 著

親子で! おうちで! さくっとできる!　超★簡単　音の

ゲームあそび
¥1,500 ¥1,650 GTB01096430 9784636964301 井上明美 著



親子で! おうちで! さくっとできる!　超★簡単　楽器づ

くり
¥1,500 ¥1,650 GTB01096429 9784636964295 井上明美 著

親子で! おうちで! さくっとできる!　超★簡単　声ま

ね・音まねあそび
¥1,500 ¥1,650 GTB01096428 9784636964288 井上明美 著

親子で！　おうちで！　さくっとできる！　超★簡単

音感あそび
¥1,500 ¥1,650 GTB01096427 9784636964271 井上明美 著

親子で！ おうちで！ さくっとできる！ 超★簡単 リズム

あそび
¥1,500 ¥1,650 GTB01096426 9784636964264 井上明美 著

たのしい楽器あそびと合奏の本（CD付） ¥2,700 ¥2,970 GTB01093549 9784636935493 赤羽美希 著 伴奏CD

聴くだけ音感入門～藤巻メソッド～（DVD-ROM付） ¥2,000 ¥2,200 GTB01089789 9784636897890 藤巻 浩 著

本物の思考力を磨くための音楽学～「本質を見抜く力」

は「感動」から作られる～
¥1,600 ¥1,760 GTB01093093 9784636930931 泉谷 閑示 著

心を動かす音の心理学 ～行動を支配する音楽の力～ ¥1,500 ¥1,650 GTB01085578 9784636855784 斎藤 寛 著

ゴジラ音楽と緊急地震速報～あの警報チャイムに込めら

れた福祉工学のメッセージ～
¥1,400 ¥1,540 GTB01088077 9784636880779 筒井信介 著

聴くだけでスッキリ痛みがとれる！～頭痛や生理痛がみ

るみる解消～（CD付）
¥1,600 ¥1,760 GTB01085747 9784636857474 藤本幸弘 著

音楽の不思議を解く～音楽はどう生まれ、発展してきた

のか～
¥1,800 ¥1,980 GTB01085697 9784636856972 絶版 坂口博樹 著

▼コーチング／メンタルトレーニング▼

成功する音楽家の新習慣 ～練習・本番・身体の戦略的ガ

イド～
¥2,800 ¥3,080 GTB01094337 9784636943375

エフォートレス・マスタリー　～あなたの内なる音楽を

解放する～
¥2,100 ¥2,310 GTB01097028 9784636970289

ケニー・ワーナー 著／藤

村 奈緒美 訳

演奏者勝利学 ～演奏者のためのメンタル・トレーニング ¥1,400 ¥1,540 GTB01082199 9784636821994 辻 秀一 著

本番に強くなる！～演奏者の必勝メンタルトレーニング

～
¥1,600 ¥1,760 GTB01091759 9784636917598

ドン・グリーン 著／辻

秀一 監修

ジュリアードで実践している 演奏者の必勝メンタルト

レーニング
¥1,600 ¥1,760 GTB01089171 9784636891713

ドン・グリーン 著／辻

秀一 訳

▼ピアノ･レッスン／指導法／運営法▼

だからピアノを習いなさい～子どもの生き方が変わる正

しいピアノの始め方～
¥1,600 ¥1,760 GTB01093075 9784636930757 黒河好子 著

ぐんぐん伸びる! れっすんのーと ¥480 ¥528 GTP01090153 9784636901535 ますこしょうこ 監修

ぐんぐん伸びる! ピアノレッスンノート活用術 ¥1,500 ¥1,650 GTB01089933 9784636899337 ますこしょうこ 著

ピアノの先生に知ってほしい 乳幼児の発達とレッスン ～

1歳・2歳の指導法～
¥1,700 ¥1,870 GTB01090313 9784636903133 石黒加須美 著

ピアノの先生に知ってほしい 乳幼児の発達とレッスン ～

3歳・4歳の指導法～
¥1,700 ¥1,870 GTB01090314 9784636903140 石黒加須美 著

あなたのピアノ教室シリーズ① 新・あなたが始めるピア

ノ教室
¥1,500 ¥1,650 GXS01086913 9784636869132 西村則子 著

あなたのピアノ教室シリーズ② 新・ピアノ教室の救急箱 ¥1,500 ¥1,650 GXS01086914 9784636869149 西村則子 著

あなたのピアノ教室シリーズ③ 新・ピアノ発表会の玉手

箱
¥1,500 ¥1,650 GXS01086915 9784636869156 西村則子 著

あなたのピアノ教室シリーズ④ 新・子どもの心をとらえ

るピアノレッスン
¥1,500 ¥1,650 GXS01086916 9784636869163

青木靖子/齋藤実花/関口

博子 著

はじめてのピアノコンクール～先生と保護者のコンクー

ル活用法～
¥1,600 ¥1,760 GTB01089793 9784636897937 塚原利理 著

伸びる・伸ばす ! ピアノ発表会10の実例 ¥1,600 ¥1,760 GTB01089322 9784636893229

絶対成功する! ピアノ発表会 ～やっておきたい50のこと

～
¥1,700 ¥1,870 GTB01089477 9784636894776 熊谷麻里 著

生徒を伸ばす! ピアノレッスン大研究【導入編】 ¥1,400 ¥1,540 GTB01089073 9784636890730 芹澤一美 著

レッスンの効果を倍増させる！ピアノ教本 選び方と使い

方
¥1,600 ¥1,760 GTB01090649 9784636906493 丸山京子 著

生徒を伸ばす! ピアノ教材大研究 ¥1,400 ¥1,540 GTB01089077 9784636890778 菅野恵理子 著

生徒を伸ばす! ピアノ教室運営大研究 ¥1,400 ¥1,540 GTB01089076 9784636890761

現場の先生直伝！ 生徒が夢中になる ピアノレッスン ア

イデアBOOK
¥1,600 ¥1,760 GTB01091854 9784636918540 ピアノ講師ラボ 著 藤 拓弘 監修

現場の先生直伝 生徒が夢中になる! ピアノ教室 アイデア

BOOK
¥1,600 ¥1,760 GTB01094837 9784636948370

ピアノ講師ラボ 著／株式

会社リーラムジカ 藤 拓

弘 監修

絶対! 進化する ピアノレッスン 100のコツ ¥1,600 ¥1,760 GTB01089999 9784636899993 黒河好子 著

やる気にさせる 3分ピアノレッスン ¥1,600 ¥1,760 GTB01089788 9784636897883 植田恵理子 著



はじめてのフォルマシオン・ミュジカル ～音楽力を育て

る新しいソルフェージュ～
¥2,000 ¥2,200 GTB01091450 9784636914504 高田美佐子 著

ピアノの先生応援 お悩み解決!レッスンで困った時に読む

本
¥1,400 ¥1,540 GTB01089651 9784636896510 渡部一恵 著

ミスタッチを恐れるな ～伸び悩みの壁を越え、演奏に生

命力を取り戻す～
¥2,300 ¥2,530 GTB01090571 9784636905717

ウィリアム・ウェスト

ニー 著

ピアニストは、進化する ～「限界」を超える奇跡のピア

ノ指導～
¥1,600 ¥1,760 GTB01087990 9784636879902 川上昌裕 著

あきらめないで！ ピアノレッスン～発達障害児に学ぶ効

果的レッスンアプローチ～
¥2,400 ¥2,640 GTB01086564 9784636865646 中嶋恵美子 著

発達障害でもピアノが弾けますか？ ¥1,400 ¥1,540 GTB01089935 9784636899351 原作：中嶋恵美子
漫画：かなしろ

にゃんこ。

あなたがピアノを教えるべき11の理由 ¥1,300 ¥1,430 GTB01088928 9784636889284 飯田有抄 監修

ショパン その正しい演奏法-楽曲の背景・解説と分析・

演奏のポイント-（CD付）
¥2,800 ¥3,080 GTP01085307 9784636853070 下田幸二 著

新版ソアレスのピアノ講座 演奏と演奏のハンドブック ¥1,800 ¥1,980 GTB01095837 9784636958379
クラウディオ・ソアレス

著

新版ソアレスのピアノ講座 バッハ演奏ハンドブック ¥2,300 ¥2,530 GTB01094709 9784636947090
クラウディオ・ソアレス

著

「響き」に革命を起こすロシアピアニズム ～身体とタッ

チで変わる倍音奏法への招待～
¥2,000 ¥2,200 GTB01095937 9784636959376 大野眞嗣 著

「好き」が「才能」を飛躍させる 子どもの伸ばし方 ¥1,600 ¥1,760 GTB01096555 9784636965551 角野 美智子 著

▼その他参考書▼

「音大卒」は武器になる ¥1,600 ¥1,760 GTB01091065 9784636910650
大内孝夫 著／武蔵野音楽

大学（協力）

「音大卒」の戦い方 ¥1,600 ¥1,760 GTB01091937 9784636919370
大内孝夫 著／武蔵野音楽

大学（協力）

ピアノのお悩み解決クリニック 音大受験編 ¥1,200 ¥1,320 GTB01095230 9784636952308 春畑セロリ 著

ピアノのお悩み解決クリニック 進路・就職編 ¥1,200 ¥1,320 GTB01095231 9784636952315 春畑セロリ 著

¥0

(3) 音楽史／作曲家・演奏家

音楽言語の技法 ¥7,000 ¥7,700 GTB01095138 9784636951387
オリヴィエ・メシアン 著

／細野孝興 訳

野口久光 ジャズの黄金時代 ¥2,000 ¥2,200 GTB01094970 9784636949704 野口久光 著

僕はホルンを足で吹く～両腕のないホルン奏者 フェリッ

クス・クリーザー自伝～
¥1,800 ¥1,980 GTB01094530 9784636945300

フェリックス・クリー

ザー／セリーヌ・ラウ

アー 著

フィリップ・グラス自伝 ～音楽のない言葉～ ¥4,300 ¥4,730 GTB01093070 9784636930702 フィリップ・グラス 著

ヴァイオリニスト 20の哲学 ¥1,600 ¥1,760 GTB01090446 9784636904468 千住真理子 著

ピアノのための絵でよむ音楽史～4期で学ぶ ¥2,800 ¥3,080 GTB01081850 9784636818505 中村菊子 著

偉大なるヴァイオリニストたち 2 ～チョン・キョンファ

から五嶋みどり、ヒラリー・ハーンまで～
¥3,400 ¥3,740 GTB01092333 9784636923339

ジャン＝ミシェル・モル

ク 著

偉大なるピアニストたち ～ラフマニノフ、コルトーから

アルゲリッチ、ポリーニへの系譜～（CD-ROM付）
¥2,800 ¥3,080 GTB01089245 9784636892451 アラン・ロンベッシュ 著

偉大なるオペラ歌手たち［男声編］～カルーソー、シャ

リアピンから三大テノールへの系譜～（CD-ROM付）
¥2,800 ¥3,080 GTB01089586 9784636895865 リシャール・マルテ 著

1冊でわかるポケット教養シリーズ あなたが知らない

“裏”音楽史
¥950 ¥1,045 GTB01091691 9784636916911 大日方俊子 著

世界のポピュラー音楽史 ～アーティストでつづるポピュ

ラー音楽の変遷
¥2,500 ¥2,750 GXS01088200 9784636882001 山室紘一 著

▼日本の音楽家を知るシリーズ▼

武満徹 ¥1,800 ¥1,980 GTB01094330 9784636943306 小野光子 著

伊福部昭 ¥1,800 ¥1,980 GTB01094333 9784636943337 小林淳 著

冨田勲 ¥1,800 ¥1,980 GTB01094329 9784636943290 妹尾理恵 監修

服部良一 ¥1,800 ¥1,980 GTB01094332 9784636943320 服部音楽出版 監修

芥川也寸志 ¥1,800 ¥1,980 GTB01094818 9784636948189

新・3人の会（清道 洋一

／德永 洋明／西 耕一）

 著

團伊玖磨 ¥1,800 ¥1,980 GTB01095140 9784636951400 協力：團 紀彦
著：原 伸夫／

新3人の会

黛敏郎 ¥1,800 ¥1,980 GTB01095141 9784636951417 黛りんたろう 監修

▼すぐわかる！ 4コマ音楽史▼ ¥0



西洋音楽史① 古代・中世～バロック初期 ¥1,500 ¥1,650 GTB01086918 9784636869187 森本眞由美 著 千原櫻子 漫画

西洋音楽史② バロック中期～ロマン派初期 ¥1,500 ¥1,650 GTB01086919 9784636869194 森本眞由美 著 千原櫻子 漫画

西洋音楽史③ ロマン派中期～近現代 ¥1,500 ¥1,650 GTB01086920 9784636869200 森本眞由美 著 千原櫻子 漫画

ピアノ音楽史 ロマン派～20世紀編 ¥1,800 ¥1,980 GTB01090092 9784636900927 工藤啓子 著
小倉貴久子 監

修

▼作曲家▼

音楽家の伝記 はじめに読む1冊 バッハ ¥1,600 ¥1,760 GTB01096302 9784636963021 ひのまどか 著

音楽家の伝記 はじめに読む1冊 ベートーヴェン ¥1,600 ¥1,760 GTB01096303 9784636963038 ひのまどか 著

音楽家の伝記 はじめに読む1冊 クララ・シューマン ¥1,600 ¥1,760 GTB01096304 9784636963045 萩谷由喜子 著

音楽家の伝記 はじめに読む1冊 シューベルト ¥1,600 ¥1,760 GTB01097288 9784636972887 ひのまどか 著

音楽家の伝記 はじめに読む1冊 ショパン ¥1,600 ¥1,760 GTB01097287 9784636972870 ひのまどか 著

音楽家の伝記 はじめに読む1冊　モーツァルト ¥1,600 ¥1,760 GTB01097293 9784636972931 萩谷由喜子 著

音楽家の伝記 はじめに読む1冊　チャイコフスキー ¥1,600 ¥1,760 GTB01097292 9784636972924 ひのまどか 著

カプースチン ピアノ音楽の新たな扉を開く ¥2,200 ¥2,420 GTB01094711 9784636947113 川上 昌裕 著

エッセンシャル・ディクショナリー 音楽用語・作曲家 ¥1,300 ¥1,430 GTB01097950
リンジー・C・ハーンズ

バーガー 著

日本の作曲家と吹奏楽の世界 ¥2,400 ¥2,640 GTB01087085 9784636870855 福田 滋 著

作曲家たちの風景 -楽譜と演奏技法を紐解く-［CD付］ ¥2,800 ¥3,080 GTB01091763 9784636917635
キャロル・モンパーカー

著／江上 泉 訳

クロイツァーの肖像 ～日本の音楽界を育てたピアニスト

～
¥2,200 ¥2,420 GTB01092830 9784636928303 萩谷由喜子 著

¥0

(4) 音楽ジャンル別読み物／データ集

▼クラシック関連書籍▼

吉松隆の 調性で読み解くクラシック ¥950 ¥1,045 GTB01090930 9784636909302 吉松 隆 著

クラシック幻盤 偏執譜 ¥1,800 ¥1,980 GTB01088295 9784636882957 竹内貴久雄 著

クラシックのからくり ～「かたち」で読み解く楽曲の仕

組み～
¥1,700 ¥1,870 GTB01091695 9784636916959 舟橋三十子 著

クラシック名曲「酷評」事典　上巻 ¥1,900 ¥2,090 GTB01096892 9784636968927
ニコラス・スロニムス

キー 著／藤村 奈緒美 訳

クラシック名曲「酷評」事典　下巻 ¥1,900 ¥2,090 GTB01096893 9784636968934
ニコラス・スロニムス

キー 著／藤村 奈緒美 訳

偉大なるピアニストたち ～ラフマニノフ、コルトーから

アルゲリッチ、ポリーニへの系譜～（CD-ROM付）
¥2,800 ¥3,080 GTB01089245 9784636892451 アラン・ロンベッシュ 著

偉大なるヴァイオリニストたち 2 ～チョン・キョンファ

から五嶋みどり、ヒラリー・ハーンまで～
¥3,400 ¥3,740 GTB01092333 9784636923339

ジャン＝ミシェル・モル

ク 著

ショパンの楽譜、どの版を選べばいいの？ -エディショ

ンの違いで読み解くショパンの音楽
¥2,000 ¥2,200 GTB01090097 9784636900972 岡部玲子 著

現代作曲家探訪記 ～楽譜からのぞく世界～ ¥2,800 ¥3,080 GTB01089406 9784636894066 林 光 著

自分の音で奏でよう！ ～ベルリン・フィルのホルン奏者

が語る異端のアンチ・メソッド演奏論～
¥2,700 ¥2,970 GTB01091762 9784636917628

ファーガス・マクウィリ

アム 著／中島大之 監修

メルラン 著 ¥0

マエストロ、そこまで話していいんですか!？ -飯森範親

の名曲レシピ
¥1,600 ¥1,760 GTB01088184 9784636881844 飯森範親 著

マエストロ、時間です～サントリーホールステージマ

ネージャー物語～
¥1,300 ¥1,430 GTB01094480 9784636944808 宮崎隆男 著

モーツァルト・イン・ザ・ジャングル【上】～セック

ス、ドラッグ、クラシック～
¥1,500 ¥1,650 GTB01093164 9784636931648 ブレア・ティンドール 著

モーツァルト・イン・ザ・ジャングル【下】～セック

ス、ドラッグ、クラシック～
¥1,500 ¥1,650 GTB01093555 9784636935554 ブレア・ティンドール 著

ひとさし指のノクターン ～車いすの高校生と東京藝大の

挑戦～
¥1,500 ¥1,650 GTB01093246 9784636932461

新井鷗子（東京藝術大

学）／高橋幸代（東京藝

術大学） 著

▼吹奏楽▼

陸上自衛隊中央音楽隊の吹奏楽入門 ¥1,700 ¥1,870 GTB01094336 9784636943368
協力：陸上自衛隊中央音

楽隊

指揮を磨こう！～吹奏楽レベルアップのために～ ¥1,800 ¥1,980 GTB01090646 9784636906462 武田 晃 著

武田隊長の　一流吹奏楽団の作り方 ¥1,800 ¥1,980 GTB01095938 9784636959383 武田 晃 著

僕はホルンを足で吹く～両腕のないホルン奏者 フェリッ

クス・クリーザー自伝～
¥1,800 ¥1,980 GTB01094530 9784636945300

フェリックス・クリー

ザー／セリーヌ・ラウ

アー 著



おもしろ吹奏楽事典 ¥1,600 ¥1,760 GTB01094183 9784636941838
渡部謙一/佐伯茂樹/松本

たか子/生乃久法 著

なぜ彼らは金賞をとれるのか ～10人の吹奏楽指導者が語

る強さの秘密～
¥1,800 ¥1,980 GTB01089687 9784636896879

ヤマハミュージックメ

ディア編

日本の作曲家と吹奏楽の世界 ¥2,400 ¥2,640 GTB01087085 9784636870855 福田 滋 著

▼オペラ／バレエ／映画／ミュージカル▼

マンガでオペラ ⑤ さまよえるオランダ人 ¥900 ¥990 GTB01086181 9784636861815 漫画：山田せいこ

偉大なるダンサーたち～パヴロワ、ニジンスキーから、

ギエム、熊川への系譜
¥2,500 ¥2,750 GTB01090370 9784636903706

ジェラール・マノニ 著／

神奈川夏子 訳

偉大なるオペラ歌手たち［男声編］～カルーソー、シャ

リアピンから三大テノールへの系譜～（CD-ROM付）
¥2,800 ¥3,080 GTB01089586 9784636895865 リシャール・マルテ 著

映画界のドン 岡田茂の活動屋人生 ¥2,600 ¥2,860 GTB01088519 9784636885194 絶版

▼ジャズ／民族音楽（ワールドミュージック）▼

ブルーノート・レコード～妥協なき表現の軌跡～ ¥7,800 ¥8,580 GTB01090445 9784636904451
リチャード・ヘイヴァー

ズ 著

1冊でわかるポケット教養シリーズ リアル・キューバ音

楽
¥950 ¥1,045 GTB01091758 9784636917581

ペドロ・バージェ／大金

とおる 共著

はじめまして！アフリカ音楽（CD付） ¥2,000 ¥2,200 GTB01091500 9784636915006
ムクナ・チャカトゥンバ

著

頑張らないジャズの聴き方 ¥1,500 ¥1,650 GTB01087986 9784636879865 冨澤えいち著

おもしろジャズ事典 ¥1,600 ¥1,760 GTB01094621 9784636946215 小川隆夫 著

野口久光 ジャズの黄金時代 ¥2,000 ¥2,200 GTB01094970 9784636949704 野口久光 著

森山威男 スイングの核心（DVD付） ¥5,000 ¥5,500 GTB01091164 9784636911640
森山 威男 著／松原 隆一

郎，長谷部 浩 監修

▼洋楽 ROCK＆POPS▼

みるみるかっこいい音に変わる！ 1万人を教えた人気講

師による バンドが成功する練習法～
¥1,800 ¥1,980 GTB01091449 9784636914498 鈴木宏幸 著

亀渕昭信のロックンロール伝 ～ビートルズ以前、16歳の

僕はドーナッツ盤に恋をした
¥1,800 ¥1,980 GTB01086923 9784636869231 亀渕昭信 著

ボブ・ディランを語りつくせ！（プリズム・ブック） ¥1,200 ¥1,320 GXS01084803 9784636848038

ポール・マッカートニー作曲術 ¥1,800 ¥1,980 GTB01095840 9784636958409 野口 義修 著

▼J-POP／フォーク▼

大人の音楽 Age Free Music ¥2,500 ¥2,750 GTB01088181 9784636881813 冨澤一誠 著

フォーク検定 ¥1,400 ¥1,540 GTB01082469 9784636824698 富澤一誠 著

永遠のザ・フォーク・クルセダーズ～若い加藤和彦のよ

うに～
¥2,315 ¥2,547 GTB01091524 9784636915242 田家秀樹 著

▼童謡／唱歌▼

唱歌・童謡 120の真実 ¥1,800 ¥1,980 GTB01091064 9784636910643 竹内貴久雄 著

世界と日本の愛唱歌・抒情歌事典 ¥5,500 ¥6,050 GTB01091852 9784636918526 長田暁二 著

¥0

(5) 名言集／エッセイ他

沖縄三線秘境の旅 ¥1,500 ¥1,650 GTB01094531 9784636945317 日比野宏 著

新版 音楽家の名言～あなたの演奏を変える気づきのメッ

セージ～
¥1,500 ¥1,650 GTB01096890 9784636968903 檜山乃武 著

音楽家の名言3 ～壁を乗り越えるためのメッセージ～ ¥1,300 ¥1,430 品番取得中 檜山乃武 著 GTB01086824

真夜中の図書館 ¥2,000 ¥2,200 GTB01091590 9784636915907 谷山浩子 著

フランス人は仕事に振り回されない ～一流に学ぶ豊かな

生き方のヒント～
¥1,300 ¥1,430 GTB01093337 9784636933376 船越清佳 著

裸足のピアニスト ～スペインで学んだ豊かな表現と生き

方～
¥1,800 ¥1,980 GTB01094969 9784636949698 下山静香 著

自分の強みを見つけよう ～「8つの知能」で未来を切り

開く～
¥1,600 ¥1,760 GTB01094185 9784636941852 有賀三夏 著

直線は最短か？～当たり前を疑い創造的に答えを見つけ

る実践弁証法入門～
¥1,600 ¥1,760 GTB01097229 9784636972290 阪原淳 著

(6) アーティストブック／写真集／歌詞集／エッセイ集

メタリカ公式ビジュアルブック バック・トゥ・ザ・フロ

ント
¥5,000 ¥5,500 GTB01093589 9784636935899

マット・テイラー 著／大

田黒奉之 訳

カート・コバーン：オフィシャル・ドキュメンタリー ¥3,600 ¥3,960 GTB01091941 9784636919417
ブレット・モーゲン著／

喜多直子 訳

エリック・クラプトン全記録 ¥3,000 ¥3,300 GTB01088294 9784636882940 クリス・ウェルチ 著

ザ・ローリング・ストーンズ 50 ¥4,400 ¥4,840 GTB01088707 9784636887075



ハーバード大学のボブ・ディラン講義 ¥2,700 ¥2,970 GTB01096219 9784636962192
リチャード・F・トーマス

著／萩原 健太 監修

ザ・ビートルズ写真集 マッド・デイ・アウト #### #### GTB01095139 9784636951394 通販のみ

ビートルズ写真集 ～映画「HELP！」の撮影現場から ¥3,500 ¥3,850 GTB01091591 9784636915914 エミリオ・ラーリ 著

完全版 ビートルズ全曲歌詞集 ¥5,000 ¥5,500 GTB01091849 9784636918496 スティーヴ・ターナー 著

イマジン ～ジョン & ヨーコ～ ¥5,800 ¥6,380 GTB01095893 9784636958935

エルトン・ジョン写真集 ¥4,200 ¥4,620 GTB01097201 9784636972016

Me エルトン・ジョン自伝 ¥2,700 ¥2,970 GTB01097286 9784636972863
エルトン・ジョン 著／川

村 まゆみ 訳

エフゲニー・キーシン自伝 ¥2,500 ¥2,750 GTB01093071 9784636930719 エフゲニー・キーシン 著

フィリップ・グラス自伝 ～音楽のない言葉～ ¥4,300 ¥4,730 GTB01093070 9784636930702 フィリップ・グラス 著

デヴィッド・ボウイ - 気高きアーティストの軌跡 ¥2,600 ¥2,860 GTB01093091 9784636930917 ウェンディ・リー 著

ジョー・ペリー自伝 ～エアロスミスとオレの人生～ ¥3,000 ¥3,300 GTB01090569 9784636905694
ジョー・ペリー／デ

ヴィッド・リッツ 著

ジェフ・ベック：孤高のギタリスト［上］ ¥2,400 ¥2,640 GTB01090568 9784636905687 絶版
マーティン・パワー著／

前むつみ訳

ジェフ・ベック：孤高のギタリスト［下］ ¥2,400 ¥2,640 GTB01091736 9784636917369
マーティン・パワー著／

前むつみ訳

フランク・ザッパを聴く-アルバム・ガイド大全- ¥3,200 ¥3,520 GTB01091936 9784636919363 大山甲日 著

ロバート・プラント ～A LIFE～ ¥2,900 ¥3,190 GTB01090500 9784636905007
ポール・リース 著／水島

ぱぎい 訳

素顔のジョージ・ハリスン ～リヴィング・イン・ザ・マ

テリアル・ワールド
¥3,800 ¥4,180 GTB01087078 9784636870787 オリヴィア・ハリスン 著

ジャスティン・ビーバー：ファースト・ステップ・2・

フォーエバー：マイ・ストーリー
¥2,500 ¥2,750 GTB01086329 9784636863291

manaco フォト＆パーソナルブック ONE'S WHOLE

SELF
¥3,000 ¥3,300 GTB01097356 9784636973563

植田圭輔アーティストブック ヒダリキキ ¥2,500 ¥2,750 GTB01095839 9784636958393

鳥越裕貴アーティストブック「COLORS」 ¥2,800 ¥3,080 GTB01096424 9784636964240

君のいない世界 ～hideと過ごした2486日間の軌跡～ ¥1,600 ¥1,760 GTB01095099 9784636950991

いつも歌があった ¥2,000 ¥2,200 GTB01096625 9784636966251 南こうせつ 著

宮野真守 アーティスト・スコアブック「Masterpiece」 ¥2,900 ¥3,190 GTB01092909 9784636929096

タブレット純のエレジー・エナジー歌謡曲 ～暗い歌こ

そ、生きる力～
¥2,000 ¥2,200 GTB01094819 9784636948196

音楽と契約した男 瀬尾一三 ¥2,500 ¥2,750 GTB01096305 9784636963052

アーティストファイル 中島みゆき オフィシャル・データ

ブック【2020年改訂版】
¥2,300 ¥2,530 GTB01097200 9784636972009

アーティストファイル 中島みゆき オフィシャル・データ

ブック
¥1,905 ¥2,096 GTB01089684 9784636896848

ヤマハミュージックパブ

リッシング監修

アーティストファイル 小田和正 オフィシャル・データ

ブック
¥2,000 ¥2,200 GTB01090442 9784636904420 前田祥丈 著

アーティストファイル 吉田拓郎 オフィシャル・データ

ブック
¥2,000 ¥2,200 GTB01090441 9784636904413 田家秀樹 著

アーティストファイル スターダスト☆レビュー オフィ

シャル・データブック
¥2,200 ¥2,420 GTB01094650 9784636946505 藤本 真／松野 ひと実 著

Rhapsody 監

修

アーティストファイル　THE ALFEE オフィシャル・デー

タブック
¥4,500 ¥4,950 GTB01094820 9784636948202

藤井 徹貫/小野 緑/松野

ひと実 著

CASIOPEA 40th Anniversary Official Book ¥3,000 ¥3,300 GTB01097355 9784636973556

Recording&Tour Official Book コブクロ「5296 -

10YEARS ANNIVERSARY-」（CD付）
¥2,762 ¥3,038 GTK01083960 9784636839609 ヤマハムック2

Recording&Tour Official Book コブクロ「CALLING」 ¥2,762 ¥3,038 GTK01084836 9784636848366 ヤマハムック45

最強ドラマー列伝 ¥2,800 ¥3,080 GTB01094895 9784636948950

安倍圭子 マリンバと歩んだ音楽人生 ～A VIRTUOSIC

LIFE～（CD付）
¥4,762 ¥5,238 GTB01087982 9784636879827 安倍圭子 演奏CD付

¥0

(7) 絵本

メロディ～だいすきなわたしのピアノ～ ¥1,300 ¥1,430 GTB01087087 9784636870879 くすのきしげのり作 森谷明子 絵

今日から使える読み聞かせテクニック（CD付） ¥1,800 ¥1,980 GTB01093072 9784636930726 景山聖子 著
参考テクニック

CD

ぬりえでたのしい! ディズニー ６つのおはなし＆ソング

ス
¥600 ¥660 GTB01097245 9784636972450

ヤマハのピアノえほん ¥2,900 ¥3,190 GTB01097410 9784636974102


