
Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
LADY 米津玄師
美しい鰭（ニ長調 ver.） スピッツ
Paradise NiziU

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 ウエディング 音田雅則

月ピ×月エレ コラボ！
King & Princeメドレー
シンデレラガール～ツキヨミ～King & Prince, Queen & Princess

King & Prince

FIRST NOTE 上原ひろみ
パート・オブ・ユア・ワールド

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 新宝島 サカナクション
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ かえるの合唱（ジャズ・アレンジ）
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ラストエンペラーのテーマ 坂本龍一
ずっしーの Arrange Chips 明日があるさ 坂本 九
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 星座になれたら 結束バンド
アイ・ラブ・クラシック パガニーニの主題による狂詩曲より第18変奏（フルサイズ） ラフマニノフ
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 24の前奏曲 第7番 イ長調（ボサノヴァ風） ショパン
セロリの電Pパーク！ CAN YOU CELEBRATE?～婚礼の合唱(電P ver.) 安室奈美恵～ワーグナー

Special Kiss なにわ男子
タペストリー（フルサイズ） Snow Man
夕暮れに、手をつなぐ～愛おしい時間～（フルサイズ）
100万回 言えばよかった～Piano ver.～（フルサイズ）

編集部オススメ！話題曲 Life goes on（フルサイズ） King & Prince
笑えれば（ハ長調ver.） ウルフルズ
素敵だね featured in FINAL FANTASY X RIKKI

ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ おお牧場はみどり（ジャズ・アレンジ）
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ アジアの純真 PUFFY
ずっしーの Arrange Chips さんぽ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 可愛くてごめん (feat. かぴ) HoneyWorks
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 輝く未来
アイ・ラブ・クラシック ファンタジーダンス Op.124-5（フルサイズ） シューマン
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 24の前奏曲 第7番 イ長調（演歌風） ショパン
セロリの電Pパーク！ 心の旅(電P ver.) チューリップ

We are young（フルサイズ） King & Prince
アルジャーノン ヨルシカ
星月夜（フルサイズ） 由薫
Aqua（フルサイズ） 坂本龍一
Reflections（Piano Version）（フルサイズ） 日向敏文
エトピリカ 葉加瀬太郎

編集部オススメ！話題曲 世界が終るまでは… WANDS
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ Man In The Mirror（フルサイズ） マイケル・ジャクソン
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ Your Song エルトン・ジョン
ずっしーの Arrange Chips 地上の星 中島みゆき
アイ・ラブ・クラシック 春に寄す（へ長調ver.） グリーグ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ The Song Of Life
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ さくらさくら（ジャズ・アレンジ）
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 24の前奏曲 第7番 イ長調（メンデルスゾーン風） ショパン
セロリの電Pパーク！ 希望の轍(電P ver.) サザンオールスターズ

メリーゴーランド 優里
ホワイトノイズ Official髭男dism
Farewell Superfly
希望のうた MISIA
情熱大陸 葉加瀬太郎
彼方の光（Far away） 村松崇継／リベラ

編集部オススメ！話題曲 The Heart Asks Pleasure First（フルサイズ）
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 桜坂 福山雅治
ずっしーの Arrange Chips ハナミズキ（ハ長調ver.） 一青 窈
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 想い出がいっぱい H2O
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 青春の輝き（フルサイズ） カーペンターズ
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 禁じられた遊び（愛のロマンス）（ジャズ・アレンジ） ナルシソ・イエペス
アイ・ラブ・クラシック G線上のアリア（フルサイズ） J.S.バッハ
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 雪（ウォーキングベース・アレンジ） 文部省唱歌
セロリの電Pパーク！ いとしのエリー(電P ver.) サザンオールスターズ

想花 Kis-My-Ft2
五明後日 DISH//
悲しませたくなかった（フルサイズ）
おにごっこ（ト長調ver.） 優里
Oriental Wind 久石 譲
First Love 宇多田ヒカル
愛のコンチェルト リチャード・クレイダーマン
ルパン三世のテーマ

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ M プリンセス プリンセス
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 花は咲く 花は咲くプロジェクト
ずっしーの Arrange Chips 見上げてごらん夜の星を 坂本 九
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 子守歌（へ長調ver.）（ジャズ・アレンジ） ブラームス
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ She（フルサイズ） エルヴィス・コステロ
アイ・ラブ・クラシック 亡き王女のためのパヴァーヌ（フルサイズ） ラヴェル
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 雪（おしゃれワルツ風） 文部省唱歌
セロリの電Pパーク！ 白い恋人達(電P ver.) 桑田佳祐

彩り（フルサイズ） King & Prince
ハッピーサプライズ なにわ男子
Soranji Mrs. GREEN APPLE
アイラブユー（フルサイズ） back number
すずめ feat.十明 RADWIMPS
silent snow piano（フルサイズ）
帰らざる日々（フルサイズ） 久石 譲
ザナルカンドにて（フルサイズ）
やさしさに包まれたなら（へ長調ver.） 松任谷由実

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ You Raise Me Up
ずっしーの Arrange Chips 歩いて帰ろう 斉藤和義
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 夢を追いかけて～薫のテーマ～（フルサイズ） 西村由紀江
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ スケーターズ・ワルツ（ジャズ・アレンジ） ワルトトイフェル
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 宇宙戦艦ヤマト（イ短調ver.）
アイ・ラブ・クラシック アンダンテ・カンタービレ チャイコフスキー
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 雪（アルペジオ・アレンジ）
セロリの電Pパーク！ 白日(電P ver.) King Gnu

SOUVENIR BUMP OF CHICKEN
Subtitle Official髭男dism
ふたり SixTONES
讃美歌メドレー（リスト／ショパン／チャイコフスキー風）
Carol of the Bells～飼い葉の桶で～ディンドン空高く
いつかのメリークリスマス B'z

編集部オススメ！話題曲 恋人がサンタクロース 松任谷由実
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ クリスマスソング back number
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ いつくしみ深き
ずっしーの Arrange Chips Time goes by Every Little Thing
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 雪の華 中島美嘉
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 星に願いを
アイ・ラブ・クラシック アヴェ・マリア カッチーニ
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 歓喜の歌（『交響曲第九番』より）（ビッグバンド風）
セロリの電Pパーク！ 牧人ひつじを

ボクとキミと Snow Man
風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado
オアイコ Aimer

月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ふたたび（かてぃん編曲ver.） 久石 譲
人生のメリーゴーランド 久石 譲
残酷な天使のテーゼ（ジャズ風アレンジ） 高橋洋子
ヘッドライト・テールライト 中島みゆき
カントリー・ロード

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ オリビアを聴きながら 杏里
ずっしーの Arrange Chips ありがとう いきものがかり
アイ・ラブ・クラシック ヴォカリーズ ラフマニノフ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ねこバス 久石 譲
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 歓喜の歌（『交響曲第九番』より）（マズルカ風）
セロリの電Pパーク！ 風の谷のナウシカ（オープニング）

Timeless Love なにわ男子
Always You milet

2022年12月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲

2023年1月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2022年11月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲

編集部オススメ！話題曲

2023年3月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲

2023年2月号

編集部オススメ！話題曲

編集部オススメ！話題曲

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲

2023年6月号
編集部オススメ！話題曲

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2023年5月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲

2023年4月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
栄光の扉 平井 大

編集部オススメ！話題曲 W/X/Y Tani Yuuki
energy flow 坂本龍一
パリは燃えているか 加古 隆
objet 西村由紀江

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 全部だきしめて KinKi Kids
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 真夜中のドア～Stay With Me 松原みき
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（初級） 世界中のこどもたちが
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 朧月夜
アイ・ラブ・クラシック ピカデリー サティ
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 歓喜の歌（『交響曲第九番』より）（ケルト風）
セロリの電Pパーク！ ANNIVERSARY～無限にCALLING YOU～ 松任谷由実

ダイヤモンドスマイル なにわ男子
雨燦々 King Gnu
しわくちゃな雲を抱いて DISH//
左右盲 ヨルシカ
「名探偵コナン」メイン・テーマ
花占い Vaundy

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 東京ブギウギ 笠置シヅ子
Good Evening,Heartache 日向敏文
翼をください

月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（上級） あんたがたどこさ
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 椰子の実
アイ・ラブ・クラシック 誰も寝てはならぬ プッチーニ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ Timing ブラック・ビスケッツ
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange ねこふんじゃった（ロックンロール風）
セロリの電Pパーク！ 勿忘 Awesome City Club

オレンジkiss Snow Man
レンズ 幾田りら
優しさに溢れた世界で Saucy Dog

編集部オススメ！話題曲 Partner 有華
若者のすべて フジファブリック
あの夏へ 久石 譲

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ サウダージ ポルノグラフィティ
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 花 石嶺聡子
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（中級） ジュ・トゥ・ヴ サティ
アイ・ラブ・クラシック 献呈 シューマン=リスト
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 気分上々↑↑
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ チム・チム・チェリー
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange ねこふんじゃった（ブルース風）
セロリの電Pパーク！ 少年時代 井上陽水

初恋が泣いている あいみょん
わたし SixTONES
六等星 J-JUN with XIA (JUNSU)
Walkin’ In My Lane milet

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 燦燦 三浦大知
編集部オススメ！話題曲 ...恋に落ちたら Penthouse
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ もしもピアノが弾けたなら 西田敏行
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ HANABI Mr.Children
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 青と夏 Mrs.GREEN APPLE
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 愛のテーマ
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ てぃんさぐぬ花
アイ・ラブ・クラシック 私のお父さん プッチーニ
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange ねこふんじゃった（アルベニス風）
セロリの電Pパーク！ さとうきび畑

燦燦 三浦大知
クロノスタシス BUMP OF CHICKEN
それを愛と呼ぶなら Uru
ミックスナッツ Official髭男dism
サチアレ なにわ男子
涙そうそう
風の詩を聴かせて 桑田佳祐

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ Rain 大江千里
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 遥かなる時をこえて(piano solo) 牛田智大

悪魔の子 ヒグチアイ
きかんしゃトーマスのテーマ

ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 結婚行進曲 メンデルスゾーン
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 君はともだち
アイ・ラブ・クラシック 乾杯の歌 ヴェルディ
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 線路は続くよどこまでも（ラグタイム風）
セロリの電Pパーク！ アメイジング・グレイス（オルガン・アレンジ）

ブラザービート Snow Man
birds DISH//
陽はまた昇るから 緑黄色社会
I'll be by your side 平井 大

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ イマジン ジョン・レノン
CITRUS Da-iCE
シンデレラボーイ Saucy Dog

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 夢で逢えたら 鈴木雅之
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 元気を出して 竹内まりや
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 花のまち
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ グリーン・ティー・ファーム 上原ひろみ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 風のとおり道 久石 譲
アイ・ラブ・クラシック 見知らぬ国と人々から シューマン
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 線路は続くよどこまでも（カントリーミュージック風）
セロリの電Pパーク！ 瑠璃色の地球 松田聖子

カメレオン（TVサイズ ver.） King Gnu
 レオ（piano ver.） 優里

うるうびと RADWIMPS
Everlasting SixTONES
Fly High milet
なんでもないよ、 マカロニえんぴつ

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 全力少年 スキマスイッチ
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 優しさ 藤井 風
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ からたちの花
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 世界の車窓から
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 Spring 久石 譲
アイ・ラブ・クラシック メリー・ウィドウ・ワルツ レハール
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 線路は続くよどこまでも（行進曲風）
セロリの電Pパーク！ 天体観測 BUMP OF CHICKEN

残響散歌 Aimer
逆夢 King Gnu
冷たい渦 キタニタツヤ
Anarchy Official髭男dism

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 3月9日 レミオロメン
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 花は咲く（かてぃん編曲ver.） 花は咲くプロジェクト

かくれんぼ 優里
一緒に帰ろう
COSMOS アクアマリン
ラルゴ（神よ、ポーランドをお守りください） ショパン

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 上を向いて歩こう 坂本 九
アイ・ラブ・クラシック 序奏とロンド・カプリチオーソ サン=サーンス
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange リパブリック讃歌（ラテン・アレンジ）
セロリの電Pパーク！ Woman　 “Wの悲劇”より 薬師丸ひろ子

一途 King Gnu
ハート あいみょん
ワンルーム Novelbright

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 君の背中にはいつも愛がある MISIA
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ユウレイ まふまふ
編集部オススメ！話題曲 Small world BUMP OF CHICKEN

銀河鉄道999（ジャズ・アレンジver.） ゴダイゴ
虹も笑うピアノ 富貴晴美

豪華な伴奏で!! ピアノ&ボーカル♪ アルデバラン AI
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 木蘭の涙 スターダスト☆レビュー
アイ・ラブ・クラシック 別れの曲 ショパン

2022年2月号

編集部オススメ！話題曲

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2022年8月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2022年6月号

2022年7月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲

2022年5月号

2022年4月号

2022年3月号

いつか必ず弾きたい とっておきの１曲

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

編集部オススメ！話題曲

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

編集部オススメ！話題曲

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

編集部オススメ！話題曲

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2022年10月号

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲

2022年9月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

編集部オススメ！話題曲

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange リパブリック讃歌（特殊奏法アレンジ）
セロリの電Pパーク！ アイノカタチ（ストリングス・アレンジ） MISIA

Secret Touch Snow Man
沈丁花 DISH//
アルデバラン AI
ラストシーン 菅田将暉
ベテルギウス 優里

編集部オススメ！話題曲 いつか Saucy Dog
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ラジエーションハウス 服部隆之
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ ロマンスの神様 広瀬香美
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 廻廻奇譚 Eve
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 DEPARTURES globe
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ たこの歌
アイ・ラブ・クラシック ウィーンの森の物語 ヨハン・シュトラウス2世
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange リパブリック讃歌（ヴァイオリン風）
セロリの電Pパーク！ 何なんw 藤井 風

初心LOVE（うぶらぶ） なにわ男子
大正浪漫 YOASOBI
恋降る月夜に君想ふ King & Prince
Prologue JO1

編集部オススメ！話題曲 水平線 back number

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲
讃美歌メドレー 
きよしこの夜〜We Wish You A Merry Christmas〜もみの木

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ WINTER SONG DREAMS COME TRUE
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 冬の星座
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 小さな旅 大野雄二
アイ・ラブ・クラシック こんぺい糖の踊り チャイコフスキー
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ そりすべり
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 七つの子（クリスマス・アレンジ）
セロリの電Pパーク！ 言葉にできない 小田和正

ラブレター YOASOBI
LITMUS 緑黄色社会
優しさの剣 Novelbright
アポトーシス Official髭男dism
グッバイ宣言 Chinozo
嘘じゃない 崎山蒼志

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 レイダース・マーチ
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 木枯しに抱かれて 小泉今日子
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 秋のささやき リチャード・クレイダーマン
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ いとまきのうた
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ アディオス・ノニーノ ピアソラ
アイ・ラブ・クラシック ハンガリー舞曲 第5番 ブラームス
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 七つの子（シチリアーノ風）
セロリの電Pパーク！ マリーゴールド あいみょん

U millennium parade × Belle
マスカラ SixTONES
Ordinary days milet
うたかた歌 RADWIMPS feat.菅田将暉
Love Song Uru

編集部オススメ！話題曲 魔法の絨毯 川崎鷹也
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 SWEET MEMORIES 松田聖子
豪華な伴奏で!! ピアノ&ボーカル♪ Into The Night（「夜に駆ける」English ver.） YOASOBI
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ カイト 嵐
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 証城寺の狸囃子
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ SEASONS 浜崎あゆみ
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（初級） バラード 第1番～Moon Dance～ ショパン
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 七つの子（黒鍵アレンジ）
セロリの電Pパーク！ 風になりたい THE BOOM

Pale Blue 米津玄師
アカリ GReeeeN
三原色 YOASOBI
Sleepless Night yama

編集部オススメ！話題曲 長い髪 FOMARE
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 SMILE～晴れ渡る空のように～ 桑田佳祐
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ Everything MISIA
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ KING Kanaria
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 雨降りお月さん
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（上級） 組曲『惑星』より「ジュピター」 ホルスト
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ SEPTEMBER 竹内まりや
アイ・ラブ・クラシック ユーモレスク ドヴォルザーク
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 見よ、勇者は帰りぬ（ジャズ・ワルツ風）
セロリの電Pパーク！ ふるさと（アカペラver.）

なないろ BUMP OF CHICKEN
怪盗 back number
きらり 藤井 風

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ ありがとう いきものがかり
編集部オススメ！話題曲 ツキミソウ Novelbright
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 あの夢をなぞって YOASOBI
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 情熱大陸 葉加瀬太郎
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（中級） バラード 第1番 ショパン
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 山の音楽家
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 栄光の架橋 ゆず
アイ・ラブ・クラシック 小犬のワルツ ショパン
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 見よ、勇者は帰りぬ（輪唱アレンジ）
セロリの電Pパーク！ にじいろ 絢香

もう少しだけ YOASOBI
愛を知るまでは あいみょん
踊 Ado
カタワレ 佐藤千亜妃

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ ひかり 星野希望
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 ワタリドリ [Alexandros]
編集部オススメ！話題曲 浄土 けいちゃん
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 浜辺の歌
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 愛をこめて花束を Superfly
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ あこがれの夏
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 宝島 T-SQUARE
アイ・ラブ・クラシック 『水上の音楽』第2組曲より「アラ・ホーンパイプ」 ヘンデル
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 見よ、勇者は帰りぬ（バッハ＆ベートーヴェン風）
セロリの電Pパーク！ LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸 with ナオミ・キャンベル

Film out BTS
10月無口な君を忘れる あたらよ
Take a picture NiziU
No.1 DISH//

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 旅路 藤井 風
編集部オススメ！話題曲 勿忘 Awesome City Club
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ Pretender（ふみ編曲ver.） Official髭男dism
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ Story AI
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 浪漫飛行 米米CLUB
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 池の雨
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 北の国から－遙かなる大地より－ さだ まさし
アイ・ラブ・クラシック  『四季』より 6月「舟歌」 チャイコフスキー
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange ウェストミンスターの鐘（ハネたリズム）
セロリの電Pパーク！ キセキ GReeeeN

ギラギラ Ado
桜晴 優里
僕が僕じゃないみたいだ SixTONES
廻廻奇譚 Eve
えんとつ町のプペル ロザリーナ

月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 夜に駆ける（まらしぃ編曲ver.） YOASOBI
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 想い出は遠くの日々 天門
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 五月の歌 モーツァルト
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 残酷な天使のテーゼ 高橋洋子
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ My Favorite Things
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 変わらないもの 奥 華子

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

編集部オススメ！話題曲

2022年1月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2021年6月号

2021年5月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

編集部オススメ！話題曲

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2021年12月号

2021年11月号

2021年10月号

2021年9月号

2021年8月号

2021年7月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
アイ・ラブ・クラシック 五重奏曲「ます」 第4楽章 シューベルト
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange ウェストミンスターの鐘（ゆったりジャズ風アレンジ）
セロリの電Pパーク！ 虹 菅田将暉

Universe Official髭男dism
アイデンティティ 秋山黄色
Grandeur Snow Man

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 ドライフラワー 優里
春を告げる yama
うっせぇわ Ado

月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ スペイン チック・コリア
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ エイリアンズ キリンジ
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 2声インヴェンション 第1番 J.S.バッハ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 虹 菅田将暉
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ One more time,One more chance 山崎まさよし
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange ウェストミンスターの鐘（壮大アレンジ）
セロリの電Pパーク！ 糸 中島みゆき

ST SixTONES
蒼のワルツ Eve
泣き笑いのエピソード 秦 基博
点描の唄 Mrs. GREEN APPLE
馬と鹿 米津玄師

編集部オススメ！話題曲 猫 DISH//
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 炎（かてぃん編曲ver.） LiSA
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ ワンルーム・ディスコ Perfume
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ うれしいひなまつり
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 花は咲く 花は咲くプロジェクト
アイ・ラブ・クラシック パッヘルベルのカノン J.パッヘルベル
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange ハイ・ホー（ポップス風）
セロリの電Pパーク！ 炎 LiSA

Step and a step NiziU
風を食む ヨルシカ
NEW ERA SixTONES
ピアノ・マン ビリー・ジョエル
第三の男
Stand by me, Stand by you. 平井 大
tadu まらしぃ

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 決戦は金曜日 DREAMS COME TRUE
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 炎 LiSA
豪華な伴奏で!! ピアノ&ボーカル♪ 再会(produced by Ayase) LiSA×Uru
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ フニクリ・フニクラ
アイ・ラブ・クラシック 愛の夢 第3番 F.リスト
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange ハイ・ホー（リスト風）

三文小説 King Gnu
虹 菅田将暉
Whenever You Call 嵐

月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 炎 LiSA
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 ル・ローヌ 服部克久

恋 星野 源
コーヒーとシロップ Official髭男dism

ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 冬景色
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ 紅蓮華 LiSA
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 木綿のハンカチーフ 太田裕美
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ヘドウィグのテーマ ジョン・ウィリアムズ
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 香水 瑛人
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange ハイ・ホー（シューマン風）

炎 LiSA
足跡 Little Glee Monster
Dynamite BTS
Your Song Hey! Say! JUMP

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 感電 米津玄師
編集部オススメ！話題曲 Warrior Past
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ あら野のはてに
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ One Love 嵐
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ウィンター・ワンダーランド
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 雪だるまつくろう 神田 沙也加/稲葉 菜月/諸星 すみれ(アナ/(エルサ))
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 紅蓮華 LiSA
アイ・ラブ・クラシック 主よ、人の望みの喜びよ J.S.バッハ
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 大きな古時計（80年代AOR風）

群青 YOASOBI
Stories Snow Man
愛錠 LiSA
僕らが強く。 DISH//

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 帰ろう 藤井 風
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 紅蓮華 LiSA
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ギガアイシテル レキシ
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ グリーンスリーヴス
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ RPG SEKAI NO OWARI
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ アマポーラ
アイ・ラブ・クラシック ラプソディ・イン・ブルー G.ガーシュウィン
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ Another Orion 藤井フミヤ
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 大きな古時計（ジャズ・バラード風）

たぶん YOASOBI
NAVIGATOR
Laughter Official髭男dism
盗作 ヨルシカ

編集部オススメ！話題曲 愛を奏でて エンニオ・モリコーネ
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 Love so sweet 嵐
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 月光 鬼束ちひろ
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ 故郷の空
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 秋のエチュード 羽田健太郎
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（初級） ふるさと～発表会用シンプルアレンジ～
アイ・ラブ・クラシック フィガロの結婚より「恋とはどんなものかしら」 モーツァルト
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ マリーゴールド あいみょん
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 大きな古時計（ラヴェル風）

HELLO Official髭男dism
Last Mermaid… Hey! Say! JUMP
Make you happy NiziU
カイト 嵐

編集部オススメ！話題曲 香水 瑛人
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ニュー・シネマ・パラダイス 愛のテーマ
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 いつも何度でも 木村 弓

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ
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テーマ

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 何度でも DREAMS COME TRUE
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（中級） 赤とんぼ
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ メロディー 玉置浩二
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ メヌエット ト長調 J.S.バッハ
アイ・ラブ・クラシック 24の前奏曲 第7番 イ長調 ショパン
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 幸せなら手をたたこう（モーツァルト風）

ココロノナカ RADWIMPS
TOMORROW BiSH
ハルジオン YOASOBI
夜明けをくちずさめたら 上白石萌音

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 夜に駆ける YOASOBI
編集部オススメ！話題曲 Letter SHE´S
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ アヴェ・ヴェルム・コルプス モーツァルト
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ サンサーラ 中 孝介
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（上級） フレンド・ライク・ミー
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ チェリー スピッツ
アイ・ラブ・クラシック ピアノ・ソナタ 第14番 「月光」 第1楽章 ベートーヴェン
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ スタンド・バイ・ミー ベン・E.キング
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 幸せなら手をたたこう（サティ風）

星影のエール GReeeeN
裸の心 あいみょん
Mazy Night King ＆ Prince

編集部オススメ！話題曲
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Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
花に亡霊 ヨルシカ

編集部オススメ！話題曲 竈門炭治郎のうた 椎名 豪 featuring 中川奈美
アイ・ラブ・クラシック 交響曲第101番「時計」 第2楽章より F.J. ハイドン
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 上を向いて歩こう 坂本 九
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ タフワフワイ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 紅蓮華 LiSA
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 逢いたくていま MISIA
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ それが大事 大事MANブラザーズバンド
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 115万キロのフィルム Official髭男dism
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange 幸せなら手をたたこう（行進曲風）

猫じゃらし RADWIMPS
パラボラ Official髭男dism
あなたがいることで Uru
Flash!!! King Gnu
from the edge -TV ver.- FictionJunction feat. LiSA

編集部オススメ！話題曲 ただ君に晴れ ヨルシカ
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 生きる いきものがかり
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 青春の影 チューリップ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ Birthday Mr.Children
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 交響曲 第9番「新世界より」 第2楽章 ドヴォルザーク
ゆるく！楽しく!!カッコよく!!!みんなのプチJAZZ Happy Birthday to You
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange ダニー・ボーイ（Take5風）

センス・オブ・ワンダー sumika
どろん King Gnu
NEW WORLD SixTONES
しあわせの保護色 乃木坂46

編集部オススメ！話題曲 フィルム 星野 源
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 ギフト 嵐
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 愛をこめて花束を Superfly
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 世界に一つだけの花 SMAP
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 糸 中島みゆき
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 茶つみ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 母 氷川きよし
アイ・ラブ・クラシック 星条旗よ永遠なれ
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 瑠璃色の地球 松田聖子
アレンジ講座連動スコア ござさんのAll that Goza's Piano Arrange ダニー・ボーイ（クラシック風）

さよならの今日に あいみょん
カエルノウタ 森 七菜
D.D. Snow Man
Muah Muah Hey! Say! JUMP

編集部オススメ！話題曲 The hole King Gnu
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 サクラ咲ケ 嵐
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 未来へ Kiroro
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 春の小川 文部省唱歌
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 炎のランナー ヴァンゲリス
アイ・ラブ・クラシック ピーターと狼 S.プロコフィエフ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ みんな自由だ Half time Old
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り ノーサイド 松任谷 由実
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 『四季』より「春」 A.ヴィヴァルディ
アレンジ講座連動スコア ござさんのAll that Goza's Piano Arrange ダニー・ボーイ（ジャズ風）

Imitation Rain SixTONES
I LOVE… Official髭男dism
CHEERS Mrs. GREEN APPLE
Teenager Forever King Gnu

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 紅蓮華 LiSA
編集部オススメ！話題曲 全力少年 スキマスイッチ
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 明日、春が来たら 97-07 松 たか子
豪華な伴奏で!! ピアノ&ボーカル♪ さくら（二〇一九） 森山直太朗
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ １・２・３ After the Rain（そらる×まふまふ）
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ Starting Five J-Squad
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 蛍の光
アイ・ラブ・クラシック 別れの曲
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 旅立ちの日に
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange アメイジング・グレイス（印象派風）

イントゥ・ジ・アンノウン～心のままに エルサ（松 たか子）
Revival Love 超特急
Turning Up 嵐
愛しさにリボンをかけて Little Glee Monster

アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 天体観測 BUMP OF CHICKEN
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 純烈のハッピーバースデー 純烈
編集部オススメ！話題曲 大丈夫 (Movie edit) RADWIMPS
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 ラストソング Official髭男dism
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 愛の喜び クライスラー
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ いのちの歌 竹内まりや
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り レット・イット・ゴー～ありのままで～ エルサ（松 たか子）
アイ・ラブ・クラシック ボレロ
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ ウィンター・ゲームス デイヴィッド・フォスター
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange アメイジング・グレイス（ロマン派風）

願い sumika
フレア Superfly
ECHO Little Glee Monster
sabotage 緑黄色社会

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 Pretender Official髭男dism
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 早春賦
編集部オススメ！話題曲 インフェルノ Mrs. GREEN APPLE
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ G線上のアリア
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ラムのラブソング 松谷祐子
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ The Song of Life
アイ・ラブ・クラシック ピアノ・ソナタ 第8番 「悲愴」 第2楽章
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ スター・ウォーズのテーマ
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 粉雪 レミオロメン
アレンジ講座連動スコア　ござさんの All that Goza's Piano Arrange アメイジング・グレイス（バロック風）

葵 あいみょん
イエスタデイ Official髭男dism
Folktale Mrs. GREEN APPLE
麒麟の子 Sexy Zone

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 白日 King Gnu
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ Lemon ～ジャズ・アレンジ～ 米津玄師
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 三日月 絢香
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り ガーネット 奥 華子
編集部オススメ！話題曲 WISH 嵐
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 『交響曲第九番』より「歓喜の歌」 ベートーヴェン
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ Everything MISIA
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ サンタが町にやってくる
アイ・ラブ・クラシック ひいらぎかざろう ウェールズ民謡

lovin’ Mrs. GREEN APPLE
空の青さを知る人よ あいみょん
飛行艇 King Gnu
ビンテージ Official髭男dism

編集部オススメ！話題曲 夜空ノムコウ SMAP
Arranged by まらしぃ ちょっとおしゃれなノクターン Op.9-2 ショパン
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ バレエ『白鳥の湖』より「情景」 チャイコフスキー
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 SAY YES CHAGE and ASKA
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ First Love 宇多田ヒカル
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 狙いうち 山本リンダ
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 元気を出して 竹内まりや
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ エンターテイナー S.ジョプリン
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 渡る世間は鬼ばかり

グランドエスケープ (Movie edit) feat.三浦透子 RADWIMPS
koi-wazurai※ショートVer. King & Prince
BRAVE 嵐
夜明けまで強がらなくてもいい※1コーラスver. 乃木坂46
ファンファーレ！※1コーラスver. Hey! Say! JUMP

アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ オレンジ SMAP
編集部オススメ！話題曲 Happy Valley※ショート&移調Ver. orange pekoe
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Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 Precious Love　※半音上げ移調 EXILE ATSUSHI
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（初級） ピアノ協奏曲第2番 第1楽章 ラフマニノフ
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ まっかな秋
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 少女がみたもの 西村由紀江
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り Best Friend Kiroro
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 君はともだち

愛にできることはまだあるかい (Movie edit) RADWIMPS
宿命 Official髭男dism
真夏の夜の匂いがする あいみょん
Brand New Story GENERATIONS from EXILE TRIBE

編集部オススメ！話題曲 SEIMEI ゆず
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ たしかなこと 小田和正
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 Summer　※サイズカットver. 久石 譲
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 負けないで ZARD
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り Your Song エルトン・ジョン
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ サンタ・ルチア
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（上級） 夕焼け小焼け ～演奏会用小品～
アイ・ラブ・クラシック 歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』より間奏曲 マスカーニ
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ サークル・オブ・ライフ

海の幽霊 米津玄師
まちがいさがし 菅田将暉
君に ありがとう King & Prince
優しいあの子 スピッツ

月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（中級） 君をのせて ～ジャズ・アレンジ～
編集部オススメ！話題曲 SINGLES Mr.Children
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 令和 ゴールデンボンバー
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 夏祭り JITTERIN' JINN
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 愛を感じて エルトン・ジョン
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 花 石嶺聡子
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 ラジオ体操第二
アイ・ラブ・クラシック マズルカ Op.7-1 ショパン
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ Sing, Sing, Sing

Lucky-Unlucky Hey! Say! JUMP
Ambitious Superfly
Remember Me MAN WITH A MISSION
Sing Out! 乃木坂46

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 大好きって意味だよ（みんなのうた） キョエ
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り カブトムシ aiko
編集部オススメ！話題曲 Happiness 嵐
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 「ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー」のテーマによる変奏曲
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 茶色の小瓶 ～ジャズ・アレンジ～
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ バレエ音楽『眠れる森の美女』より「ワルツ」 チャイコフスキー
アイ・ラブ・クラシック きらきら星変奏曲 モーツァルト
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ ルパン三世のテーマ
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン

SING! いきものがかり
Prime Numbers 家入レオ
Rain 亀梨和也
アメノチハレ ジャニーズWEST

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 雨にぬれても B.J.トーマス
編集部オススメ！話題曲 マリーゴールド あいみょん
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 奏（かなで） スキマスイッチ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 小さな恋のうた MONGOL800
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ ハナミズキ 一青 窈
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 虹の彼方に
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 婚礼の合唱 ワーグナー
アイ・ラブ・クラシック 組曲『展覧会の絵』より“プロムナード～キエフの大門” ムソルグスキー
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ フレンド・ライク・ミー

君を待ってる King & Prince
キュン　～1コーラスver.～ 日向坂46
ハルノヒ あいみょん
太陽 いきものがかり

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン セリーヌ・ディオン
編集部オススメ！話題曲 二人でお茶を
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ THE GIFT 平井 大
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 未来予想図Ⅱ DREAMS COME TRUE
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り M プリンセス プリンセス
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 野ばら シューベルト
アイ・ラブ・クラシック 歌の翼に メンデルスゾーン
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 涙そうそう 夏川りみ
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ パプリカ Foorin

crystal 関ジャニ∞
黒い羊 欅坂46
HAPPY BIRTHDAY back number
ミライ JUJU

編集部オススメ！話題曲 桜 DA PUMP
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 チェリー スピッツ
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ヘッドライト・テールライト 中島みゆき
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ チム・チム・チェリー
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 桜坂 福山雅治
アイ・ラブ・クラシック ヴァイオリン・ソナタ 第5番 「春」 第1楽章 ベートーヴェン
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 花の歌 ランゲ
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 海の見える街 久石 譲
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ Love so sweet 嵐

WE DO いきものがかり
幸せのありか 平原綾香
Hurray! Hurray! Kis-My-Ft2
約束 × No title GReeeeN

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 仰げば尊し
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 オネスティ ビリー・ジョエル

3月9日 レミオロメン
サンタマリア 米津玄師

アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 春よ、来い 松任谷 由実
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 時代 中島みゆき
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 翼をください
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 威風堂々 エルガー
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 別れの曲 ショパン
アイ・ラブ・クラシック 春の声 J.シュトラウス2世

Hello Song 星野 源
プロローグ Uru
笑顔のループ AAA
泣かせてくれよ 吉本坂46
ボヘミアン・ラプソディ QUEEN
愛唄 GReeeeN

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 男の勲章 嶋 大輔
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り I LOVE YOU 尾崎 豊
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ この道
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 糸 中島みゆき
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 愛の夢 リスト
アイ・ラブ・クラシック ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 第1楽章 メンデルスゾーン
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス

あなたとトゥラッタッタ♪ DREAMS COME TRUE
君のうた 嵐
オールドファッション back number
カラクリだらけのテンダネス Sexy Zone
プロポーズ 純烈
half of me 平井 堅

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ パプリカ Foorin
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り ありがとう いきものがかり
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ どんなときも。 槇原敬之
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 私のお父さん プッチーニ
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ パート・オブ・ユア・ワールド
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ Lemon 米津玄師
アイ・ラブ・クラシック アラベスク 第1番 ドビュッシー

Flamingo 米津玄師

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

編集部オススメ！話題曲

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

編集部オススメ！話題曲

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

編集部オススメ！話題曲

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2019年9月号

2019年8月号

2019年7月号

2019年6月号

2019年3月号

2019年2月号

2019年1月号

2019年5月号

2019年4月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
贈る言葉 GReeeeN
今夜このまま あいみょん
帰り道は遠回りしたくなる 乃木坂46

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 白い恋人達 桑田佳祐
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ U.S.A. DA PUMP
編集部オススメ！話題曲 西郷どん –メインテーマ–
宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 ぞうさん
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ クリスマスソング back number
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 戦場のメリークリスマス 坂本龍一
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 『くるみ割り人形』より「行進曲」 チャイコフスキー
アイ・ラブ・クラシック アヴェ・マリア シューベルト
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 赤鼻のトナカイ

Gifts Superfly
Memorial King & Prince
ありがとう 高橋 優
君、僕。 Kis-My-Ft2

編集部オススメ！話題曲 グッド・ドクター
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ アイデア 星野 源
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 瞳をとじて 平井 堅
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 秋桜 山口百恵
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ You Raise Me Up ケルティック・ウーマン
宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 ゆりかごのうた
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ モルダウ スメタナ
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ おどるポンポコリン B.B.クィーンズ
アイ・ラブ・クラシック 見よ、勇者は帰る ヘンデル

アイデア 星野 源
夏疾風 嵐
ここに 関ジャニ∞
COSMIC☆HUMAN Hey! Say! JUMP

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 奇跡を望むなら．．． JUJU
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 永遠にともに コブクロ
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ホール・ニュー・ワールド
宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 あんたがたどこさ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ くまのプーさん
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（中級） 愛のあいさつ ～やさしいジャズ・アレンジ～ エルガー
アイ・ラブ・クラシック 雨だれ ショパン
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ アイ・ガット・リズム ガーシュウィン

もし君を許せたら 家入レオ
世界はあなたに笑いかけている Little Glee Monster
ロングホープ・フィリア 菅田将暉
この世界の片隅に <ピアノソロ・バージョン> 久石 譲

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ マスカット ゆず
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ Sign Mr.Children
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り Lemon 米津玄師
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 思いは海を越えて 村松 健
宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 七つの子
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（上級） ちいさい秋みつけた
アイ・ラブ・クラシック おもちゃの兵隊の行進 イェッセル
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 歌劇『アイーダ』より「凱旋行進曲」 ヴェルディ
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵

初恋 宇多田ヒカル
ミライのテーマ 山下達郎
公園通り ゆず
L.O.V.E. Kis-My-Ft2

編集部オススメ！話題曲 LOSER 米津玄師
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ひまわりの約束 秦 基博
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 島唄 THE BOOM
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（初級） 美女と野獣
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 涙のキッス サザンオールスターズ
宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 森のくまさん
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 五重奏曲「ます」 第4楽章 シューベルト
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ YOUNG MAN （Y.M.C.A.） 西城秀樹
アイ・ラブ・クラシック エチュード Op.10-12 「革命」 ショパン

イノセントデイズ Sexy Zone
シンデレラガール King & Prince
知らないんでしょ？ 平井 堅
Bloom Superfly
Iris まらしぃ
会いに行く 小田和正

宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 夏の思い出
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ オー・シャンゼリゼ
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 星に願いを
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 真夏の果実 サザンオールスターズ
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ ANNIVERSARY 松任谷由実
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 歌の翼に メンデルスゾーン
アイ・ラブ・クラシック 亜麻色の髪の乙女 ドビュッシー
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 太陽にほえろ! メインテーマ

シンクロニシティ 乃木坂46
ノーダウト Official髭男dism
この道を 小田和正
アップデート miwa
アイネクライネ 米津玄師
戯言 島 茂子

月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ One Love 嵐
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ あまちゃん オープニングテーマ/レギュラーバージョン
宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 あめふり
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り もしもピアノが弾けたなら 西田敏行
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 埴生の宿
アイ・ラブ・クラシック 結婚行進曲 メンデルスゾーン
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 蘇州夜曲
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 茶色の小瓶

Lemon 米津玄師
ガラスを割れ! 欅坂46
アイラブユー 西野カナ
ONE TIMES ONE コブクロ

編集部オススメ！話題曲 ふれあうだけで ～Always with you～ 三浦大知
宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 鯉のぼり（♪いらかの～）
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 笑一笑 ～シャオイーシャオ！～ ももいろクローバーZ
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 愛は勝つ KAN
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 小犬のワルツ ショパン
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ハナミズキ 一青 窈
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 初恋 村下孝蔵
アイ・ラブ・クラシック 華麗なる大円舞曲 ショパン
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 小さな世界 （トリオ連弾3人4手）

Find The Answer 嵐
サザンカ SEKAI NO OWARI
マエヲムケ Hey! Say! JUMP
ドラえもん 星野 源
あなたといるだけで～映画『アナと雪の女王／家族の思い出』より
リメンバー・ミー（ララバイ・バージョン）

編集部オススメ！話題曲 誕生日 熊木杏里
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り SAKURA いきものがかり
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 赤いスイートピー 松田聖子
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 楓 スピッツ
宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 大きな古時計
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 Spring 久石 譲
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 春の歌 メンデルスゾーン

アイ・ラブ・クラシック
子守歌メドレー　モーツァルトの子守歌～ブラームスの子守歌～シューベルトの
子守歌
ハロー カゲロウ GReeeeN
Topaz Love KinKi Kids
ハートアップ 絢香＆三浦大知
東京 JUJU

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ありがとう・さようなら
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り サクラ～卒業できなかった君へ～ 半﨑美子
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2018年12月号

2018年11月号

2018年10月号

2018年9月号
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2018年5月号
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Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 白い恋人たち フランシス・レイ
編集部オススメ！話題曲 私のお気に入り～ジャズ・アレンジ～
宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 どこかで春が
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 栄光の架橋 ゆず
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 別れの曲 ショパン
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ めぐり逢い アンドレ・ギャニオン
アイ・ラブ・クラシック 『四季』より「春」 ヴィヴァルディ

瞬き back number
あなた 宇多田ヒカル
LPS NEWS
White Love Hey! Say! JUMP
Hope 安室奈美恵
Dear Family -TV Version- 桑原あい×石若 駿

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ さくらんぼ 大塚 愛
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 雪の華 中島美嘉
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ ダンシング・ヒーロー 荻野目洋子
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ Everything MISIA
宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 雪
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 組曲『惑星』より「木星」 ホルスト
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 残酷な天使のテーゼ 高橋洋子
アイ・ラブ・クラシック 愛の喜び マルティーニ

Doors ～勇気の軌跡～ 嵐
風に吹かれても 欅坂46
Finally 安室奈美恵
OVER Little Glee Monster

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 打上花火 DAOKO×米津玄師
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り どんなときも。 槇原敬之
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ UFO ピンク・レディー
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ CAN YOU CELEBRATE？ 安室奈美恵
編集部オススメ！話題曲 スピッツ スペシャル・メドレー　春の歌～歌ウサギ～チェリー
宮川彬良presents 続・ピアノが喜ぶ♪童謡唱歌 “お正月”幻想即興
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 笑点のテーマ
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 美しく青きドナウ ヨハン・シュトラウス2世
アイ・ラブ・クラシック 前奏曲「鐘」 ラフマニノフ

応答セヨ 関ジャニ∞
奇蹟 Uru
明日はどこから　NHK連続テレビ小説『わろてんか』主題歌
LIFE AAA

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 だいじょうぶ 村松 健
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ クリスマスソング back number
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 抱きしめたい Mr.Children
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 情熱大陸 葉加瀬太郎 with 小松亮太
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ もろびとこぞりて

編集部オススメ！話題曲
For Tomorrow
TBS系 金曜ドラマ『コウノドリ』メインテーマ

清塚信也

月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 雪

アイ・ラブ・クラシック
バレエ音楽『くるみ割り人形』メドレー　花のワルツ～あし笛の踊り～こんぺい糖
の踊り～中国の踊り～行進曲

連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪
クリスマス メドレー　おめでとうクリスマス～もみの木～きよしこの夜～ジング
ル・ベル
手をつなぐ理由 西野カナ
ぎゅっと Sexy Zone
Eternal Love EXILE TAKAHIRO
ミチシルベ Rihwa

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ いつかできるから今日できる 乃木坂46
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 366日 HY

嵐スペシャル・メドレー　Power of the Paradise～I'll be there～つなぐ
肌 星野 源

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り PRIDE 今井美樹
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 待ちぼうけ
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 オギヨディオラ リーチェ
アイ・ラブ・クラシック 亡き王女のためのパヴァーヌ ラヴェル
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 学園天国 フィンガー5
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 川の流れのように 美空ひばり

Family Song 星野 源
若い広場　連続テレビ小説『ひよっこ』主題歌
Forevermore 宇多田ヒカル
奇跡の人 関ジャニ∞

編集部オススメ！話題曲 U R not alone NEWS
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ さよならだよ、ミスター 横山だいすけ
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り The Rose ベット・ミドラー
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 積水ハウスの歌 ～ぼくらの街篇～ アルケミスト
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 空も飛べるはず スピッツ
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ ミッキーマウス・ハロウィン・マーチ
アイ・ラブ・クラシック トロイメライ シューマン
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 虫のこえ
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（上級） 愛のあいさつ～左手独奏のための～ エルガー

つなぐ 嵐
RAIN SEKAI NO OWARI
himawari Mr.Children
ずっと、ふたりで 家入レオ
Girls 西野カナ

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 愛の讃歌
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 三日月 絢香
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 千本桜 黒うさP feat. 初音ミク
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ secret base ～君がくれたもの～ ZONE
編集部オススメ！話題曲 カントリー・ロード

連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪
Hey!Say!JUMPスペシャル・メドレー　Ultra Music Power～Chau♯～OVER THE 
TOP

ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 大きな栗の木の下で
アイ♥クラシック オンブラ・マイ・フ ヘンデル
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（初級） 見上げてごらん夜の星を 坂本 九

CQCQ 神様、僕は気づいてしまった
Destiny シェネル
ヘビーメロウ スピッツ
ひよっこのマーチ　連続テレビ小説『ひよっこ』より
カナリア ゆず

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 渡月橋 ～君 想ふ～ 倉木麻衣
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り お弁当ばこのうた～あなたへのお手紙～ 半﨑美子
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ HANABI Mr.Children
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ きょうの料理(新ヴァージョン)
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ すいかの名産地
編集部オススメ！話題曲 少年時代 井上陽水

連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪
関ジャニ∞スペシャル・メドレー　パノラマ～なぐりガキBEAT～侍唄（さむらいソ
ング）

月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション受賞作品（中級） 糸 中島みゆき
アイ♥クラシック 愛のあいさつ エルガー

背中越しのチャンス  亀と山P
ノンフィクション 平井 堅
見たこともない景色  菅田将暉
願いごとの持ち腐れ
心 コブクロ

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ サライ 加山雄三／谷村新司
『美女と野獣』スペシャル・メドレー　美女と野獣～ひとりぼっちの晩餐会～時は
永遠に
CITY OF STARS

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 愛のオルゴール リチャード・クレイダーマン
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 負けないで ZARD
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 浜辺の歌
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ ふじの山
アイ♥クラシック 組曲『動物の謝肉祭』より「白鳥」 サン＝サーンス
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 彼こそが海賊

I'll be there 嵐
パッ 西野カナ
不協和音 欅坂46
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Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
棒人間 RADWIMPS
はやく逢いたい Dream Ami

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 慕情(TVサイズ ver.) 中島みゆき
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 乾杯 長渕 剛
編集部オススメ！話題曲 歌うたいのバラッド 斉藤和義

アニソン・メドレー
キューティーハニー～残酷な天使のテーゼ～ウィーアー！～CHA-LA HEAD-
CHA-LA

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 夢の途中 —セーラー服と機関銃— 来生たかお
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 恋 星野 源
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ リパブリック讃歌
アイ♥クラシック 交響曲 第6番「田園」 第1楽章 ベートーヴェン

この闇を照らす光のむこうに Anly+スキマスイッチ=
インフルエンサー 乃木坂46
荒野を歩け ASIAN KUNG-FU GENERATION
OVER THE TOP Hey! Say! JUMP
ロードムービー 高橋 優

月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 美女と野獣
編集部オススメ！話題曲 やってみよう WANIMA
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 手紙 back number
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 恋 星野 源

連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ ゆず スペシャル・メドレー　夏色～栄光の架橋～逢いたい～友～旅立ちの時～ ゆず

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 私はピアノ サザンオールスターズ
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ かっこうワルツ ヨナーソン
アイ♥クラシック 美しく青きドナウ ヨハン・シュトラウス2世

どこまでも ～How Far I’ll Go～ 加藤ミリヤ
TOKYO GIRL Perfume
僕の心をつくってよ 平井 堅
ひらり 大原櫻子
なぐりガキBEAT 関ジャニ∞

アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 悲しくてやりきれない ザ・フォーク・クルセダーズ
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 声 グリーンボーイズ
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 恋 星野 源
編集部オススメ！話題曲 STAY TUNE Suchmos
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 春よ、来い 松任谷由実
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 日立の樹
アイ♥クラシック クラシカロイドに登場する　クラシック原曲メドレー
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り First Love 宇多田ヒカル

アイオクリ(movie ver.) The STROBOSCORP
さよならバイスタンダー YUKI
奏(かなで) re:produced by スキマスイッチ スキマスイッチ
べっぴんさん メインテーマ　連続テレビ小説『べっぴんさん』より
NOROSHI 関ジャニ∞

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ How Far I’ll Go　映画『モアナと伝説の海』より
編集部オススメ！ 中級レベルで楽しむ話題曲 恋 Piano ver.　ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』より
アレンジ講座連動スコア　事務員Gの名曲タイムトリップ 事務員Gの超タイムトリップメドレー
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 花は咲く 花は咲くプロジェクト

連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪
いきものがかりスペシャル・メドレー　SAKURA～風が吹いている～YELL～あり
がとう

ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 仰げば尊し
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 3月9日 レミオロメン
アイ♥クラシック 別れのワルツ ショパン

Give Me Love Hey! Say! JUMP
ヒカリノアトリエ　連続テレビ小説『べっぴんさん』主題歌
二人セゾン 欅坂46
砂の塔 THE YELLOW MONKEY
あいたい 林部智史

ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 前前前世(movie ver.) RADWIMPS
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 恋 星野 源
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ SHAKE SMAP
編集部オススメ！ 中級レベルで楽しむ話題曲 Yuri on ICE　アニメ『ユーリ!!! on ICE』より
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ キセキ GReeeeN
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 渚のアデリーヌ リチャード・クレイダーマン
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ エリーゼのために ベートーヴェン
アイ♥クラシック 交響曲第9番「新世界より」第4楽章 ドヴォルザーク

Don't You Get It 嵐
ハッピーエンド back number
サヨナラの意味 乃木坂46
99 Superfly
なんでもないや(movie ver.)  RADWIMPS

編集部オススメ！ 中級レベルで楽しむ話題曲 好きな人がいること JY
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 天城越え 石川さゆり
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り らいおんハート SMAP
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ Asian Dream Song 久石 譲
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 虹と雪のバラード トワ・エ・モワ
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 春の海 宮城道雄
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ トロイカ
アイ♥クラシック スケーターズ・ワルツ ワルトトイフェル

Dear Bride 西野カナ
花 嵐
道 宇多田ヒカル
ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP) ピコ太郎
よびすて Sexy Zone

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 君が好き 西野カナ
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ スパークル(movie ver.)  RADWIMPS
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 世界に一つだけの花 SMAP
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ クリスマス・イブ 山下達郎

編集部オススメ！ 中級レベルで楽しむ話題曲
ヘドウィグのテーマ
映画『ハリー・ポッター』シリーズより

月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ザ・クリスマス・ソング メル・トーメ
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ きよしこの夜
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 かえるの合唱(連弾)
アイ♥クラシック そりすべり ルロイ・アンダーソン

Power of the Paradise 嵐
結 -ゆい- miwa
恋 星野 源
恋をしたのは aiko
涙のない世界 AAA

連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ A列車で行こう
編集部オススメ！ 中級レベルで楽しむ話題曲 前前前世(movie ver.) -Short ver.- RADWIMPS
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ パノラマ 関ジャニ∞
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ ウイスキーが、お好きでしょ 石川さゆり
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 森山直太朗 スペシャル・メドレー 虹～さくら(独唱) ～夏の終わり  森山直太朗
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り オレンジ SMAP
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 森のくまさん
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 紅葉
アイ♥クラシック タイスの瞑想曲 マスネ

Sha la la☆Summer Time Kis-My-Ft2
見上げてごらん夜の星を～ぼくらのうた～ ゆず
ラストシーン いきものがかり
Have a nice day 西野カナ
しあわせを分けなさい AKB48

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り キセキ～未来へ～ whiteeeen
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ めざせポケモンマスター 松本梨香
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 縁の詩 上妻宏光
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ I LOVE YOU 尾崎 豊
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 歌劇『ウィリアム・テル』より序曲 ロッシーニ
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 線路は続くよどこまでも
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 里の秋

Hero 安室奈美恵
PERFECT HUMAN RADIO FISH
Overflows ～言葉にできなくて～ ナオト・インティライミ
涙 GENERATIONS from EXILE TRIBE
恋を知らない君へ NEWS

連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪
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Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの名曲タイムトリップ 愛のメモリー 松崎しげる
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 赤とんぼ
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ あなたのように DREAMS COME TRUE
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ありがとう SMAP
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 二人でお茶を
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 君の瞳に恋してる
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 七つの子
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション 受賞作品(上級) ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」第2楽章(ジャズアレンジ) ベートーヴェン

You ＆ Me 西野カナ
罪と夏 関ジャニ∞
Princess miwa
E.G. summer RIDER E-girls
魔法って言っていいかな？ 平井 堅

連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 六兆年と一夜物語 kemu feat.IA
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ やさしさで溢れるように Flower
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの、名曲タイムトリップ 時の旅人
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ポストに声を投げ入れて YUKI
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 海
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ マシュ・ケ・ナダ
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ ぞうさん
アイ♥クラシック ワルツィング・キャット ルロイ・アンダーソン
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション 受賞作品(中級) 花は咲く 花は咲くプロジェクト

I seek 嵐
Daylight 嵐
Soup 藤原さくら
僕の名前を back number
真夏の通り雨 宇多田ヒカル

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 500マイル
ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ FLASH Perfume
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 海の声 浦島太郎(桐谷健太)
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 たなばたさま
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ シング カーペンターズ
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの、名曲タイムトリップ LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ ほたるこい
アイ♥クラシック 小犬のワルツ ショパン
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション 受賞作品(初級) ノクターン 第2番 Op.9-2<ジャズアレンジ> ショパン

花束を君に 宇多田ヒカル
あなたの好きなところ 西野カナ
勝利の日まで Sexy Zone
僕たちの未来 家入レオ

＆高 きゃりーぱみゅぱみゅ
編集部オススメ！ 中級レベルで楽しむ話題曲 サイレントマジョリティー 欅坂46
やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 恋色に咲け CHiCO with HoneyWorks
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 愛燦燦 美空ひばり
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 しゃぼん玉
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの、名曲タイムトリップ 愛を止めないで オフコース
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 愛をこめて花束を Superfly
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ かたつむり
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 歌劇『カルメン』より「前奏曲」 ビゼー

Sweet! Sweet! Music! いきものがかり
トライ・エヴリシング Dream Ami
Gravity Kis-My-Ft2
ハルジオンが咲く頃 乃木坂46
みんながみんな英雄 AI

編集部オススメ！ 中級レベルで楽しむ話題曲 真田丸紀行
やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 友よ ～ この先もずっと･･･ ケツメイシ
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの、名曲タイムトリップ デイ・ドリーム・ビリーバー ザ・タイマーズ
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 ちょうちょう
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 風のとおり道
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ アイネ・クライネ・ナハトムジーク モーツァルト
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ ファイト！ 中島みゆき
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ ぶんぶんぶん
アイ ♥ クラシック ジュ・トゥ・ヴ サティ

復活LOVE 嵐
君はメロディー AKB48
もっと aiko
いこう いきものがかり
空へ 山崎まさよし

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ Best Friend Kiroro
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 365日の紙飛行機 AKB48
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 Wherever you are ONE OK ROCK
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの、名曲タイムトリップ AMBITIOUS JAPAN！ TOKIO
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 さくら幻想
連弾しましょ♪ さらに楽しく＆華やかに♪ 千本桜 黒うさP
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 夜空ノムコウ SMAP
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ チューリップ
アイ ♥ クラシック 人形の夢と目覚め エステン

明日への手紙 手嶌 葵
心の空 嵐
SUN 星野 源
小さな恋が、終わった Little Glee Monster
長く短い祭 椎名林檎

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ それは僕たちの奇跡 μ's
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの、名曲タイムトリップ 桜ノ雨 halyosy
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 朧月夜
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 明日はきっといい日になる 高橋 優
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 天と地のレクイエム 松尾泰伸
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ どこかで春が
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 時代 中島みゆき
アイ ♥ クラシック ワルツ第15番 ブラームス

No.1 西野カナ
唇にBe My Baby AKB48
オトナチック ゲスの極み乙女。
カラフルEyes Sexy Zone
A Song For You 絢香

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 名探偵コナン メイン・テーマ
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 早春賦

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲
DREAMS COME TRUE スペシャル・メドレー
やさしいキスをして～何度でも～大阪LOVER～未来予想図II

アレンジ講座連動スコア 事務員Gの、名曲タイムトリップ 宝島 T-SQUARE
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ ハピネス AI
月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 心の瞳 坂本 九
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 粉雪 レミオロメン
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ きらきら星
アイ ♥ クラシック オペラ『蝶々夫人』より 「ある晴れた日に」

365日の紙飛行機 AKB48
未来 コブクロ
侍唄(さむらいソング) 関ジャニ∞
Ki・mi・ni・mu・chu EXILE
花束 中島美嘉

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ カゲロウデイズ じん (自然の敵P)
宮川彬良 presents ピアノが喜ぶ♪童謡・唱歌 故郷
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 あしたのワルツ (ミニver.)  H ZETTRIO
アレンジ講座連動スコア 事務員Gの、名曲タイムトリップ 私がオバさんになっても 森高千里
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ Baby,God Bless You 清塚信也
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 冬景色

編集部オススメ！中級レベルで楽しむ話題曲

松田聖子スペシャル・メドレー
～あなたに逢いたくて～Missing You～
瑠璃色の地球～青い珊瑚礁
～赤いスイートピー

アイ ♥ クラシック 夢 ドビュッシー
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ コニャラの歌 矢野顕子

ふるさと 嵐
あなたがここにいて抱きしめることができるなら miwa
クリスマスソング back number
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マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション
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2016年7月号

2016年6月号

2016年5月号

2016年4月号

2016年3月号

2016年2月号

2016年1月号
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マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2016年9月号

2016年8月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
ラブとピース！ いきものがかり
Save me 西内まりや

アレンジ講座連動スコア 事務員Gの、名曲タイムトリップ すてきなホリデイ 竹内まりや
編集部オススメ！中級レベルで楽しむ話題曲 Baby,God Bless You 清塚信也
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 スター・ウォーズ メイン・タイトル
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ プレゼント SEKAI NO OWARI
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 大きな古時計
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ Merry Christmas Mr.Lawrence 坂本龍一
やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 蛍の光
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 枯葉
アイ ♥ クラシック 歌劇『トゥーランドット』より 誰も寝てはならぬ プッチーニ

愛を叫べ 嵐
Dance Dance Dance E-girls
ANTI-HERO SEKAI NO OWARI
AAO Kis-My-Ft2
トリセツ 西野カナ

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 海の声 浦島太郎(桐谷健太)
編集部オススメ！中級レベルで楽しむ話題曲 アンビリーバーズ 米津玄師
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ エトピリカ 葉加瀬太郎
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ イエスタデイ・ワンス・モア カーペンターズ
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 80日間世界一周
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ルパン三世のテーマ
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ りんごの唄 並木路子
アイ ♥ クラシック 組曲「展覧会の絵」より プロムナード ムソルグスキー
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 ねこふんじゃった

ハロウィン・ナイト AKB48
Unfair World 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE
終わらない歌 ゆず
好きだ。 Little Glee Monster
Crazy Party Night ～ぱんぷきんの逆襲～ きゃりーぱみゅぱみゅ

編集部オススメ！中級レベルで楽しむ話題曲 アイ・リアリー・ライク・ユー カーリー・レイ・ジェプセン
やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ イカ大王体操第2 イカ大王

連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪
きときと -四本足の踊り
映画『おおかみこどもの雨と雪』より

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ ふるさと
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ マイバラード
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 何度でも花が咲くように私を生きよう 福山雅治
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 蘇州夜曲
アイ ♥ クラシック ダッタン人の踊り ボロディン

愛しのライリー DREAMS COME TRUE
Hard Knock Days GENERATIONS from EXILE TRIBE
前向きスクリーム！ 関ジャニ∞
夜空。Feat.ハジ→ miwa
君がくれた夏 家入レオ
威風堂々 エルガー
告白予行練習 HoneyWorks feat.GUMI

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 楔 -くさび- 奥 華子
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ September Earth, Wind ＆ Fire
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ たしかなこと 小田和正
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 夢見る人 さだまさし
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 荒城の月 瀧 廉太郎
アイ ♥ クラシック 愛の喜び クライスラー
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション
受賞作品（上級）

女々しくて ゴールデンボンバー

Starting Over Mr.Children
Beautiful Superfly
Summer Madness 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE
Cha-Cha-Cha チャンピオン Sexy Zone
SISTER back number

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ガオガオ・オールスター Little Glee Monster
編集部オススメ！中級レベルで楽しむ話題曲 ラジオ体操第一
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 涙のキッス サザンオールスターズ
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 島唄 THE BOOM
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 さとうきび畑 森山良子
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ アフリカン・シンフォニー
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 静かな湖畔
アイ ♥ クラシック ハバネラ ビゼー
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション
受賞作品（中級）

青春の輝き カーペンターズ

青空の下、キミのとなり 嵐
希空 ～まれぞら～
NHK連続テレビ小説『まれ』より
もしも運命の人がいるのなら 西野カナ
強く 強く 強く 関ジャニ∞
私以外私じゃないの ゲスの極み乙女。

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ようかい体操第二 Dream5
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 I am Manami Morita
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 涙そうそう 夏川りみ
編集部オススメ！中級レベルで楽しむ話題曲 ゴンドラの唄 シャーロット・ケイト・フォックス
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ ブラジル
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ しゃぼんだま
アイ ♥ クラシック アヴェ・マリア カッチーニ
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 少年時代 井上陽水
月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション
受賞作品（初級）

さくらさくら

あなた いきものがかり
OLA!! ゆず
ありがとうForever... 西内まりや
starting over 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE
パーフェクト・デイ ～特別な一日～ 神田沙也加、松 たか子

宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪ 東京ディズニーランド®・エレクトリカルパレード
編集部オススメ！中級レベルで楽しむ話題曲 Happiness (Piano Solo Version)  松下奈緒

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ
エーデルワイス
映画『サウンド・オブ・ミュージック』より

気軽に楽しむ!! 村山☆潤アレンジ弾き語り♪ ドレミ ダイスケ
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 糸 中島みゆき
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 愛のあいさつ エルガー
アイ ♥ クラシック カノン パッヘルベル
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 I Like Chopin～雨音はショパンの調べ～ Gazebo
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ 第三の男

Sakura 嵐
miwa スペシャル・メドレー
360°～君に出会えたから～希望の環（WA）
殺せんせーションズ せんせーションズ
オー！リバル ポルノグラフィティ
ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女 AAA
Dragon Night SEKAI NO OWARI
ドレミの歌

気軽に楽しむ!!かんたん弾き語り♪ ひまわりの約束 秦 基博
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 蛍 サザンオールスターズ
宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪ チム・チム・チェリー
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 ありがとうの輪 絢香
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ めだかの学校
アイ ♥ クラシック 乙女の祈り バダジェフスカ
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ 星条旗よ永遠なれ

奇跡 コブクロ
360° miwa
情熱の花 EXILE
青春賦 ももいろクローバーZ
Green Flash AKB48
サクラミチ 東方神起
あったかいんだからぁ♪ クマムシ
野に咲く花のように ダ・カーポ

気軽に楽しむ!!かんたん弾き語り♪ 春よ、来い 松任谷由実
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 春が来た

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ

2015年6月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2015年5月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ

2015年4月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ

2015年9月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2015年7月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2015年12月号

2015年11月号

2015年10月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2015年8月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 Oriental Wind 久石 譲
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ さくら（独唱） 森山直太朗
アイ ♥ クラシック 愛の夢 リスト
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ 花 瀧 廉太郎

ワンゴール いきものがかり
fighting-Φ-girls miwa
miss you 家入レオ
華麗なる逆襲 SMAP
記憶 渋谷すばる
花燃ゆ・メインテーマ
NHK大河ドラマ『花燃ゆ』より
3月9日 レミオロメン
スノーマジックファンタジー SEKAI NO OWARI

ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ ノクターン 第2番 ショパン
気軽に楽しむ!!かんたん弾き語り♪ 手紙 ～拝啓 十五の君へ～ アンジェラ・アキ
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 贈る言葉 海援隊
いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 放課後の音楽室 GONTITI

連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪
ようかい体操第一 ～ゲラゲラポーのうた
アニメ『妖怪ウォッチ』より

アイ ♥ クラシック ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」 第2楽章 ベートーヴェン
Thank youじゃん！ Kis-My-Ft2
Happiness シェネル
星のうつわ スキマスイッチ
AKB48スペシャル・メドレー
心のプラカード～前しか向かねえ～ハート・エレキ
トゥモロー
ミュージカル『アニー』より
TAKUMI/匠
ABC/テレビ朝日系『大改造!!劇的ビフォーアフター』より

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ディヴェルティメント 第17番 第3楽章 メヌエット モーツァルト
アイ ♥ クラシック バラード 第1番 ショパン

宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪
ふしぎの国のアリス
映画『ふしぎの国のアリス』より

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ Story AI
気軽に楽しむ!!かんたん弾き語り♪ One Love 嵐
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 交響曲 第5番「運命」第1楽章 ベートーヴェン
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ オリーブの首飾り ポール・モーリア

がむしゃら行進曲 関ジャニ∞
希望的リフレイン AKB48
麦の唄 中島みゆき
足音 ～Be Strong Mr.Children
桜の季節 EXILE ATSUSHI
いきものがかり スペシャルメドレー
GOLDEN GIRL～ラブソングはとまらないよ～涙がきえるなら

気軽に楽しむ!!かんたん弾き語り♪
Let It Go ～ありのままで～(エンドソング)
映画『アナと雪の女王』より

May J.

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ あたしの向こう aiko
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 早春賦

[アレンジ講座連動スコア] 事務員Gの、G調アレンジにご用心！
海の見える街
映画『魔女の宅急便』より

宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪
ハイ・ホー
映画『白雪姫』より

ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 雪の降るまちを

アイ ♥ クラシック
私のお父さん
歌劇『ジャンニ・スキッキ』より

プッチーニ

連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ ラデツキー行進曲 J.シュトラウス1世
GOLDEN GIRL いきものがかり
好き 西野カナ
Silly 家入レオ
Precious Love EXILE ATSUSHI
さよならの前に AAA

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ Dear Snow 嵐

アレンジを楽しむ♪スペシャル・スコア
レット・イット・ゴー ～ありのままで～
映画『アナと雪の女王』より

松 たか子

気軽に楽しむ!!村山☆潤アレンジ弾き語り♪ クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一

[アレンジ講座連動スコア] まらしぃのぴあまら！目指せそれっぽく
銀河鉄道999
映画『銀河鉄道999』より

ゴダイゴ

宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪
美女と野獣
映画『美女と野獣』より

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ラスト・クリスマス ワム!
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ アヴェ・マリア バッハ/グノー
アイ ♥ クラシック ハープ協奏曲 第1楽章 ヘンデル
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ ウィンター・ワンダーランド

熱情のスペクトラム いきものがかり
言ったじゃないか 関ジャニ∞
ひまわりの約束 秦 基博
本当の恋 May J.
嵐スペシャル・メドレー
GUTS!～Bittersweet～誰も知らない
東京VICTORY サザンオールスターズ
星空のディスタンス THE ALFEE

宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪
ララルー
映画『わんわん物語』より

[アレンジ講座連動スコア] 紅い流星のこうやって弾いてみて☆彡
残酷な天使のテーゼ
TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』より

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ To Love You More セリーヌ・ディオン
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り いい日旅立ち 山口百恵
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ たき火
アイ ♥ クラシック モルダウ スメタナ
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ 剣の舞 ハチャトゥリアン

心のプラカード AKB48
Darling 西野カナ
ウィークエンダー Hey! Say! JUMP
日々 吉田山田
俺たちのセレブレーション ポルノグラフィティ
若者たち 森山直太朗

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ 果てない空 嵐
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン

[アレンジ講座連動スコア] 事務員Gの、G調アレンジにご用心！
人生のメリーゴーランド
映画『ハウルの動く城』より

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 言葉にできない 小田和正
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ どんぐりころころ

宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪
2ペンスを鳩に
映画『メリー・ポピンズ』より

アイ ラブ クラシック 別れの曲 ショパン

連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪
「HERO」-Main Title-
フジテレビ系ドラマ『HERO』より
NEW HORIZON EXILE
MOON PRIDE ももいろクローバーZ
Wedding Bell～素晴らしきかな人生～ 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE
GReeeeNスペシャル・メドレー
風～愛し君へ～僕らの物語
Wake up！ AAA

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 涙そうそう 夏川りみ
secret base～君がくれたもの～ ZONE
きらきらキラー きゃりーぱみゅぱみゅ

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ Beautiful days 嵐
アイ ラブ クラシック ジムノペディ 第1番 サティ
[アレンジ講座連動スコア] まらしぃのぴあまら！目指せそれっぽく 創聖のアクエリオン
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ ちいさい秋みつけた

宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪
右から2番目の星
映画『ピーター・パン』より

連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪
レット・イット・ゴー～ありのままで～
映画『アナと雪の女王』より

松 たか子

ラブソングはとまらないよ いきものがかり

2015年3月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ

2015年2月号

2014年10月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2014年9月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

いつか必ず弾きたい とっておきの1曲

2015年1月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2014年12月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2014年11月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
オモイダマ
にじいろ 絢香
ストーリー・オブ・マイ・ライフ ワン・ダイレクション
Fine On The Outside プリシラ・アーン
“アナと雪の女王”スペシャル・メドレー
レット・イット・ゴー～ありのままで～
雪だるまつくろう～生まれてはじめて～

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ truth 嵐

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ
Summer
映画『菊次郎の夏』より

久石 譲

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 遠く遠く 槇原敬之

[アレンジ講座連動スコア] 紅い流星のこうやって弾いてみて☆彡
ムーンライト伝説
TVアニメ『美少女戦士セーラームーン』より

ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 夏は来ぬ

宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪
夢はひそかに
映画『シンデレラ』より

アイ ラブ クラシック 『アルルの女』より「メヌエット」 ビゼー

連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪
ゲラゲラポーのうた
TVアニメ『妖怪ウォッチ』オープニングテーマ
誰も知らない 嵐
We Don't Stop 西野カナ
陽だまりの道 コブクロ
ラブラドール・レトリバー AKB48
hello 指田郁也
雪だるまつくろう
映画『アナと雪の女王』より

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ
ようかい体操第一
TVアニメ『妖怪ウォッチ』エンディングテーマ

Dream5

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り
レット・イット・ゴー～ありのままで～
映画『アナと雪の女王』より

松 たか子

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ
Close To You ～セナのピアノⅠ～
フジテレビ系ドラマ『ロングバケーション』より

<アレンジ講座連動スコア>事務員Gの、G調アレンジにご用心！
君をのせて
映画『天空の城ラピュタ』より

ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 海
アイ ラブ クラシック 歌月の光 ドビュッシー
宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪ 小さな世界
連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪ リベルタンゴ

いつか必ず弾きたい とっておきの１曲
世界の車窓から
テレビ朝日系『世界の車窓から』より
GUTS! 嵐
Live Superfly
泣いてもいいんだよ ももいろクローバーZ
こっちを向いてよ WEAVER
ええじゃないか ジャニーズWEST

いつか必ず弾きたい とっておきの１曲 春の野を行く 村松 健

やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ
ウキウキWATCHING
フジテレビ系『笑っていいとも！』より

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ ビタースウィート・サンバ

<アレンジ講座連動スコア>まらしぃのぴあまら！目指せそれっぽく
ルパン三世のテーマ
TVアニメ『ルパン三世』より

気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 赤いスイートピー 松田聖子
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ あめふり
アイ ラブ クラシック 歌劇『アイーダ』より「凱旋行進曲」 ヴェルディ

宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪
いつか王子様が
映画『白雪姫』より

連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪
情熱大陸
MBS/TBS系『情熱大陸』より
Love Story EXILE TAKAHIRO
Yes we are SMAP
ファミリーパーティー きゃりーぱみゅぱみゅ
Kis-My-Ft2ヒット・メドレー
Everybody Go～SNOW DOMEの約束～キミとのキセキ
Let It Go イディナ・メンゼル
Kiss and Cry
フジテレビ系ドラマ『失恋ショコラティエ』より
パリの散歩道 ゲイリー・ムーア
to Mother YUI
マイガール 嵐

宮川彬良 presents 愛しのディズニー・ミュージック♪
星に願いを
映画『ピノキオ』より

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 蕾（つぼみ） コブクロ
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ こいのぼり
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り 未来へ Kiroro

<アレンジ講座連動スコア>紅い流星のこうやって弾いてみて☆彡
ドラえもんのうた
TVアニメ『ドラえもん』より

アイ ラブ クラシック 鱒（ます） シューベルト

連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪
東京ディズニーランド（R）
エレクトリカルパレード・ドリームライツ
Bittersweet 嵐
キング オブ 男！ 関ジャニ∞
前しか向かねえ AKB48
春風 Rihwa
光のシグナル Kis-My-Ft2
愛すべき明日、一瞬と一生を GReeeeN
Let It Go ～ありのままで～（エンドソング） May J.

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ ゆめのはじまりんりん きゃりーぱみゅぱみゅ
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪ 千本桜 黒うさP feat. 初音ミク
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ さくら（独唱） 森山直太朗
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ ちょうちょう

アニソン・アレンジ講座「事務員Gの、G調アレンジにご用心！」連動スコア
勇気100％
TVアニメ『忍たま乱太郎』より

アイ ラブ クラシック 春の歌 メンデルスゾーン
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 私のお気に入り
講座＆楽譜連動企画「コードの時間」 <第5回> 「春よ、来い」 松任谷由実

ひびき 関ジャニ∞
AinoArika Hey!Say!JUMP
Faith miwa
卒業ソングメドレー
翼をください～卒業写真～贈る言葉
軍師官兵衛 メイン・テーマ

30周年記念！やさしく弾ける♪
東京ディズニーランド名曲集(12)

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テーマ
サクラ咲ケ 嵐
PONPONPON きゃりーぱみゅぱみゅ

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪ 愛の讃歌
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 蛍の光
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 花は咲く
アイ ラブ クラシック 威風堂々 エルガー
アニソン・アレンジ講座「まらしぃのぴあまら！」連動スコア アンパンマンのマーチ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 アンダー・ザ・シー
講座＆楽譜連動企画「コードの時間」 <第4回> 「うれしいひなまつり」

Ride With Me Hey!Say!JUMP
チョコレート 家入レオ
棚からぼたもち 舞祭組
今、咲き誇る花たちよ コブクロ
きゃりーぱみゅぱみゅ SPECIALメドレー
つけまつける～にんじゃりばんばん～もったいないとらんど～ファッションモンス
ター～すんごいオーラ～ふりそでーしょん

30周年記念！やさしく弾ける♪
東京ディズニーランド名曲集(11)

カントリーべア・シアター デビー・クロケットの唄～カム・アゲイン

バレンタイン・キッス 国生さゆり with おニャン子クラブ
紅蓮の弓矢 Linked Horizon

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪ Love so sweet 嵐
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ ペチカ

2014年4月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2014年3月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ

2014年2月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ

2014年6月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2014年5月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ

2014年8月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2014年7月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
アイ ラブ クラシック ピアノ協奏曲 第2番 第1楽章 ラフマニノフ
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ Lovers Again EXILE
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ノクターン 第2番 ショパン
アニソン・アレンジ講座「紅い流星のこうやって弾いてみて☆彡」連動スコア サザエさん
講座＆楽譜連動企画「コードの時間」 <第3回> 「北の国から —遙かなる大地より—」

鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はど
う変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論の
ようなもの

AKB48

ココロ空モヨウ 関ジャニ∞
守ってあげたい JUJU
雨のち晴レルヤ ゆず
いのちの記憶 二階堂和美

30周年記念！やさしく弾ける♪
東京ディズニーランド名曲集(10)

ピーターパン 空の旅 きみもとべるよ！

ふな ふな ふなっしー♪
～ふなっしー公式テーマソング～
人生いろいろ 島倉千代子

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪ めぐり逢い アンドレ・ギャニオン
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 明日の記憶 嵐
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 一月一日
アイ ラブ クラシック ラデツキー行進曲 J.シュトラウス1世

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
AKB48 ヒット・メドレー
さよならクロール～So long！～恋するフォーチュンクッキー

アニソン・アレンジ講座「事務員G」連動スコア アシタカせっ記／スタジオジブリ映画 『もののけ姫』より
講座＆楽譜連動企画「コードの時間」 <第2回> 「雪」

ハート・エレキ AKB48
さよなら 西野カナ
太陽の女神 家入レオ
SNOW DOMEの約束 Kis-My-Ft2
まだ涙にならない悲しみが KinKi Kids
ポルノグラフィティ ヒット・メドレー／
メリッサ～アゲハ蝶～アポロ～サウダージ

30周年記念！やさしく弾ける♪
東京ディズニーランド名曲集(9)

イッツ・ア・スモールワールド小さな世界

もったいないとらんど きゃりーぱみゅぱみゅ
テーマ・オブ・半沢直樹 ～Main Title～
TBS系日曜劇場『半沢直樹』より

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪ 燦燦～メインテーマ～ 朝岡さやか
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ クリスマス・イブ 山下達郎
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ もみの木
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 Happiness 嵐

アニソン・アレンジ講座「まらしぃのぴあまら！」連動スコア
おどるポンポコリン
TVアニメ『ちびまる子ちゃん』より

アイ ラブ クラシック ハレルヤ・コーラス ヘンデル
講座＆楽譜連動企画「コードの時間」 <第1回> 「ジングル・ベル」

バィバィDuバィ～See you again～ Sexy Zone
Belief ～春を待つ君へ～ flumpool×Mayday
恋音と雨空 AAA
道しるべ EXILE ATSUSHI
嵐SPECIALメドレー
Calling～Breathless～Endless Game

30周年記念！やさしく弾ける♪
東京ディズニーランド名曲集(8)

ミッキーマウス・マーチ

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ 秋の気配 小田和正
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ 糸 中島みゆき
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪ 夕桜 朝岡さやか
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 夕焼け小焼け
アイ ラブ クラシック エリーゼのために ベートーヴェン
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 栄光の架橋 ゆず

アニソン・アレンジ講座「紅い流星のこうやって弾いてみて☆彡」連動スコア
魔訶不思議アドベンチャー！
TVアニメ『ドラゴンボール』より

講座＆楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.20 「チョコレイト・ディスコ」 Perfume

Faraway miwa
涙色 西野カナ
愛し君へ GReeeeN
潮騒のメモリー
NHK連続テレビ小説『あまちゃん』より
あまちゃん オープニングテーマ／ロングバージョン
Superfly ヒット・メドレー
愛をこめて花束を～輝く月のように～タマシイレボリューション

30周年記念！やさしく弾ける♪
東京ディズニーランド名曲集(7)

ホーンテッドマンション グリム・グリニング・ゴースト

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ ムーン・リバー
ピアニスティック・アレンジに挑戦！ 迷宮ラブソング 嵐
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪ エンターテイナー S.ジョプリン
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ もみじ
アイ ラブ クラシック 組曲『惑星』より「木星」 ホルスト
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 チキ・チキ・バン・バン
気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ ハナミズキ 一青 窈
講座＆楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.19 「おしえて」
アニメ『アルプスの少女ハイジ』より
恋するフォーチュンクッキー AKB48
One Song From Two Hearts コブクロ
キミとのキセキ Kis-My-Ft2
線香花火 ～8月の約束～ ソナーポケット
暦の上ではディセンバー
NHK連続テレビ小説『あまちゃん』より
SUMMER NUDE '13 山下智久
いきものがかりSPECIALメドレー
1 2 3 ～恋がはじまる～ ～ 笑顔
～ 風が吹いている ～ ハルウタ

30周年記念！やさしく弾ける♪
東京ディズニーランド名曲集(6)

カリブの海賊 ヨーホー

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ One Love 嵐
ピアニスティック・アレンジに挑戦！ やさしい雨 小田和正
上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪ 全力少年 スキマスイッチ
アイ ラブ クラシック ノクターン 第2番 ショパン
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 赤とんぼ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 トランペット吹きの休日 L.アンダーソン
講座企画「まらしぃのぴあまら！」連動スコア アマツキツネ まらしぃ feat. 鏡音リン
講座＆楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.18 「のりことのりお」 きゃりーぱみゅぱみゅ

恋の魔力 KOH＋
一千一秒 EXILE TAKAHIRO
笑顔 いきものがかり
さぁ鐘を鳴らせ DREAMS COME TRUE
夢じゃないこの世界 WEAVER
スタジオジブリ 名作メドレー
海の見える街～君をのせて～いつも何度でも

30周年記念！やさしく弾ける♪
東京ディズニーランド名曲集(5)

スプラッシュ・マウンテン ジッパ・ディー・ドゥー・ダー

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ サマータイム ガーシュウィン
ピアニスティック・アレンジに挑戦！ さとうきび畑

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪
ひこうき雲
スタジオジブリ映画『風立ちぬ』主題歌

荒井由実

アイ ラブ クラシック 『水上の音楽』第2組曲より「アラ・ホーンパイプ」 ヘンデル
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 椰子の実

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
vs.2013 ～知覚と快楽の螺旋～
フジテレビ系月9ドラマ『ガリレオ』より

福山雅治

講座企画「紅い流星のこうやって弾いてみて☆彡」連動スコア 千本桜 黒うさP feat. 初音ミク
講座＆楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.17 「友達より大事な人」

1 2 3 ～恋がはじまる～ いきものがかり
Endless Game 嵐

2014年1月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ

2013年8月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2013年12月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ

2013年11月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2013年10月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2013年9月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
さよならクロール AKB48
Joy!! SMAP
Believe 西野カナ
スターラブレイション ケラケラ

30周年記念！やさしく弾ける♪
東京ディズニーランド名曲集(4)

ピノキオの冒険旅行
ハイ・ディドゥル・ディー・ディー～星に願いを

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ
Summer
映画『菊次郎の夏』より

久石 譲

アイ ラブ クラシック 『巡礼の年』第1年「スイス」より 第8曲  “ノスタルジア” リスト
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ われは海の子
ピアニスティック・アレンジに挑戦！ 浪漫飛行 米米CLUB

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪
すべての山に登れ
映画『サウンド・オブ・ミュージック』より

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
あまちゃん オープニングテーマ/ロングバージョン
NHK連続テレビ小説『あまちゃん』より

講座企画「まらしぃのぴあまら！」連動スコア Fire◎Flower halyosy feat. 鏡音レン
講座&楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.16 「涙くんさよなら」

へそ曲がり 関ジャニ∞
ミラクル miwa
それでも、生きてゆく EXILE ATSUSHI＆辻井伸行
FUNKY MONKEY BABYS スペシャル・メドレー
告白～この世界に生まれたわけ～涙～あとひとつ

30周年記念！やさしく弾ける♪
東京ディズニーランド名曲集(3)

ハピネス・イズ・ヒア

インベーダーインベーダー きゃりーぱみゅぱみゅ
虹の彼方に
映画『オズの魔法使』より
雨に唄えば
映画『雨に唄えば』より
雨の日と月曜日は カーペンターズ

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪ はじまりはいつも雨 ASKA
アイ ラブ クラシック アヴェ・マリア シューベルト
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 雨だれ ショパン
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 「かえるのうた」変奏曲
講座企画「まらしぃのぴあまら！」連動スコア 夕日坂 doriko feat. 初音ミク
講座&楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.15 「デイ・ドリーム・ビリーバー」

Breathless 嵐
キ・ス・ウ・マ・イ ～KISS YOUR MIND～ Kis-My-Ft2
手紙 TOKIO
誕生日には真白な百合を 福山雅治

ももいろクローバーZ ヒット・メドレー
サラバ、愛しき悲しみたちよ～白い風～Z女戦争～サラバ、愛しき悲しみたちよ

にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ
30周年記念！やさしく弾ける♪
東京ディズニーランド名曲集(2)

プーさんのハニーハント
おなかグーグー～くまのプーさん

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ サブリナ 家入レオ
ピアニスティック・アレンジに挑戦！ 若葉のころ ビー・ジーズ

上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♪
とんび ～メインテーマ～
TBS系日曜劇場「とんび」より

アイ ラブ クラシック 婚礼の合唱 ワーグナー
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 背くらべ
講座企画「まらしぃのぴあまら！」連動スコア ハロ／ハワユ ナノウ feat. 初音ミク
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 第1楽章 チャイコフスキー
講座&楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.14 「あたりまえ体操 スタンダードバージョン」

Calling
フジテレビ系ドラマ「ラストホープ」主題歌

嵐

So long !
NTTドコモ「応援学割」CMソング/一般社団法人 自転車協会「BAA」CMソング/
アサヒ飲料「WONDA モーニングショット」CMソング/日本テレビ系ドラマ「So long 
!」主題歌

AKB48

ありがとう FUNKY MONKEY BABYS
My Resistance -タシカナモノ-
テレビ朝日系ドラマ「信長のシェフ」主題歌

Kis-My-Ft2

桜color
AOKI TV-CMソング

GReeeeN

未来のミュージアム
『映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館』主題歌

Perfume

東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ
エレクトリック・ファンファーレ～バロック・ホウダウン
30周年記念！やさしく弾ける♪東京ディズニーランド名曲集①

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ 春一番 キャンディーズ
ピアニスティック・アレンジに挑戦！ 桜坂 福山雅治
月ピPremium！ 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♬ 桜 コブクロ
アイ ラブ クラシック ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」第1楽章 ベートーヴェン
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ さくらさくら

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ミュージカル『レ・ミゼラブル』メドレー
夢やぶれて～オン・マイ・オウン～民衆の歌

講座企画「紅い流星のこうやって弾いてみて☆彡」連動スコア カンタレラ WhiteFlame feat. KAITO・初音ミク
講座&楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.13 「世界の車窓から」

EXPOSE
スズキ「ソリオ バンディット」TVCMタイアップソング

KAT-TUN

THE NEVER ENDING STORY～君に秘密を教えよう～
フジテレビ系ドラマ「ビブリア古書堂の事件手帖」主題歌

E-girls

beautiful
日本テレビ系ドラマ「シェアハウスの恋人」主題歌

絢香

みんなみくみくにしてあげる♪ 鶴田加茂&MOSAIC.TUNE feat. 初音ミク

ゴールデンボンバー・ヒットメドレー
女々しくて～Dance My Generation～また君に番号を聞けなかった～女々しくて

八重の桜 メインテーマ
NHK大河ドラマ「八重の桜」より

坂本龍一

ヨイトマケの唄 美輪明宏

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ
キミに100パーセント
テレビ朝日系アニメ「クレヨンしんちゃん」オープニングテーマ

きゃりーぱみゅぱみゅ

ピアニスティック・アレンジに挑戦！ 旅立ちの日に
月ピPremium！ 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ 卒業写真 荒井由実
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ うれしいひなまつり
アイ ラブ クラシック 『四季』より「春」 ヴィヴァルディ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
卒業ソングSPECIALメドレー
蛍の光～道～YELL～season

講座企画「まらしぃのぴあまら!」連動スコア 空想フォレスト じん feat. IA
講座&楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.12 「お部屋探しマスト」　積和不動産CMソング

雪の音
JR SKISKI CMソング

GReeeeN

桜流し
映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』テーマソング

宇多田ヒカル

常套句
フジテレビ系ドラマ「遅咲きのヒマワリ～ボクの人生、リニューアル～」主題歌

Mr.Children

チルドレンレコード じん
Shall we dance WEAVER
いきものがかりバラード・メドレー
風が吹いている～ありがとう～帰りたくなったよ
EXILE “LOVE&SOUL” メドレー
Rising Sun～もっと強く～Choo Choo TRAIN

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ ピンク帽子の"ドレミファソ" MINMI

ピアニスティック・アレンジに挑戦！
白い恋人たち
映画『白い恋人たち』より

フランシス・レイ

月ピPremium！ 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ♬
ウィンター・ゲームス
カルガリーオリンピック テーマ曲

デイヴィッド・フォスター

ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 雪

2013年7月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2013年6月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ

ピアニスティック・アレンジに挑戦！

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2013年4月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2013年3月号

マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション

2013年2月号

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜

2013年5月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
アイ ラブ クラシック バレエ『白鳥の湖』より「情景」 チャイコフスキー
講座企画「紅い流星のこうやって弾いてみて☆彡」連動スコア いーあるふぁんくらぶ みきとP feat. GUMI×鏡音リン

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ～バレンタイン・バージョン～
美女と野獣
ディズニー映画『美女と野獣』より

講座&楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.11 「ビタースウィート・サンバ」　サントリー「金麦」CMソング

永遠プレッシャー
UHA味覚糖「ぷっちょ」CMソング
ひかりTV by NTTぷらら CMソング
バンダイナムコゲームス「AKB 1/149」CMソング

AKB48

いちばん近くに
NHK連続テレビ小説「純と愛」主題歌

HY

Powder Snow ～永遠に終わらない冬～
ABC MART「stefanorossi」CMソング

三代目J Soul Brothers

花は咲く
NHK「明日へ」東日本大震災復興支援ソング

花は咲くプロジェクト

紙飛行機
フジテレビ系ドラマ「結婚しない」主題歌

コブクロ

新春SPECIALスコア(1)
WEAVERヒット・メドレー
Hard to say I love you ～言い出せなくて～ →笑顔の合図 →僕らの永遠 ～何
度生まれ変わっても、手を繋ぎたいだけの愛だから～

新春SPECIALスコア(2) 春の海
やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ イヤイヤYO～!! 鈴木 福

初恋
映画『今日、恋をはじめます』テーマソング

中島美嘉

オン・マイ・オウン
ミュージカル『レ・ミゼラブル』より

ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ お正月
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 トリッチ・トラッチ・ポルカ J.シュトラウス2世
講座企画「まらしぃのぴあまら！」連動スコア からくりピエロ 40mP feat. 初音ミク
講座&楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.10 「ハート・アンド・ソウル」　Apple「iPad mini」CMソング

証
日本テレビ「ロンドン」テーマソング

嵐

Always 西野カナ
四つ葉のクローバー
関西テレビ・フジテレビ系ドラマ「ゴーイング マイ ホーム」主題歌

槇原敬之

UZA
アサヒ飲料「WONDA モーニングショット」CMソング/角川ゲームス「AKB48+Me」
CMソング/はるやま商事CMソング

AKB48

Sexy Summerに雪が降る
フジテレビ系「超潜入!リアルスコープ」テーマソング

Sexy Zone

戦場のメリークリスマス 坂本龍一
ラスト・クリスマス ワム！
DEEPNESS
TBS系ドラマ「大奥～誕生～[有功・家光篇]」主題歌

MISIA

ハッピー・クリスマス(戦争は終わった) ジョン・レノン

Christmas☆Special1：Happy！ サンタさんメドレー
サンタが街にやってくる～ママがサンタにキスをした～あわてんぼうのサンタク
ロース

Christmas☆Special2：話題の 新CMソングを弾いてみよう♪
バイトが君を待っている(15秒バージョン)～ピアノソロ&ピアノ弾き語り
「タウンワーク」TV-CM曲

ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ ホワイト・クリスマス
アイ・ラブ・クラシック バレエ音楽『くるみ割り人形』より「花のワルツ」 チャイコフスキー
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 交響曲 第9番「合唱付」第4楽章 ベートーヴェン
講座企画「まらしぃのぴあまら！」連動スコア 星の唄 buzzG feat.GUMI
講座&楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.9 「VC3000のど飴」CMソング

ありがとう
映画『ツナグ』主題歌

JUJU

366日 清水翔太 feat. 仲宗根泉(HY)
あおっぱな
テレビ朝日系ドラマ「ボーイズ・オン・ザ・ラン」主題歌

関ジャニ∞

カゲロウデイズ じん(自然の敵P)feat. 初音ミク
Beautiful life
P&G「SK-Ⅱ」CMソング

福山雅治

恋はみずいろ 恋はみずいろ
ウィーアー！
アニメ「ONE PIECE」より

きただにひろし

果てない空 嵐
秋桜 山口百恵

講座企画「まらしぃのぴあまら！」連動スコア パンダヒーロー ハチ feat. GUMI
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 里の秋
アイ・ラブ・クラシック 歌劇『ウィリアム・テル』序曲 ロッシーニ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ワン
ミュージカル「コーラスライン」より

Pick Up Artist◎絢香 SPECIALバラード・メドレー：I believe～三日月～みんな空の下
講座&楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.8 「おしりかじり虫」

ギンガムチェック AKB48
ユリーカ
読売テレビ・日本テレビ系アニメ「宇宙兄弟」オープニングテーマ

スキマスイッチ

fight
第79回NHK全国学校音楽コンクール中学生の部・課題曲
/NHK「みんなのうた」(2012年8・9月のうた)

YUI

24karats TRIBE OF GOLD
関西テレビ・フジテレビ系ドラマ「GTO」主題歌

EXILE TRIBE

Bless You
TBS系テレビ「CDTV」9月度オープニングテーマ

家入レオ

カゲボウシ
NHKドラマ10「つるかめ助産院～南の島から～」主題歌

ポルノグラフィティ

秋のささやき リチャード・クレイダーマン
Pick Up Artist◎西野カナ ラブ&バラード・メドレー：たとえ どんなに…～私たち～GO FOR IT!!

WANNA BEEEE!!!
TBS系ドラマ「ビギナーズ!」主題歌

Kis-My-Ft2

守ってあげたい 松任谷由実
アイ・ラブ・クラシック 『四季』より「秋」 ヴィヴァルディ
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ ちいさい秋みつけた
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 道化師のギャロップ カバレフスキー
講座企画「紅い流星のこうやって弾いてみて☆彡」連動スコア Packagede livetune feat. 初音ミク
講座&楽譜連動企画：気になるあの曲をマイ・レパートリーに! ピアノde弾きま
SHOW!!

File No.7 「ドリフの早口ことば」

BOW & ARROWS
FUJITSU「ARROWS」ブランドイメージソング

EXILE

GO FOR IT!!
ヤマザキ「ランチパック」CMソング

西野カナ

ER
映画『エイトレンジャー』主題歌

エイトレンジャー

ヒカリへ
フジテレビ系ドラマ「リッチマン,プアウーマン」主題歌

miwa

輝く月のように
TBS系ドラマ「サマーレスキュー～天空の診療所～」主題歌

Superfly

雨に願いを
フジテレビ系ドラマ「ビューティフルレイン」主題歌

芦田愛菜

ブラック★ロックシューター supercell feat.初音ミク
ピアニスティック・アレンジに挑戦！ コブクロSPECIALメドレー：赤い糸～流星～蕾
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 あなたにありがとう 小原孝

山下康介の劇伴探訪♪
エターナル・ストーリー
テレビ東京系「美の巨人たち」エンディングテーマ

山下康介

アイ・ラブ・クラシック ピアノ・ソナタ第14番「月光」第1楽章 ベートーヴェン
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 夏の思い出

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
Rhythm And Police
「踊る大捜査線」シリーズより
風が吹いている
NHK ロンドン2012 放送テーマソング

いきものがかり

2013年1月号

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜

ピアニスティック・アレンジに挑戦！

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ

ピアニスティック・アレンジに挑戦！

2012年11月号

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ

ピアニスティック・アレンジに挑戦！

2012年10月号

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜

ピアニスティック・アレンジに挑戦！

やさしく弾ける♪おすすめ初級アレンジ

2012年9月号

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜

今月のかんたんアレンジ

2012年12月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
愛でした。
TBS系ドラマ「パパドル！」主題歌

関ジャニ∞

ALL NIGHT LONG
GREE「聖戦ケルベロス」テーマソング

EXILE

Z女戦争 ももいろクローバーZ
ラストシーン
映画『臨場 劇場版』イメージソング

スキマスイッチ

ピアニスティック・アレンジに挑戦！ 少年時代 井上陽水

今月のかんたんアレンジ
君は僕だ
映画『LOVE まさお君が行く!』主題歌

前田敦子

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 また逢う日まで 尾崎紀世彦

山下康介の劇伴探訪♪
おかあさんの唄
映画『おおかみこどもの雨と雪』主題歌

アン・サリー/高木正勝

夏休みスペシャル！ ラジオ体操第一
アイ・ラブ・クラシック 月の光 ドビュッシー
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 真夏の果実 サザンオールスターズ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 Summer 久石 譲

真夏のSounds good ! AKB48
Your Eyes
日本テレビ系ドラマ「三毛猫ホームズの推理」主題歌

嵐

私たち
映画『ガール』主題歌/「ニッセン 2012夏」CMソング

西野カナ

アイシテラブル！ SKE48
Shine
フジテレビ系ドラマ「カエルの王女さま」主題歌

家入レオ

僕と花
関西テレビ・フジテレビ系ドラマ「37歳で医者になった僕～研修医純情物語～」
主題歌

サカナクション

告白
テレビ朝日系ドラマ「Wの悲劇」主題歌

平井 堅

ピアニスティック・アレンジに挑戦！
pieces
映画『僕等がいた(後篇)』主題歌

Mr.Children

エメラルド ベッキー♪♯
ずっとずっとトモダチ
テレビ東京系アニメ「ジュエルペット きら☆デコッ!」主題歌
劇場アニメ『映画ジュエルペット スウィーツダンスプリンセス』主題歌

芦田愛菜

自由へ道連れ
TBS系日曜劇場「ATARU」主題歌

椎名林檎

山下康介の劇伴探訪♪
この空の花
映画『この空の花 -長岡花火物語』より

久石 譲

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
花は咲く
NHK「明日へ」東日本大震災復興支援ソング

花は咲くプロジェクト

アイ・ラブ・クラシック G線上のアリア J.S.バッハ
ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 七夕さま
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 イパネマの娘

Face Down
フジテレビ系ドラマ「鍵のかかった部屋」主題歌

嵐

ハルウタ
劇場版『名探偵コナン 11人目のストライカー』主題歌

いきものがかり

オレンジ
資生堂「SEA BREEZE」CMソング

GReeeeN

さかさまの空
NHK連続テレビ小説「梅ちゃん先生」主題歌
Lady ダイヤモンド
フジテレビ系「リアルスコープZ」テーマソング

Sexy Zone

千本桜 黒うさP feat.初音ミク

ピアニスティック・アレンジに挑戦！
祈り ～涙の軌道
映画『僕等がいた(前篇)』主題歌

Mr.Children

God knows… 中川翔子
ピカル 恋がしたい 白鳥美麗

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 風の子守歌 ～あしたの君へ～ 谷村新司×石井竜也

山下康介の劇伴探訪♪
南極大陸 -Main Title-
TBS開局60周年記念 日曜劇場「南極大陸」より

高見 優

アイ・ラブ・クラシック 雨だれ ショパン

ゆるく！楽しく!! カッコよく!!! みんなのプチJAZZ
雨にぬれても
映画『明日に向って撃て！』より

B.J.トーマス

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 結婚行進曲 メンデルスゾーン
生きてる生きてく
映画『ドラえもん のび太と奇跡の島～アニマルアドベンチャー～』主題歌

福山雅治

KISS KISS BANG BANG
アサヒ飲料「十六茶」CMソング

いきものがかり

愛、テキサス
TBS系ドラマ「 高の人生の終り方～エンディングプランナー～」主題歌

山下智久

SHE！HER！HER！
グリコ「Watering KISSMINT」CMソング

Kis-My-Ft2

ガールズ パワー
ダリヤ「Palty」CMソング

KARA

はじまりのとき
レコチョクTV-CFソング

絢香

嵐ラブソング・メドレー
Beautiful days～Dear Snow～果てない空～明日の記憶

アイ・ラブ・クラシック 交響曲 第6番「田園」弟1楽章 ベートーヴェン

今月のかんたんアレンジ
Spring of Life
「キリンチューハイ 氷結」CMソング

Perfume

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン
映画『タイタニック』主題歌

セリーヌ・ディオン

山下康介の劇伴探訪♪
平清盛テーマ曲
NHK大河ドラマ「平清盛」より

吉松 隆

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 イッツ・ア・スモール・ワールド

ゆるく!楽しく!!カッコよく!!! みんなのプチJAZZ
Moanin'
アニメ「坂道のアポロン」より
ワイルド アット ハート
フジテレビ系ドラマ「ラッキーセブン」主題歌

嵐

SAKURA,I love you？ 西野カナ
ミセナイナミダハ、きっといつか
フジテレビ系ドラマ「ストロベリーナイト」主題歌

GReeeeN

SAILING
イトーヨーカドー「7days@HOME」TVCMソング
　朝日放送テレビ「今ちゃんの『実は…』」2月エンディング曲

AAA

Tell Your World
Google Chrome"あなたのウェブを、はじめよう。"キャンペーンCMソング

livetune feat.初音ミク

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
オールウェイズ・ラヴ・ユー
映画『ボディガード』主題歌

ホイットニー・ヒューストン

山下康介の劇伴探訪♪
はやぶさ 遥かなる帰還 メイン・テーマ
映画『はやぶさ 遥かなる帰還』より

辻井伸行

ぐるぐるカーテン
明治手づくりチョコレートCMソング

乃木坂46

スター・ウォーズのテーマ
映画『スター・ウォーズ』シリーズより

ピアニスティック・アレンジに挑戦！ ひとつ 長渕 剛
アイ・ラブ・クラシック 花の歌 G.ランゲ
ゆるく!楽しく!!カッコよく!!! みんなのプチJAZZ 花 瀧 廉太郎

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
月Pオリジナル"桜ソング"メドレー
SAKURA～さくらさくら～桜の花びらたち～春よ、来い～さくら(独唱)
GIVE ME FIVE！
アパマンショップ アパマン48キャンペーンCMソング
NTTドコモ 応援学割CMソング
はるやま商事 フレッシャーズキャンペーンCMソング

AKB48

いつだって僕らは
2012ユーキャンCMソング

いきものがかり

グッドラック
映画『ALWAYS 三丁目の夕日'64』主題歌

BUMP OF CHICKEN

この世界に生まれたわけ
フジテレビ系ドラマ「早海さんと呼ばれる日」主題歌

FUNKY MONKEY BABYS

sign
映画『麒麟の翼～劇場版・新参者～』主題歌

JUJU

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜

ピアニスティック・アレンジに挑戦！

2012年4月号

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜

今月のかんたんアレンジ

2012年3月号

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜

2012年8月号

マンスリーベスト5～今月のイチオシ楽譜【今月はプラス1♪】

2012年7月号

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜【今月はプラス2♪】

今月のかんたんアレンジ

2012年6月号

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜【今月はプラス1♪】

今月のかんたんアレンジ

2012年5月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
やさしくなりたい
日本テレビ系ドラマ「家政婦のミタ」主題歌

斉藤和義

ありがとう ピアノバージョン 松下奈緒

今月のかんたんアレンジ
ザナルカンドにて
ゲーム「FINAL FANTASY X」より

植松伸夫

山下康介の劇伴探訪♪
カーネーション～メインテーマ～
NHK連続テレビ小説「カーネーション」より

佐藤直紀

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 春一番 キャンディーズ
アイ・ラブ・クラシック 春の声 J.シュトラウス2世

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
卒業ソングSPECIALメドレー
仰げば尊し～Best Friend～証～それでも信じてる～桜の木になろう～YELL～
仰げば尊し
Winter Rose
セブン&アイ・ホールディングス「冬ギフト 東方神起(雪篇)」TVCM曲

東方神起

We never give up！
LAWSON HOT STATION エルパカ CMソング

Kis-My-Ft2

365日のラブストーリー。  ソナーポケット
カーネーション
NHK連続テレビ小説「カーネーション」主題歌

椎名林檎

僕の半分
フジテレビ系「SMAP×SMAP」テーマソング

SMAP

今月のかんたんアレンジ 音の絵 辻井伸行
川のささやき 辻井伸行
LA・LA・LA LOVE SONG EXILE

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 夜明けのスキャット 由紀さおり&ピンク・マルティーニ

山下康介の劇伴探訪♪
秘めた想い
日本テレビ系アニメ「ちはやふる」より

山下康介

ひとりで？みんなで！たのしく連弾  いつか王子様が
アイ・ラブ・クラシック 愛のあいさつ E.エルガー

歩いていこう
TBS系木曜ドラマ9「ランナウェイ～愛する君のために」主題歌

いきものがかり

あなたへ  EXILE
上からマリコ  AKB48
Sexy Zone
フジテレビ系「ワールドカップバレーボール2011」イメージソング

Sexy Zone

BIRTH
日本テレビ系土曜ドラマ「妖怪人間ベム」主題歌

KAT-TUN

山下康介の劇伴探訪♪
「ちはやふる」メインテーマ～p.f. ver.～
日本テレビ系アニメ「ちはやふる」より

山下康介

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
いつかきっと…
テレビ朝日ドラマ「陽はまた昇る」主題歌

EXILE ATSUSHI

あすという日が 秋川雅史
笑顔の合図
TBS系全国ネット「Asian Ace」エンディングテーマ

WEAVER

今月のかんたんアレンジ 消臭力のうた ミゲル

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ミッション:インポッシブルのテーマ
映画『ミッション:インポッシブル』シリーズより

アイ・ラブ・クラシック 皇帝円舞曲 J.シュトラウス2世
迷宮ラブソング
フジテレビ系火曜9時ドラマ「謎解きはディナーのあとで」主題歌

嵐

風は吹いている AKB48
ウィンターマジック KARA
ステキな日曜日～Gyu Gyu グッデイ！～ 芦田愛菜
荒野より
TBS開局60周年記念 日曜劇場「南極大陸」主題歌

中島みゆき

たとえ どんなに･･･
ソニー"ウォークマン"Play You.「オンガクを、解放しよう。Project」CMソング

西野カナ

今月のかんたんアレンジ Monster 嵐

山下康介の劇伴探訪♪
RUNAWAY THEME　(ピアノソロ ver.)
TBS系木曜ドラマ「ランナウェイ～愛する君のために」より

山下康介

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 クリスマス・イブ 山下達郎
恋人たちのクリスマス マライア・キャリー
クリスマス・メドレー
あら野のはてに～アメージング・グレイス～もろびとこぞりて～きよしこの夜
アヴェ・マリア J.S.バッハ/C.グノー
主よ、人の望みの喜びよ J.S.バッハ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ジングル・ベル
 Green a.live YUI
 Magic Power
映画『スマーフ』日本版主題歌

Hey!Say! JUMP

 FRiDAY-MA-MAGiC
TBSドラマFriday Break「桜蘭高校ホスト部」主題歌

miwa

 Rising Sun  EXILE
 Monster 嵐

今月のかんたんアレンジ ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪ ～∞UNLIMITED∞ver.～  工藤真由
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 オリジナル スマイル SMAP

山下康介の劇伴探訪♪
残酷な天使のテーゼ
TVアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」より

高橋洋子

ピアニスティック・アレンジに挑戦！
神様のカルテ
映画『神様のカルテ』テーマ曲

辻井伸行

アイ・ラブ・クラシック 愛の夢 F.リスト
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 江～姫たちの戦国～(メインテーマ) 吉俣 良

フライングゲット
フジテレビ系 ドラマチック・サンデー「花ざかりの君たちへ～イケメン☆パラダイ
ス～2011」主題歌/アパマンショップ アパマン48キャンペーン CMソング/ひかり
TV by NTTぷらら CMソング/PEACH JOHN ハートブラ CMソング

AKB48

証  flumpool
CALL  AAA
LOVE IS ECSTASY
映画『アンフェア the answer』主題歌

中島美嘉

YOU -Single Version-   JUJU
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ オリジナル スマイル  SMAP

Shine WEAVER
晴ときどき曇 スキマスイッチ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 エンターテイナー  S.ジョプリン
アイ・ラブ・クラシック スラヴ舞曲 第10番 Op.72-2 A.ドヴォルザーク
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 風立ちぬ 松田聖子

山下康介の劇伴探訪♪
Melody2
アニメ「PandoraHearts」オリジナル・サウンドトラック2より

梶浦由記

GO GO サマー！
日産自動車「日産セレナ」CMソング

KARA

どんな未来にも愛はある flumpool
ツブサニコイ 関ジャニ∞
Everybody Go
イトーヨーカドー「ボディクーラー」「ホワイトビズ」TVCMソング

Kis-My-Ft2

RUN FOR YOU
スタジオジブリ映画『コクリコ坂から』主題歌

KAT-TUN

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
雄叫び
『劇場版 NARUTO-ナルト- ブラッド・プリズン』主題歌

遊助

明日へのマーチ
NTTドコモ「walk with you 2011 SUMMER」キャンペーンソング

桑田佳祐

西野カナ メドレー
Esperanza～君って～if～Distance

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 シンコペイテッド・クロック L.アンダーソン
アイ・ラブ・クラシック ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 第1楽章 P.I.チャイコフスキー
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 ジューダス レディー・ガガ

山下康介の劇伴探訪♪
メインテーマ 明日へ
NHK連続テレビ小説「おひさま」オリジナル・サウンドトラックより

渡辺俊幸

笑ってたいんだ
日産自動車「日産セレナ」CMソング

いきものがかり

OVER Hey！Say！JUMP
ソラシド GReeeeN
No cry No more
イトーヨーカドー「ボディクーラー」「ホワイトビズ」TVCMソング

AAA

2012年3月号

ピアニスティック・アレンジに挑戦！

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜

ピアニスティック・アレンジに挑戦！

2012年1月号

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜<今月はプラス1♪>

ピアニスティック・アレンジに挑戦！

2011年12月号

マンスリーベスト5 ～今月のイチオシ楽譜<今月はプラス1♪>

ピアニスティック・アレンジに挑戦！

アイ・ラブ・クラシック

マンスリーベスト5

2011年10月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2011年9月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

2011年11月号

2012年2月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
さよならの夏～コクリコ坂から～
スタジオジブリ映画『コクリコ坂から』主題歌

手嶌 葵

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ 会いたかった AKB48
スペシャル・プレゼンツ Hero 嵐

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
マル・マル・モリ・モリ！
フジテレビ系日曜9時ドラマ ドラマチック・サンデー「マルモのおきて」主題歌

薫と友樹、たまにムック。

アイ・ラブ・クラシック エオリアン・ハープ (12の練習曲 第1番 op.25-1) F.F.ショパン
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 三百六十五歩のマーチ 水前寺清子

山下康介の劇伴探訪♪
「海賊旗を上げろ!」～「海賊戦隊ゴーカイジャー」メインテーマ～
「海賊戦隊ゴーカイジャー」オリジナルアルバム お宝サウンドボックス1より

山下康介

Everyday、カチューシャ
映画『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだ
ら』 主題歌

AKB48

365日家族
TBS系金曜ドラマ「生まれる。」主題歌

関ジャニ∞

HELLO ～Paradise Kiss～
映画『Paradise Kiss』主題歌

YUI

家族になろうよ
結婚情報誌「ゼクシィ」CMソング

福山雅治

それでも信じてる
テレビ朝日系日曜ナイトプレミア「アスコーマーチ」主題歌

FUNKY MONKEY BABYS

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
マル・マル・モリ・モリ！
フジテレビ系日曜9時ドラマ ドラマチック・サンデー「マルモのおきて」主題歌

薫と友樹、たまにムック。

スペシャル・プレゼンツ
始まりのバラード
フジテレビ系ドラマ「名前をなくした女神」主題歌

アンジェラ・アキ

山下康介の劇伴探訪♪
JIN -仁- Main Title （piano＆strings ver.）
TBS系 日曜劇場「JIN -仁-」オリジナル・サウンドトラック ～ファイナル・セレク
ション～より

髙見 優

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 年下の男の子 キャンディーズ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 Esperanza 西野カナ
アイ・ラブ・クラシック 『四季』より「夏」 第3楽章 A.ヴィヴァルディ

Esperanza 西野カナ
T.W.L
テレビ朝日系アニメ「クレヨンしんちゃん」オープニングテーマ

関ジャニ∞

いとしき日々よ
TBS開局60周年記念 日曜劇場「JIN -仁-」主題歌

平井 堅

あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 コブクロ
CORE PRIDE UVERworld

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
ハルカ
3D長編オリジナルアニメ映画『豆富小僧』主題歌

SCANDAL

スペシャル・プレゼンツ
Dear
映画『八日目の蝉』主題歌

中島美嘉

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 見上げてごらん夜の星を 坂本 九

山下康介の劇伴探訪♪
「有閑倶楽部」メインテーマ
ドラマ「有閑倶楽部」オリジナル・サウンドトラックより

山下康介

アイ・ラブ・クラシック 亜麻色の髪の乙女 C.A.ドビュッシー
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 上を向いて歩こう 坂本 九

サクラ咲ケ 嵐
何度でも DREAMS COME TRUE
どんなときも。 槇原敬之
負けないで ZARD
キセキ ～ピアニスティック・アレンジ～ GReeeeN

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
カロン
au 「LISMO!」CMソング

ねごと

AKB48メドレー
ヘビーローテーション～Beginner～ポニーテールとシュシュ～チャンスの順番
月光の聖者達
三井住友フィナンシャルグループ CMソング

桑田佳祐

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 守ってあげたい 松任谷由実

山下康介の劇伴探訪♪
冬のサクラ (piano & strings ver.)
TBS系日曜劇場「冬のサクラ」オリジナル・サウンドトラックより

市川 淳

アイ・ラブ・クラシック ハンガリー狂詩曲 第2番 F.リスト

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
Lotus
テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「バーテンダー」主題歌

嵐

Lotus
テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「バーテンダー」主題歌

嵐

友達の唄
『映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ～はばたけ 天使たち～』主題歌

BUMP OF CHICKEN

桜の木になろう
CHINTAI CMソング

AKB48

ランウェイ☆ビート
映画『ランウェイ☆ビート』主題歌

FUNKY MONKEY BABYS

EXIT
フジテレビ系ドラマ「大切なことはすべて君が教えてくれた」主題歌

ポルノグラフィティ

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 Eternal 赤西 仁

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
ユメタマゴ
劇場版アニメ『忍たま乱太郎 忍術学園 全員出動！の段』エンディングテーマ

NYC

江～姫たちの戦国～ (メインテーマ)
NHK大河ドラマ オリジナル・サウンドトラック「江～姫たちの戦国～」より

吉俣 良ぐ

愛してるって言えなくたって
TBS系日曜劇場「冬のサクラ」主題歌

山下達郎

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
Distance
「ジェムケリー」CMソング/NTTコミュニケーションズ「ミュージコ♪」CMソング

西野カナ

アイ・ラブ・クラシック カノン パッフェルベル

山下康介の劇伴探訪♪
霊能力者 小田霧響子の嘘 ～メインテーマ～
テレビ朝日系日曜ナイトドラマ「霊能力者 小田霧響子の嘘」より

山下康介

Distance
「ジェムケリー」CMソング/NTTコミュニケーションズ「ミュージコ♪」CMソング

西野カナ

Blue Bird
NHK教育テレビ アニメ「バクマン。」オープニングテーマ

コブクロ

Each Other's Way ～旅の途中～
CHINTAI CMソング

EXILE

It's My Life
「2011ユーキャン」CMソング

YUI

ULTIMATE WHEELS
SUZUKI「新型ソリオ」TVCMタイアップソング

KAT-TUN

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
Hey和
日本赤十字社「はたちの献血」キャンペーンソング

ゆず

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
真夜中のオーケストラ
テレビ東京系アニメーション「NARUTO-ナルト- 疾風伝」エンディングテーマ
/NARUTO×UTオリジナルDVD テーマソング

Aqua Timez

スペシャル・プレゼンツ
愛と星
日本テレビ系ドラマ「デカワンコ」主題歌

まきちゃんぐ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
EXILEメドレー
I Wish For You～もっと強く～VICTORY

アイ・ラブ・クラシック 交響曲 第40番 ト短調 第1楽章 W.A.モーツァルト

山下康介の劇伴探訪♪
SPEC -Main Theme-
TBS系金曜ドラマ「SPEC ～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事
件簿～」 オリジナル・サウンドトラックより

渋谷慶一郎

365日
NTT東日本・NTT西日本 CFソング

Mr.Children

Eyes On Me
スクウェア・エニックスPSP®専用ソフト「The 3rd Birthday」テーマソング

Superfly

風と未来
日産自動車「新・日産セレナ」ＣＭソング

いきものがかり

運命のしずく ～Destiny's star～
映画『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦！ベリアル銀河帝国』主題歌

GIRL NEXT DOOR

Show Me Love (Not A Dream)
映画『あしたのジョー』主題歌

宇多田ヒカル

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
根の歌
JT Roots 10周年記念 コマーシャル タイアップ曲

コーラスジャパン

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ 道 EXILE
NAMInoYUKUSAKI
TBS系金曜ドラマ「SPEC ～警視庁公安部公安第五課未詳事件特別対策係事
件簿～」主題歌

THE RICECOOKERS

2011年8月号

マンスリーベスト5

2011年6月号

マンスリーベスト5

2011年5月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2011年4月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2011年7月号

マンスリーベスト5

2011年2月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2011年3月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
ひまわり
NHK連続テレビ小説「てっぱん」オープニングテーマ

葉加瀬太郎

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
卒業J-POPメドレー
涙～果てない空～ありがとう～Best Friend～Love Rainbow～ヘビーローテー
ション

アイ・ラブ・クラシック ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 第1楽章 F.リスト

山下康介の劇伴探訪♪
Love Q10
ドラマ「Q10」オリジナル・サウンドトラックより

金子隆博

A winter fairy is melting a snowman
NTT docomo ひとりと、ひとつ。 walk with you キャンペーンCMソング

木村カエラ

「ありがとう」～世界のどこにいても～ Hey! Say! JUMP
チャンスの順番
PSP®専用ソフト「AKB1/48 アイドルと恋したら･･･」テーマソング

AKB48

グッバイ
TBS系ドラマ 日曜劇場「獣医ドリトル」主題歌

小田和正

Rain
フジテレビ系日曜夜9時ドラマチック・サンデー「パーフェクト・リポート」主題歌

YUI

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
ありがとう
NHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」主題歌

いきものがかり

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
乱舞のメロディ
テレビ東京系アニメーション「BLEACH」オープニングテーマ

シド

スペシャル・プレゼンツ
心color ～a song for the wonderful year～
東芝 液晶テレビ 「レグザ」「レグザブルーレイ」 CMソング

福山雅治

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
果てない空
フジテレビ系火曜9時ドラマ「フリーター、家を買う。」主題歌

嵐

アイ・ラブ・クラシック 美しく青きドナウ J.シュトラウス2世

山下康介の劇伴探訪♪
大奥メインテーマ
映画『大奥』オリジナル・サウンドトラックより

村松崇継

果てない空
フジテレビ系火曜9時ドラマ「フリーター、家を買う。」主題歌

嵐

君って
フジテレビ系火曜9時ドラマ「フリーター、家を買う。」挿入歌

西野カナ

流星
2010年10月クール・フジテレビ系全国ネット 月曜9時ドラマ「流れ星」主題歌

コブクロ

Beginner AKB48
Fighting Man NEWS

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 SWEET MEMORIES 倖田來未

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
One day
フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」主題歌

The ROOTLESS

アイシテル
松竹/パラマウント・ピクチャーズ共同配給映画『ゴースト もういちど抱きしめた
い』主題歌

平井 堅

この夜を止めてよ
関西テレビ・フジテレビ系全国ネット「ギルティ 悪魔と契約した女」主題歌

JUJU

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
クリスマス・メドレー
ジングル・ベル～赤鼻のトナカイ～ひいらぎかざろう～おめでとうクリスマス

アイ・ラブ・クラシック アラベスク ハ長調 R.シューマン

山下康介の劇伴探訪♪
特上カバチ!! (ピアノソロ)
TBS系日曜劇場「特上カバチ!!」オリジナル・サウンドトラックより

瀬川英史

Dear Snow
映画『大奥』主題歌

嵐

I Wish For You
TBS系「2010 世界バレー」テーマソング／トヨタ自動車「WISH」CMソング

EXILE

君に届け
東宝系全国ロードショー映画『君に届け』主題歌

flumpool

クオリア
『劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of Trailbrazer-』主題歌

UVERworld

Sing Forever
日本テレビ系「スッキリ!!」10月テーマソング

平井 堅

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
ビギナー
ゆうちょ銀行TVCMソング

スピッツ

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ よく遊びよく学べ NYC
GENIE 少女時代
少年
東芝液晶テレビREGZA CMソング

福山雅治

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 いきものがかりメドレー／YELL～気まぐれロマンティック～ありがとう
アイ・ラブ・クラシック 剣士の入場 J.フチーク

山下康介の劇伴探訪♪
メインテーマ ～The Wild Run～
ドラマ「探偵学園Q」オリジナル・サウンドトラックより

吉川 慶

Love Rainbow
フジテレビ系月9ドラマ「夏の恋は虹色に輝く」主題歌

嵐

蛍
日本テレビ系土曜ドラマ「美丘 -君がいた日々-」主題歌

福山雅治

もっと強く
映画『THE LAST MESSAGE 海猿』主題歌

EXILE

I ♥ ×××
「第77回NHK全国学校音楽コンクール」中学校の部・課題曲
「NHKみんなのうた」(2010年8・9月)

大塚 愛

一番綺麗な私を
TBS系金曜ドラマ「うぬぼれ刑事」挿入歌

中島美嘉

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 ANSWER コブクロ

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
LIFE ～目の前の向こうへ～
TBS系全国ネット 日曜劇場「GM ～踊れドクター」主題歌

関ジャニ∞

スペシャル・プレゼンツ
新世界
au「LISMO!」CMソング

WEAVER

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ジャズ・メドレー／A列車で行こう～ムーンライト・セレナーデ～枯葉
アイ・ラブ・クラシック ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 第1楽章 F.F.ショパン

山下康介の劇伴探訪♪
ホタルノヒカリ2 -MAIN THEME-
ドラマ「ホタルノヒカリ2」オリジナル・サウンドトラックより

菅野祐悟

キミがいる
日本テレビ系水曜ドラマ「ホタルノヒカリ2」主題歌

いきものがかり

if
『劇場版NARUTO-ナルト- 疾風伝 ザ・ロストタワー』主題歌

西野カナ

ヘビーローテーション AKB48
あとひとつ
2010ABC夏の高校野球応援ソング

FUNKY MONKEY BABYS

NaNaNa（太陽なんていらねぇ）
TBS系金曜ドラマ「うぬぼれ刑事」主題歌

TOKIO

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 Hello, Again ～昔からある場所～ JUJU

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
ミツバチ
ABC MART イメージソング

遊助

嵐メドレーTroublemaker～Monster～Everything～マイガール
愛のカタチ WEAVER

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
君はともだち ～ジャズ・アレンジ～
映画『トイ・ストーリー』より

アイ・ラブ・クラシック ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 第1楽章 W.A.モーツァルト

山下康介の劇伴探訪♪
人間失格 ～メインテーマ～
映画『人間失格』オリジナル・サウンドトラックより

中島ノブユキ

To be free
アサヒ飲料 三ツ矢サイダーCMソング

嵐

reboot ～あきらめない詩～
日テレ系・南アフリカ2010サポートソング

flumpool

Ring a Ding Dong
NTTドコモ ひとりと、ひとつ。 walk with you キャンペーンCMソング

木村カエラ

ねぇ
映画『FLOWERS』主題歌/資生堂「TSUBAKI」夏のキャンペーンTVCMソング

DREAMS COME TRUE

アイスクリーム シンドローム スキマスイッチ
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 パパラッチ レディー・ガガ

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
Arrietty's Song
スタジオジブリ映画『借りぐらしのアリエッティ』主題歌

セシル・コルベル

スペシャル・プレゼンツ
僕らの永遠 ～何度生まれ変わっても、手を繋ぎたいだけの愛だから～
au「LISMO!」CMソング

WEAVER

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
Hey! Say! JUMPメドレー／瞳のスクリーン～真夜中のシャドーボーイ～Ultra 
Music Power

アイ・ラブ・クラシック 威風堂々 E.エルガー

2011年1月号

マンスリーベスト5

2010年12月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2010年10月号

マンスリーベスト5

2010年9月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2010年8月号

マンスリーベスト5

2010年11月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名

山下康介の劇伴探訪♪
LEFT-EYE <PF VER.>
ドラマ「左目探偵EYE」オリジナル・サウンドトラックより

林 ゆうき

to Mother YUI
My Station
キリンビバレッジ「キリンレモン」CMソング

EXILE

Hard to say I love you ～言い出せなくて～
フジテレビ系ドラマ「素直になれなくて」主題歌

WEAVER

会いたくて 会いたくて
ジェムケリーCMソング

西野カナ

レイン
MBS・TBS系アニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」オープニング
テーマ

シド

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 青い珊瑚礁 松田聖子

山下康介の劇伴探訪♪
LiVE / EViL(orchestra version)
ドラマ「魔王」オリジナル・サウンドトラックより

澤野弘之

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
まなざし
TBS系ドラマ「タンブリング」主題歌

Honey L Days

LOVE RAIN ～恋の雨～
フジテレビ系月曜9時ドラマ「月の恋人 Moon Lovers」主題歌

久保田利伸

街物語(まちものがたり)
TBS系ドラマ日曜劇場「新参者」主題歌

山下達郎

アイ・ラブ・クラシック ラ・カンパネラ F.リスト

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
Monster
日本テレビ系新土曜ドラマ「怪物くん」主題歌

嵐

Monster
日本テレビ系新土曜ドラマ「怪物くん」主題歌

嵐

ありがとう
NHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」主題歌

いきものがかり

魔法の料理 ～君から君へ～
NHKみんなのうた(2010年4-5月のうた)

BUMP OF CHICKEN

向かいあわせ
映画『ダーリンは外国人』主題歌

aiko

Going！
日本テレビ系「Going! Sprots & News」テーマソング

KAT-TUN

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 トイレの神様 植村花菜

山下康介の劇伴探訪♪
The Beginning ～メインテーマ～
ドラマ「スクラップ・ティーチャー～教師再生～」オリジナル・サウンドトラックより

吉川 慶

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
RAY OF LIGHT
MBS・TBS系全国ネット「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」エンディング
テーマ

中川翔子

スペシャル・プレゼンツ
大切
映画『書道ガールズ!! ～わたしたちの甲子園～』主題歌

FUNKY MONKEY BABYS

アイ・ラブ・クラシック 英雄ポロネーズ F.F.ショパン
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ラブソング・メドレー／Butterfly～赤い糸～キセキ

輝く人
NHK「こころの遺伝子」テーマソング

アンジェラ・アキ

さくらガール NEWS
輝きデイズ
ロッテ CMソング

Hey! Say! 7

2台のピアノのためのソナタ ニ長調 第1楽章 W.A.モーツァルト
あの子の夢
NHK連続テレビ小説「ウェルかめ」主題歌

aiko

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
また君に恋してる
“いいちこ日田全麹” TVCM曲

坂本冬美

山下康介の劇伴探訪♪
獅子座流星群
TBS系金曜ドラマ「流星の絆」オリジナル・サウンドトラックより

河野 伸

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
勇気100%
NHKアニメーション「忍たま乱太郎」オープニングテーマ

NYC

時をかける少女
映画『時をかける少女』挿入歌

いきものがかり

龍馬伝
NHK大河ドラマ「龍馬伝」オリジナル・サウンドトラック Vol.1より

佐藤直紀 feat. リサ・ジェラルド

アイ・ラブ・クラシック 幻想即興曲 F.F.ショパン

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
Butterfly
「ゼクシィ」CMソング

木村カエラ

Troublemaker
TBS系日曜劇場「特上カバチ!!」主題歌

嵐

瞳のスクリーン
日本テレビ系土曜ドラマ「左目探偵EYE」主題歌

Hey! Say! JUMP

ノスタルジア
映画『時をかける少女』主題歌

いきものがかり

ライオン 遊助
Best Friend
docomo「ガンバレ受験生'09-'10」公式ソング

西野カナ

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 愛すべき未来へ EXILE
別冊2 組曲「嵐！ときどきクラシック」
別冊7 名曲玉手箱「のだめどれっ?!」
別冊12 卒業メドレー「ひきものがたり?!」

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
YELL
「第76回NHK全国学校音楽コンクール」中学生の部・課題曲／NHK「みんなのう
た」8～9月のうた

いきものがかり

山下康介の劇伴探訪♪
Change in Mind
TBS系金曜ドラマ「ヤマトナデシコ七変化」オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 2台のピアノのためのソナタ ニ長調 第1楽章 W.A.モーツァルト
時ヲ止メテ東方神起
メナード TVCMソング (2009年度)
サクラサク
キットカット TVCM タイアップ曲

北乃きい

アイ・ラブ・クラシック きらきら星変奏曲 W.A.モーツァルト
残像
TBS系ドラマ「ブラッディ・マンデイ」主題歌

flumpool

涙
2010 ユーキャン CMソング

FUNKY MONKEY BABYS

BLESS
NHK バンクーバー 2010 放送テーマソング

L'Arc～en～Ciel

BREAK OUT！
NHKドラマ8「とめはねっ！ 鈴里高校書道部」主題歌

東方神起

Love yourself ～君が嫌いな君が好き～
TBS系金曜ドラマ「ヤマトナデシコ七変化」主題歌

KAT-TUN

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 さよならの向う側 山口百恵

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
絵はがきの春
味の素 KK「クノールRカップスープ」CMソング

Aqua Timez

山下康介の劇伴探訪♪
mein Madchen
テレビ朝日系ドラマ「マイガール」オリジナル・サウンドトラックより

澤野弘之

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 卒業J-POPメドレー／YELL～遥か～イチブトゼンブ～Believe～虹～Everything

スペシャル・プレゼンツ 桜会 ゆず
桜の栞 AKB48

アイ・ラブ・クラシック 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 S.ラフマニノフ
ALWAYS
映画『サヨナライツカ』主題歌

中島美嘉

GLORIA
ベネッセコーポレーション「進研ゼミ高校講座」CMソング

YUI

BANDAGE
映画『BANDAGE』主題歌

LANDS

交響曲 第7番 イ長調 第1楽章
映画『のだめカンタービレ 終楽章』オリジナル・サウンドトラックより

L.v.ベートーヴェン

君がいるから
FINAL FANTASY XIII テーマソング

菅原紗由理

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
HANABI
フジテレビ系ドラマ「コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- 2nd season」主題歌

Mr.Children

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
マイガール
テレビ朝日系ドラマ「マイガール」主題歌

嵐

無限に広がる大宇宙 宮川 泰

2010年6月号

マンスリーベスト5

2010年5月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2010年4月号

マンスリーベスト5

特別別冊綴じ込み楽譜
ピアニスターHIROSHIのMAGICAL PIANO STUDIO新学期応援SPECIAL

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

2010年2月号

マンスリーベスト5

2010年3月号

2010年7月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
「復活篇」のためのシンフォニー
映画『宇宙戦艦ヤマト復活篇』オリジナル・サウンドトラックより

羽田健太郎

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 EXILEメドレー／愛すべき未来へ～ ふたつの唇～Someday～If～I know～
いつか王子様が～ジャズ・アレンジ～
Birthday
花王アジエンス 「輝き続けるために」篇 CMソング

阿部芙蓉美

アイ・ラブ・クラシック
序曲「1812年」
映画『のだめカンタービレ 終楽章』オリジナル・サウンドトラックより

P.I.チャイコフスキー

時計じかけのアンブレラ
フジテレビ系ドラマ「0号室の客」主題歌

嵐

fanfare
映画『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』主題歌

Mr.Children

Dear･･･
docomo「ガンバレ受験生 '09-'10」公式ソング

西野カナ

逢いたくていま
TBS系ドラマ日曜劇場「JIN -仁-」主題歌

MISIA

見つめていたい
au「LISMO!」CMソング/auオリジナルドラマ「恋ばな」主題歌

flumpool

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 ときめきのルンバ 氷川きよし

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
孤独の太陽
日本テレビ系ドラマ「サムライ・ハイスクール」主題歌

monobright

山下康介の劇伴探訪♪
愛のテーマ～ファイナルメインテーマ～
映画『花より男子ファイナル』オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 2009年ヒット・メドレー／遥か～明日がくるなら～明日の記憶～Someday

スペシャル・プレゼンツ
はつ恋
東芝 液晶テレビ「REGZA」CMソング

福山雅治

アイ・ラブ・クラシック ボレロ M.ラヴェル
マイガール
テレビ朝日系ドラマ「マイガール」主題歌

嵐

ふたつの唇
フジテレビ系月9ドラマ「東京DOGS」主題歌

EXILE

なくもんか
映画『なくもんか』主題歌

いきものがかり

僕は君に恋をする
東宝映画『僕の初恋をキミに捧ぐ』主題歌

平井 堅

流れ星
ハウスメイトCMソング

中島美嘉

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 あの素晴しい愛をもう一度

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
いちょう
マルコメ「液みそ」CFソング

遊助

山下康介の劇伴探訪♪
団らん
TBS系金曜22時ドラマ「花より男子」オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
くるみ割り人形メドレー
行進曲～花のワルツ～ロシアの踊り～あし笛の踊り

P.I.チャイコフスキー

Loveless 山下智久
Stand Aloneサラ・ブライトマン×久石 譲
NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」オリジナル・サウンドトラックより

アイ・ラブ・クラシック 交響曲 第9番 ニ短調 「合唱付き」 第4楽章 L.v.ベ-トーヴェン
甘く果てしなく
Pinky CMソング

東方神起

It's all too much
映画『カイジ 人生逆転ゲーム』主題歌

YUI

ゴールデンタイムラバー
MBS・TBS系アニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」オープニング
テーマ

スキマスイッチ

じょいふる
江崎グリコ「ポッキーチョコレート」CMソング

いきものがかり

この胸を、愛を射よ ポルノグラフィティ
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 I'll be there ジャクソン5

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
かつおぶしだよ人生は
NHK「みんなのうた」8・9月のうた

加藤清史郎&アンクル☆させ

山下康介の劇伴探訪♪
「パパとムスメの7日間」
TBS系日曜ドラマ「パパとムスメの7日間」オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
序曲IX
「ドラゴンクエスト・ 星空の守り人」シンセサイザー版&オリジナルサウンドトラック
版より

すぎやまこういち

BALLAD ～名もなき恋のうた～
映画『BALLAD 名もなき恋のうた』主題歌

alan

COLORS ～Melody and Harmony～
ハローキティ35周年テーマソング

JEJUNG&YUCHUN(from 東方神起)

彼女の夏
フジテレビ系月曜9時ドラマ「ブザー・ビート～崖っぷちのヒーロー」オリジナル・
サウンドトラックより

アイ・ラブ・クラシック 喜歌劇『天国と地獄』より序曲 J.オッフェンバック
YELL
「第76回NHK全国学校音楽コンクール」中学校の部・課題曲/NHK「みんなのう
た」8～9月のうた

いきものがかり

その先へ
フジテレビ系全国ネット「救命病棟24時」主題歌

DREAMS COME TRUE feat. FUZZY CONTROL

そっと きゅっと
フジテレビ木曜22時「任侠ヘルパー」主題歌

SMAP

愛の季節
NHK連続テレビ小説「つばさ」主題歌

アンジェラ・アキ

太陽と砂漠のバラ
日本テレビ系土曜ドラマ「華麗なるスパイ」主題歌

TOKIO

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 風になりたい THE BOOM

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
こちら葛飾区亀有公園前派出所
ドラマ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」主題歌

両さん

山下康介の劇伴探訪♪
恋路探し
TBS系金曜ドラマ「スマイル」オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 遥か GReeeeN

スペシャル・プレゼンツ
天地人～オープニングテーマ
NHK大河ドラマ「天地人」オリジナル・サウンドトラックより

大島ミチル

アイ・ラブ・クラシック 別れの曲 F.F.ショパン
プルメリア –花唄–
『ごくせん THE MOVIE』主題歌

Aqua Timez

NYC
フジテレビ系女子バレーボールワールドグランプリ2009 イメージソング

NYC boys

イチブトゼンブ
フジテレビ系月曜9時連続ドラマ「ブザー・ビート–崖っぷちのヒーロー–」主題歌

B'z

Butterfly
「ゼクシィ」CMソング

木村カエラ

Stairway Generation
TV東京系アニメ「銀魂」オープニングテーマ

Base Ball Bear

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 Top Of The World カーペンターズ

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
青い夢
テレビ東京系「家庭教師ヒットマン REBORN！」エンディングテーマ

森 翼

山下康介の劇伴探訪♪
絆
TBS系金曜22時ドラマ「花より男子」オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ABC ジャクソン5
スペシャル・プレゼンツ 嵐メドレー／A・RA・SHI-One Love-Love so sweet-truth
アイ・ラブ・クラシック 献呈 R.シューマン

Everything
au by KDDI CMソング

嵐

ホタルノヒカリ
テレビ東京系アニメーション「NARUTO-ナルト- 疾風伝」オープニングテーマ

いきものがかり

たんぽぽ 遊助
みんな空の下
花王「アジエンス」CM SONG

絢香

STAY
TBS系ドラマ 日曜劇場 「官僚たちの夏」主題歌

コブクロ

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
愛

東芝 液晶テレビ「REGZA」CMソング
福山雅治

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2009年10月号

マンスリーベスト5

2009年9月号

マンスリーベスト5

2009年8月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

山下康介の劇伴探訪♪

スペシャル・プレゼンツ

2010年1月号

マンスリーベスト5

2009年12月号

マンスリーベスト5

2009年11月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
悪魔な恋
フジテレビ・関西テレビ系火曜22時ドラマ「恋して悪魔-ヴァンパイア☆ボーイ-」
主題歌

中山優馬 w/ B.I.Shadow

山下康介の劇伴探訪♪
愛のゆくえ
TBS系金曜ドラマ「スマイル」オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 JUMP ヴァン・へイレン

スペシャル・プレゼンツ
season
au by KDDI CMソング

嵐

七夕祭り テゴマス
アイ・ラブ・クラシック シンフォニエッタ 第1楽章 L.ヤナーチェク

明日の記憶
日本テレビ系土曜ドラマ「ザ・クイズショウ」主題歌

嵐

遥か
映画『ROOKIES-卒業-』主題歌

GReeeeN

ふたり
TBS系日曜劇場「ぼくの妹」主題歌

いきものがかり

Crazy Moon ～キミ・ハ・ムテキ～
コーセー「エスプリーク プレシャス」CMソング

嵐

again
MBS・TBS系アニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」オープニング
テーマ

YUI

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 スローバラード RCサクセション

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
Smile for…
テレビ東京系アニメ「家庭教師ヒットマン REBORN!」エンディングテーマ

上戸彩

山下康介の劇伴探訪♪
みちしるべ(スマイル～メインテーマ～) (後編)
TBS系金曜ドラマ「スマイル」オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 アフリカン・シンフォニー
道標
NTV「NEWS ZERO」テーマソング

福山雅治

Forgiving
　「Forgiving」アイシテル～海容～オリジナル・サウンドトラックより

S.E.N.S.

アイ・ラブ・クラシック 水の戯れ M.ラヴェル
恋のABO
crymson/RUSS-K CM song

NEWS

一粒大の涙はきっと
大塚製薬ポカリスエット CMソング/「ブカツの天使」テーマソング

Hi-Fi CAMP

My Best Of My Life
フジテレビ系木曜22時ドラマ「BOSS」主題歌

Superfly

夢を味方に
ベネッセコーポレーション「進研ゼミ高校講座」CMソング

絢香

嘘
MBS・TBS系アニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」エンディングテー
マ

シド

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 三日月 絢香

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
I wanna see you
「カルピスウォーター」CMソング

阿部真央

山下康介の劇伴探訪♪
みちしるべ(スマイル～メインテーマ～) (前編)
TBS系金曜ドラマ「スマイル」オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 虹の彼方に
虹のレシピ
テレビ東京系「JAPAN COUNTDOWN」5月度オ-プニングテーマ

スキマスイッチ

逢いたい
NHKドラマ8「ゴーストフレンズ」主題歌

ゆず

アイ・ラブ・クラシック
ウエディング・メドレー
愛のあいさつ～ジュ・トゥ・ヴ～木星～愛の夢
Someday
トヨタ WISH CMソング

EXILE

Share The World
フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」主題歌

東方神起

虹
JALコラボレーションソング

コブクロ

Seeds of dream
グリコ「アイスの実」TV-CMソング

GIRL NEXT DOOR

ひまわり 遊助
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 宇宙船艦ヤマト

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
RESCUE
TBS系ドラマ「RESCUE ～特別高度救助隊」主題歌

KAT-TUN

山下康介の劇伴探訪♪
fresh leaves
TBS系金曜22時ドラマ「花より男子2(リターンズ)」オリジナル・サウンド

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
関ジャニ∞メドレー
ワッハッハー～イッツ マイ ソウル～無責任ヒーロー
おくりびと～on record～
映画『おくりびと』オリジナル・サウンドトラックより

久石 譲

trust you
TBS系アニメ「機動戦士ガンダム00」エンディングテーマ曲

伊藤由奈

やさしさで溢れるように(弾き語り) JUJU
アイ・ラブ・クラシック ワルツ 第15番 Op.39 J.ブラームス

Believe
映画『ヤッターマン』主題歌

嵐

刹那
フジテレビ系月9ドラマ「ヴォイス -命なき者の声-」主題歌

GReeeeN

My SunShine
フジテレビ系火9ドラマ「メイちゃんの執事」主題歌

ROCK’A’TRENCH

星に願いを flumpool
さよならは 言わない 小田和正
関西テレビ放送開局50周年記念ドラマ「トライアングル」主題歌

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 僕へ EXILE

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
ChaNge the WoRLd
日本テレビ系水曜ドラマ「キイナ ～不可能犯罪捜査官～」主題歌

MiChi

山下康介の劇伴探訪♪
Destiny(連弾)
テレビアニメ「しおんの王」オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 アイ・ガット・リズム G.ガーシュウィン

スペシャル・プレゼンツ
曇りのち、快晴
テレビ朝日系ドラマ「歌のおにいさん」主題歌

矢野健太 starring Satoshi Ohno

アイ・ラブ・クラシック 春メドレー：春の歌～春～春の声 F.メンデルスゾーン～A.ヴィヴァルディ～J.シュトラウス～
歩み
ユーキャン 2009年キャンペーンソング

GReeeeN

ONE DROP
日本テレビ系火曜ドラマ「神の雫」主題歌

KAT-TUN

鏡花水月
ABC・テレビ朝日系ドラマ「必殺仕事人2009」主題歌

The SHIGOTONIN

『仮面舞踏会』組曲より「ワルツ」 A.ハチャトゥリアン
約束 KinKi Kids

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 手紙 ～拝啓 十五の君へ～ アンジェラ・アキ

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
last cross
テレビ東京系アニメ「家庭教師ヒットマンREBORN!」オープニングテーマ

光岡昌美

山下康介の劇伴探訪♪
リターンズメインテーマ
TBS系金曜22時ドラマ「花より男子2(リターンズ)」オリジナル・サウンドトラックよ
り

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
卒業J-POPメドレー
HANABI～そばにいるね～崖の上のポニョ～羞恥心～手紙 ～拝啓 十五の君へ
～ ～キセキ～One Love
縁の糸
NHK連続テレビ小説「だんだん」主題歌

竹内まりや

f (solo) 松下奈緒
アイ・ラブ・クラシック 交響詩「死の舞踏」 サン=サーンス

夢の蕾
映画『感染列島』主題歌

レミオロメン

Velonica
テレビ東京系アニメーション「BLEACH」オープニングテーマ

Aqua Timez

366日
映画×連続ドラマ「赤い糸」主題歌

HY

儚くも永久のカナシ
MBS・TBS系TVアニメ「機動戦士ガンダム00」セカンドシーズンオープニング・
テーマ

UVERworld

2009年3月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2009年6月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2009年5月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2009年4月号

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

2009年7月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
愛・革命 滝沢秀明

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 あの鐘を鳴らすのはあなた 和田アキ子

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
さんぽ
映画『となりのトトロ』より

大橋のぞみ

山下康介の劇伴探訪♪
Around40～メインテーマ～
TBS系金曜22時ドラマ「Around40～注文の多いオンナたち～」オリジナル・サウ
ンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 『仮面舞踏会』組曲より「ワルツ」 A.ハチャトゥリアン
スペシャル・プレゼンツ YOUR SONG 嵐
アイ・ラブ・クラシック 『ベルガマスク組曲』より「月の光」 C.A.ドビュッシー

気まぐれロマンティック
フジテレビ系火曜9時ドラマ「セレブと貧乏太郎」主題歌

いきものがかり

White X’mas KAT-TUN
I’ll be
Sonyウォークマン「Play You.」キャンペーン・テーマソング(CMソング)

YUI

真夜中のシャドーボーイ
日本テレビ系土曜ドラマ「スクラップ・ティーチャー ～教師再生～」主題歌

Hey! Say! JUMP

扉 GReeeeN

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」
花の匂い
全国東宝系ロードショー映画『私は貝になりたい』主題歌

Mr.Children

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ Over the rain～ひかりの橋～ flumpool
Pure feeling
Love Etude(連弾)
フジテレビ系火曜21時ドラマ「セレブと貧乏太郎」オリジナル・サウンドトラックよ
り

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 喜歌劇『こうもり』序曲 J.シュトラウス2世

手紙 ～拝啓 十五の君へ～(弾き語り)
NHKみんなの歌(2008年8-9月の歌)
～第75回(平成20年度)NHK全国学校音楽コンクール""中学校の部""課題曲～

アンジェラ・アキ

僕が僕のすべて
au by KDDI CMソング

嵐

アイ・ラブ・クラシック ヴァイオリン・ソナタ 第9番 イ長調「クロイツェル」第1楽章 L.v.ベートーヴェン
Beautiful days
TBS系金曜ドラマ「流星の絆」主題歌

嵐

時の足音
日本テレビ系新火曜ドラマ「オー!マイ・ガール!!」主題歌

コブクロ

守りたいもの
フジテレビ・関西テレビ系ドラマ「チーム・バチスタの栄光」主題歌

青山テルマ

ORION
TBS系金曜ドラマ「流星の絆」挿入歌

中島美嘉

あしたの空
日本テレビ系水曜ドラマ「OLにっぽん」主題歌

SPEED

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ Dream Fighter Perfume

山下康介の劇伴探訪♪
つくし
TBS系金曜22時ドラマ「花より男子」オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
篤姫(メインテーマ)
NHK大河ドラマ「篤姫」オリジナル・サウンドトラックより

吉俣 良

Eternally 宇多田ヒカル
ノクターン
フジテレビ開局50周年記念ドラマ木曜劇場「風のガーデン」主題歌

平原綾香

アイ・ラブ・クラシック ワルキューレの騎行 R.ワーグナー
愛

全国東宝系映画『容疑者Xの献身』主題歌
KOH+

あなたと
NISSAN Cube CMソング

絢香×コブクロ

Happy Birthday
KOSE「HAPPY BATH DAY」CMソング

NEWS

足跡
テレビ朝日「コラマーシャル」タイアップソング

BAReeeeeeeeeeN

プラネタリウム
NHKドラマ8「キャットストリート」主題歌

いきものがかり

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 人生の扉 竹内まりや

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
夏のかけら
新垣結衣・ 新主演映画『フレフレ少女』主題歌

Aqua Timez

山下康介の劇伴探訪♪
恋心 ～ピアノ・ソロ～
日本テレビ系火曜ドラマ「有閑倶楽部」オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
崖の上のポニョ
映画『崖の上のポニョ』主題歌

藤岡藤巻と大橋のぞみ

Ti Amo
明治メルティーキッス TVCMソング

EXILE

世界は踊る
日本テレビ系「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」9月エンディングテーマ

BREAKERZ

アイ・ラブ・クラシック ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 Op.21 第1楽章 F.F.ショパン
HANABI
フジテレビ系ドラマ「コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-」主題歌

Mr.Children

この瞬間、きっと夢じゃない
TBS北京オリンピック2008テーマソング

SMAP

クラゲ、流れ星
music.jp TV-CFソング

大塚 愛

雨傘
日本テレビ系土曜ドラマ「ヤスコとケンジ」主題歌

TOKIO

あたらしい日々
フジテレビ系ドラマ「シバトラ」主題歌

Every Little Thing

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 君の瞳に恋してる ボーイズ・タウン・ギャング

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
キセキ
TBS系ドラマ「ROOKIES」主題歌

GReeeeN

山下康介の劇伴探訪♪
映画『クロサギ』よりスペシャルメドレー
黒と白の幕開け～慟哭の旋律～クロサギの息吹

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ルロイ・アンダーソン メドレー
シンコペイテッド・クロック～タイプライター～トランペット吹きの休日

手紙 ～拝啓 十五の君へ～
～第75回(平成20年度)NHK全国学校音楽コンクール "中学校の部" 課題曲～
NHKみんなのうた(2008年8-9月の歌)

アンジェラ・アキ

アイのうた
TBS系ドラマ「恋空」主題歌

福井 舞

アイ・ラブ・クラシック 組曲『道化師』より「ギャロップ」 D.B.カバレフスキー
GIFT
NHK 北京オリンピック放送テーマソング

Mr.Children

もっと遠くへ
フジテレビ系 北京オリンピック中継テーマソング

レミオロメン

I AM YOUR SINGER
au「LISMO」CMソング

サザンオールスターズ

truth
TBS系金曜ドラマ「魔王」主題歌

嵐

ギフト
映画『フライング☆ラビッツ』主題歌

ポルノグラフィティ

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 パパの歌 忌野清志郎
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ 陽は、また昇る アラジン

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
羞恥心メドレー／泣かないで～羞恥心
フジテレビ系「クイズ！ヘキサゴンII」エンディングテーマ

山下康介の劇伴探訪♪
家族のカタチ
NHK連続テレビ小説「瞳」より

スペシャル・プレゼンツ 風と星とメビウスの輪（Single Version）<弾き語り> Mr.Children
アイ・ラブ・クラシック 組曲『展覧会の絵』より“プロムナード～キエフの大門” M.P.ムソルグスキー

KissHug
映画『花より男子ファイナル』挿入歌

aiko

One Love
映画『花より男子ファイナル』主題歌

嵐

痛い立ち位置 ポルノグラフィティ
ブルーバード
テレビ東京系アニメーション「NARUTO-ナルト- 疾風伝」オープニングテーマ

いきものがかり

2009年2月号

2008年9月号

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

2009年1月号

マンスリーベスト5

山下康介の劇伴探訪♪

スペシャル・プレゼンツ

2008年12月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2008年11月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2008年10月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
SUMMER SONG YUI

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 氷雨 ジェロ

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
グーグー体操
フジテレビ系「体操の時間。」

エド・はるみとメタボシスターズ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 勝手にシンドバッド サザンオールスターズ
新シリーズ 山下康介の劇伴探訪♪ 花より男子メインテーマ

崖の上のポニョ
映画『崖の上のポニョ』主題歌

藤岡藤巻と大橋のぞみ

泣かないで 羞恥心
アイ・ラブ・クラシック 『ペール・ギュント』組曲より「朝」 E.グリーグ

ロケットスニーカー
関西テレビ「さんまのまんま」エンディングテーマ曲
music.jp TV-CFソング

大塚 愛

Prisoner Of Love
フジテレビ系木曜ドラマ「ラスト・フレンズ」主題歌

宇多田ヒカル

Dreams come true
TBS系 フジテレビ系「バレーボール世界 終予選」イメージソング

Hey ! Say ! JUMP

キセキ
TBS系ドラマ「ROOKIES」主題歌

GReeeeN

DON'T U EVER STOP KAT-TUN
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 ポリリズム Perfume
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ 羞恥心 羞恥心
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 星に願いを

Unchanging Love ～君がいれば～
au「LISMO」CMソング

JYONGRI

いとしのエリー サザンオールスターズ
88
テレビ東京系アニメ「家庭教師ヒットマン REBORN!」オープニングテーマ

LM.C

アイ・ラブ・クラシック 歌劇『カルメン』より前奏曲 G.ビゼー
おかえり
フジテレビ系ドラマ「絶対彼氏」主題歌

絢香

虹
日本テレビ系土曜ドラマ「ごくせん」主題歌

Aqua Timez

SUMMER TIME
「Crymson/RUSS-K」CM song

NEWS

Diary
三ツ矢サイダーCMソング

コブクロ

Hi-Five
au「LISMO」CMソング

Superfly

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 あなたに会えてよかった 青山テルマ
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ 夢をかなえてドラえもん mao

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
嵐メドレー
Step and Go～Happiness～Be with you～Love so sweet
いつか離れる日が来ても
映画『あの空をおぼえてる』主題歌

平井 堅

羞恥心 羞恥心
アイ・ラブ・クラシック 乙女の祈り T.バダジェフスカ

そばにいるね 青山テルマ feat. SoulJa
ワッハッハー 関ジャニ∞
愛をこめて花束を
TBS金曜22時ドラマ「エジソンの母」主題歌

Superfly

君 station
フジテレビ系土曜ドラマ「ロス:タイム:ライフ」主題歌

ORANGE RANGE

手をつなごう
『映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝』主題歌

絢香

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 赤いスイートピー 松田聖子
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ まあるいいのち イルカ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
EXILEメドレー
Choo Choo TRAIN～時の描片～トキノカケラ～～Together～EXIT～
Laugh away
グリコ「ウォータリングキスミントガム」CMソング

YUI

篤姫(メインテーマ)
NHK大河ドラマ「篤姫」オリジナル・サウンドトラックより

吉俣 良

Koko
JP日本郵政グループ 郵便事業株式会社CM楽曲(平成二十年用年賀キャン
ペーン)

坂本龍一

アイ・ラブ・クラシック 歌劇『フィガロの結婚』より序曲 W.A.モーツァルト
Step and Go 嵐
太陽のナミダ
映画『クロサギ』主題歌

NEWS

Pure
au「LISMO」CMソング

EXILE

Namidairo
ABC・テレビ朝日系連続ドラマ 赤川次郎ミステリー「4姉妹探偵団」主題歌

YUI

SAKURA～花霞～
パナソニック カード愛情サイズTV-CFソング

中島美嘉

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 HEART STATION 宇多田ヒカル
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ 蕾 コブクロ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ディズニー・プリンセス メドレー
ホール・ニュー・ワールド～アンダー・ザ・シー～美女と野獣
ずっと一緒さ
フジテレビ系月曜夜9時連続ドラマ「薔薇のない花屋」主題歌

山下達郎

キャンバス
フジテレビ火9ドラマ「ハチミツとクローバー」主題歌

平井 堅

Happy Working Song
映画『魔法にかけられて』オリジナル・サウンドトラックより

アイ・ラブ・クラシック ヴァイオリン・ソナタ 第5番 ヘ長調「春」第1楽章より L.v.ベートーヴェン
はじまりの歌
ユーキャン2008キャンペーンソング

大橋卓弥

LIPS
日本テレビ系土曜ドラマ「1ポンドの福音」主題歌

KAT-TUN

あなたがここにいたら
映画『奈緒子』主題歌

ポルノグラフィティ

モノクローム
日本テレビ系火曜ドラマ「貧乏男子 ボンビーメン」主題歌

BENNIE K

Stay Gold
花王「アジエンス」新CMソング

宇多田ヒカル

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 BE FREE GReeeeN
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ Ultra Music Power Hey！Say！JUMP

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
卒業J-POPメドレー
Flavor Of Life～旅立ちの唄～LIFE～WINDING ROAD～Love so sweet～蕾
蕾(弾き語り)  コブクロ
ヴァイオリンと管弦楽のためのファンタジー ナイジェル・ヘス
変わらないモノ
DAIHATSU「TANTO CUSTOM」CMソング

EXILE

アイ・ラブ・クラシック ピアノ協奏曲 第2番 第1楽章より S.ラフマニノフ
弾丸ファイター
テレビ朝日系列 スポーツテーマソング

SMAP

way of life
フジテレビ系土曜ドラマ「SP(エスピー)警視庁警備部警護課第四係」主題歌

V6

はるまついぶき
映画『MIDNIGHT EAGLE』主題歌

Bank Band

heavenly days
映画『恋空』挿入歌

新垣結衣

ラプソディ・イン・ブルー
ドラマ「のだめカンタービレ」エンディング・ヴァージョン

G.ガーシュウィン

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 スタートライン～新しい風 馬場俊英

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
小さな掌
TBS系ドラマ「ジョシデカ! -女子刑事-」主題歌

Aqua Timez

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 きらきら星変奏曲より W.A.モーツァルト
千の風になって(弾き語り)  秋川雅史
WHITE DAYS
映画『銀色のシーズン』主題歌

コブクロ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2008年6月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2008年2月号

2008年8月号

スペシャル・プレゼンツ

2008年7月号

2008年5月号

マンスリーベスト5
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2008年4月号
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2008年3月号
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Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名

ア・イ・シ・テ・ルのサイン ～わたしたちの未来予想図～
映画『未来予想図 ～ア・イ・シ・テ・ルのサイン～』主題歌/花王 AUBE CMソング

DREAMS COME TRUE

アイ・ラブ・クラシック ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 第1楽章より P.I.チャイコフスキー
KISSして
フジテレビ系全国ネット月9ドラマ「ガリレオ」主題歌

KOH+

weeeek
「Crymson/RUSS-K」CM song

NEWS

Keep the faith
日本テレビ系火曜ドラマ「有閑倶楽部」主題歌

KAT-TUN

Wonderful & Beautiful レミオロメン
Destination Nowhere
テレビ朝日系ドラマ「モップガール」主題歌

ERIKA

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 いつでも微笑みを Mr.Children
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ 崖の上のポニョ 藤岡藤巻と大橋のぞみ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ラデツキー行進曲 J.シュトラウスI世

vs. ～知覚と快楽の螺旋～
フジテレビ系全国ネット月9ドラマ「ガリレオ」オリジナル・サウンドトラックより

福山雅治

ダーリン
アサヒ飲料「WONDA」CMソング

桑田佳祐

じーじのえてがみ ～グランドファザーズ・レター～
NHK「みんなのうた」より

上野樹里

アイ・ラブ・クラシック ピアノ協奏曲 第3番 第1楽章より S.ラフマニノフ
ポケット 大塚 愛
旅立ちの唄
全国東宝系ロードショー 映画『恋空』主題歌

Mr.Children

蒼く 優しく
NTV系土曜9時連続ドラマ『ドリーム☆アゲイン』主題歌

コブクロ

種をまく日々
テレビ東京系アニメ『BLEACH』エンディングテーマ

中 孝介

茜色の約束
au LISMO CMソング

いきものがかり

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 あの日にかえりたい(CM version) 松任谷由実
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ イッツ マイ ソウル 関ジャニ∞

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ナイトメアー・ビフォア・クリスマス メドレー
サンディ・クローズを誘拐しろ～クリスマスって？
『ちりとてちん』メインテーマ・ロングバージョン
NHK連続テレビ小説『ちりとてちん』テーマ曲

松下奈緒

花の名
全国東宝系映画『ALWAYS 続・三丁目の夕日』主題歌

BUMP OF CHICKEN

サンタクロースメドレー
サンタが街にやってくる～ママがサンタにキスをした～あわてんぼうのサンタク
ロース

アイ・ラブ・クラシック バレエ『白鳥の湖』より「情景」
永遠に KinKi Kids
LOVE & TRUTH
映画『クローズド・ノート』主題歌

YUI

奇跡の星
映画『北極のナヌー』日本語版主題歌

手嶌 葵

LIFE
フジテレビ系土曜ドラマ「ライフ」主題歌

中島美嘉

おしりかじり虫(放送バージョン)
NHK「みんなのうた」より

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ コール・ポーター

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
PEACH
フジテレビ系毎週火曜よる9時ドラマ「花ざかりの君たちへ イケメン♂パラダイ
ス」主題歌

大塚 愛

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
「HERO」-Main Title-(movie ver.)
『HERO』映画版 オリジナル・サウンドトラックより

服部隆之

未来予想図II  DREAMS COME TRUE
幸せですか 川嶋あい
ザ・ベアー・ネセシティ
ディズニー映画『ジャングル・ブック』オリジナル・サウンドトラックより

アイ・ラブ・クラシック
イタリア名曲メドレー
誰も寝てはならぬ～オー・ソレ・ミオ～帰れソレントへ
Happiness
TBS系金曜ドラマ「山田太郎ものがたり」主題歌

嵐

GREEN DAYS
関西テレビ・フジテレビ系 火曜22時ドラマ「牛に願いを Love & Farm」主題歌
TOYOTAラクティスCMソング

槇原敬之

横顔
日本テレビ系ドラマ「ホタルノヒカリ」主題歌

aiko

Why
PSP®　専　「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII-」テーマソング

絢香

Hey！ Say！
TBS系アニメ「ラブ★コン」オープニングテーマ

Hey！ Say！ 7

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 思秋期 岩崎宏美

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
彼こそが海賊
映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』オリジナル・サウンドトラックより

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ルパン三世 ’80 大野雄二
「HERO」-Main Title- (movie ver.) 服部隆之
夢人～ユメジン～
NHK「みんなのうた」8月9月のうた

谷村新司

永遠にともに コブクロ

アイ・ラブ・クラシック
G.ガーシュウィン・メドレー
サマータイム～アイ・ガット・リズム～ラプソディ・イン・ブルー
本日、未熟者
日本テレビ系土曜ドラマ「受験の神様」主題歌

TOKIO

リンク
スバル New インプレッサ CMソング

ポルノグラフィティ

PEACH
フジテレビ系毎週火曜よる9時ドラマ「花ざかりの君たちへ イケメン♂パラダイ
ス」主題歌

大塚 愛

愛唄
ビューティーンCMタイアップソング['07夏]

GReeeeN

こころ
フジテレビ系月曜9時ドラマ「ファースト・キス」主題歌

小田和正

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 遠き山に日は落ちて A.ドヴォルザーク

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
夏空グラフィティ
アクエリアス ビタミンガード CMソング

いきものがかり

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
タッチ
アニメ「タッチ」主題歌

岩崎良美

スキマスイッチメドレー:奏-全力少年-ボクノート
あなたといた時
ディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー『ハイスクール・ミュージカル』より
ラブ・ポエム　韓国ドラマ「春のワルツ」より

アイ・ラブ・クラシック ホルン協奏曲第4番 第3楽章より W.A.モーツァルト
たしかに
au LISMO CM ソング

アンジェラ・アキ

マリンスノウ
「明治製菓 アーモンドチョコ」TV-CMソング

スキマスイッチ

Moonshine～月あかり～
映画『ピアノの森』主題歌

松下奈緒

ズッコケ男道 関ジャニ∞
Jewelry day
松竹配給映画『ラストラブ』主題歌

絢香

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 一本の鉛筆 美空ひばり

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
キッス～帰り道のラブソング～
TBSアニメ「ラブ★コン」エンディングテーマ

テゴマス

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ユー・レイズ・ミー・アップ
ケルティック・ウーマン
Forest of the Piano (simple version)　
篠原敬介　映画『ピアノの森』オリジナル・サウンドトラックより
友達の詩 中村 中

スペシャル・プレゼンツ

2007年8月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

2007年9月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2007年12月号

スペシャル・プレゼンツ

2007年11月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

2007年10月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2008年1月号

マンスリーベスト5



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
渡る世間は鬼ばかり
TBSドラマ「渡る世間は鬼ばかり」テーマ曲

羽田健太郎

アイ・ラブ・クラシック おれは鳥刺し～歌劇『魔笛』より W.A.モーツァルト
We can make it!
日本テレビ系水曜ドラマ「バンビ～ノ!」主題歌

嵐

孤独のカケラ
TBS系ドラマ「孤独の賭け～愛しき人よ～」主題歌

アンジェラ・アキ

愛しのナポリタン
日本テレビ系土曜ドラマ「喰いタン2」主題歌

トリオ・ザ・シャキーン

Water Me
フジテレビ系連続ドラマ「わたしたちの教科書」主題歌

BONNIE PINK

My Generation
ABC TV朝日系ドラマ「生徒諸君!」主題歌

YUI

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 負けないで ZARD
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ グラスホッパー物語　NHK「みんなのうた」より
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ロッキーのテーマ

おなら体操 歌:上野樹里
クレメンタインII_トゥ・マイ・リトル・ガール II　
韓国ドラマ「春のワルツ」より

イルマ

君に……　
木曜ミステリー「その男、副署長-京都河原町署事件ファイル-」主題歌

川嶋あい

アイ・ラブ・クラシック おもちゃの兵隊の行進 L.イエッセル
彩り Mr.Children
BRAND NEW SONG
アサヒ飲料十六茶CMソング

KinKi Kids

しおり
「三ツ矢サイダー」CMソング

Aqua Timez

明日晴れるかな
フジテレビ系月曜9時ドラマ「プロポーズ大作戦」主題歌

桑田 佳祐

星をめざして
映画『ハッピーフィート』日本語吹替え版イメージソング

NEWS

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 花 中 孝介
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ ゲゲゲの鬼太郎

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
パイレーツ・オブ・カリビアン・メドレー
彼こそが海賊～ジャック・スパロウ
HOME-piano version-(弾き語り) アンジェラ・アキ
渚のアデリーヌ リチャード・クレイダーマン
プリごろ太のテーマ(プリごろ太マーチ)
CD「のだめオーケストラ STORY!」より
FLOWER-M
韓国ドラマ「春のワルツ」主題歌

アイ・ラブ・クラシック シェエラザード リムスキー=コルサコフ
蕾
CX系列月曜9時ドラマ「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」主題歌

コブクロ

サクラ色
ソニー「サイバーショット Tシリーズ」CMソング

アンジェラ・アキ

素直なまま
ドコモ春のキャンペーンTVCMタイアップソング

中島美嘉

モザイクカケラ
MBS/TBS系アニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ」1～3月クール エンディン
グ テーマ

SunSet Swish

WINDING ROAD
日産キューブCMソング

絢香×コブクロ

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 ねむの木の子守歌
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ 千の風になって
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 しるし Mr.Children

美しい人
資生堂「エリクシールシュペリエル」テレビCMソング

平井 堅

ロンドンデリーの歌
風林火山メイン・テーマ
NHK大河ドラマ「風林火山」オリジナル・サウンドトラックより

千住 明

アイ・ラブ・クラシック
組曲『くるみ割り人形』より
・行進曲
・こんぺい糖の踊り

P.I.チャイコフスキー

Flavor Of Life
TBS系金曜ドラマ「花より男子2」イメージソング

宇多田ヒカル

君の好きなとこ
日本テレビドラマ「演歌の女王」主題歌

平井 堅

Love so sweet
TBS系金曜ドラマ「花より男子2」主題歌

嵐

CHE.R.RY
au「LISMO!」CMソング

YUI

CHU-LIP
TBS系ドラマ「きらきら研修医」主題歌

大塚 愛

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 千の風になって(UKオリジナル・ヴァージョン) キャサリン・ジェンキンス
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ 旅立ちの日に
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 千の風になって 秋川雅史

交響曲第3番「英雄」第1楽章 ピアノ版
CD『「のだめオーケストラ」STORY!』より

L..v.ベートーヴェン

メインテーマ・オブ・華麗なる一族
～For TV Edition～
TBS日曜劇場「華麗なる一族」オリジナル・サウンドトラックより

服部隆之

デスペラード(ならず者) イーグルス
アイ・ラブ・クラシック チャルダッシュ V.モンティ

哀歌（エレジー）
東宝映画『愛の流刑地』主題歌

平井 堅

フェイク
全国東宝系ロードショー映画『どろろ』主題歌

Mr.Children

My Love
フジテレビ系「あいのり」主題歌

川嶋あい

見えない星
日本テレビ系水曜ドラマ「ハケンの品格」主題歌

中島美嘉

うるわしきひと
「アクエリアス　ビタミンガード」CMソング

いきものがかり

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 今日の日はさようなら
ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ 巣立ちの歌

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
卒業J-POPメドレー （宙船～三日月～しるし～タイヨウのうた～ボクノート～あり
がとう）
交響曲第7番 第１楽章 ピアノ版
CD「のだめオーケストラLIVE！」より

L.v.ベートーヴェン

千の風になって 秋川雅史
Together
認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを日本委員会」公式チャリティー曲

外川陽子

アイ・ラブ・クラシック ヴァイオリン協奏曲 第１楽章より F.メンデルスゾーン
On&On
映画『犬神家の一族』イメージソング

アンジェラ・アキ

Winter Love
music.jp TV-CFソング/日本テレビ全国ネット「恋愛部活」エンディング・テーマ

BoA

運命
映画『大奥』主題歌

倖田來未

Rolling Star
テレビ東京系全国NET「BLEACH」オープニング・テーマ曲

YUI

きっと永遠に
映画『僕は妹に恋をする』エンディング・テーマ

Crystal Kay

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 くるみ Mr.Children

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
シャングリラ
CX系アニメ「働きマン」エンディング・テーマ

チャットモンチー

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
交響曲第7番 イ長調 第1楽章より
フジテレビ系ドラマ「のだめカンタービレ」オープニング曲

L.v.ベートーヴェン

Merry Christmas Mr.Lawrence
映画『戦場のメリークリスマス』オリジナル・サウンドトラックより

坂本龍一

さよならありがと
ミサワホーム「CENTURY」CMソング

一青 窈

炎上～涙夜～別離～恋心
映画『大奥』オリジナル・サウンドトラックより

石田勝範

スペシャル・プレゼンツ

2007年3月号

2007年2月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2007年4月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

2007年5月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2007年7月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

2007年6月号

スペシャル・プレゼンツ
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アイ・ラブ・クラシック
オーボエ協奏曲 ハ長調 第1楽章より
フジテレビ系ドラマ「のだめカンタービレ」劇中曲

W.A.モーツァルト

僕らの街で
日本テレビ系土曜ドラマ「たったひとつの恋」主題歌

KAT-TUN

アカツキの詩(うた) スキマスイッチ
涙のふるさと
LOTTE airs[エアーズ] CMタイアップ楽曲

BUMP OF CHICKEN

ボクラノLove Story WaT
Truth
全国東宝系映画『NANA2』劇中歌

REIRA starring YUNA ITO

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 あなたへと続く道 コブクロ

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
流星ミラクル
MBS・TBS系全国ネット「天保異聞 妖奇士(あやかしあやし)」第一期オープニン
グテーマ

いきものがかり

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ラプソディ・イン・ブルー
フジテレビ系ドラマ「のだめカンタービレ」エンディングテーマ

G.ガーシュウィン

心のままに
日本テレビ系水曜ドラマ「14才の母～愛するために 生まれてきた」オリジナル・
サウンドトラックより

沢田 完

2台のピアノのためのソナタ ニ長調K.448
フジテレビ系ドラマ「のだめカンタービレ」劇中曲

W.A.モーツァルト

アイ・ラブ・クラシック ラデツキー行進曲 J.シュトラウスI世
しるし
日本テレビ系 水曜ドラマ「14才の母」主題歌

Mr.Children

セーラー服と機関銃
TBS系金曜ドラマ「セーラー服と機関銃」主題歌

星 泉

Winding Road
MBS・TBS系全国ネット「天保異聞 妖奇士(あやかしあやし)」第一期エンディン
グ・テーマ

ポルノグラフィティ

Ready Go!
TBS「2006世界バレー」オフィシャル・テーマソング

WaT

I remember you YUI
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 オネスティ ビリー・ジョエル

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
クリスマス・メドレー
（きよしこの夜～もろびとこぞりて～サンタが街にやってくる～クリスマスソング）

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 そりすべり ルロイ・アンダーソン
瞳
花王ハミングCMソング

aiko

Welcome to Dongmakgol
映画『トンマッコルへようこそ』オリジナル・サウンドトラックより

久石 譲

クロアチアン・ラプソディ マキシム

アイ・ラブ・クラシック
交響曲第7番 第1楽章より
ドラマ「のだめカンタービレ」オープニング曲

L.v.ベートーヴェン

恋愛写真
映画『ただ、君を愛してる』主題歌
東芝携帯電話W45T(au)TVCMソング

大塚 愛

ありがとう
関西テレビ・フジテレビ系
火曜22時ドラマ「僕の歩く道」主題歌

SMAP

タイヨウのうた
TBS系金曜ドラマ「タイヨウのうた」劇中歌

Kaoru Amane

三日月
au「LISMO」CMソング
NHK総合テレビ 報道情報番組
「つながるテレビ@ヒューマン」テーマソング

絢香ayaka

夢のうた
テレビ朝日系木曜ドラマ
「だめんず・うぉ～か～」主題歌

倖田來未

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 誰もいない海

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
ふがいないや
テレビアニメ「ハチミツとクローバー II」オープニング・テーマ

YUKI

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」第1楽章 L.v.ベートーヴェン
愛してる(弾き語り)
テレビ朝日系ドラマ「ポリスステーション・羅生門」主題歌

風味堂

ラプソディ・イン・ブルー G.ガーシュウィン
埴生の宿 H.ビショップ

アイ・ラブ・クラシック 愛の喜び J.マルティーニ
フィーバーとフューチャー
フジテレビ系 女子バレーボール
ワールドグランプリ2006 イメージソング

GYM

宙船(そらふね)
日本テレビ系土曜ドラマ
「マイ☆ボス マイ☆ヒーロー」主題歌

TOKIO

Hava Rava WaT
SIGNAL
NTT DoCoMo new 9 series CMソング

KAT-TUN

stuck on you 伊藤由奈
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 生まれ来る子供たちのために

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
たらこ・たらこ・たらこ
キューピーあえるパスタソースたらこCM公式ソング

キグルミ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
旅路
映画『ゲド戦記』より

寺嶋民哉

彼こそが海賊
映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』メインテーマ
懐夫歌I
ドラマ「宮廷女官 チャングムの誓い」主題歌
旅立ちの日に… 川嶋あい

アイ・ラブ・クラシック
モンタギュー家とキャピレット家 バレエ音楽
『ロメオとジュリエット』より

S.プロコフィエフ

ハネウマライダー
ポカリスエットCMソング

ポルノグラフィティ

君という名の翼
テレビ朝日系・ABC系ドラマ
「レガッタ」主題歌

コブクロ

ユメクイ
『東京フレンズThe Movie』主題歌
東芝携帯電話W44T(am)TVCMタイアップ

大塚 愛

ガラナ
映画『ラフ』主題歌

スキマスイッチ

Good-bye days
映画『タイヨウのうた』主題歌

YUI for 雨音薫

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 翼をください

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
BRAND NEW WORLD
フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」主題歌

D-51

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 イン・ザ・ムード グレン・ミラー・オーケストラ
to U (piano version) 
TBS系全国「筑紫哲也NEWS23」テーマ曲

Bank Band

ごめんね… ピアニスターHIROSHI、米良美一
きらり
連続テレビ小説「純情きらり」テーマ曲

大島ミチル

アイ・ラブ・クラシック ソルヴェイグの歌 E.H.グリーグ
箒星
TOYOTA「トビラを開けよう」キャンペーンCMソング

Mr.Children

Real voice
フジテレビ系TVドラマ「サプリ」主題歌

絢香 ayaka

終わりと始まり～主題歌「時の歌」
スタジオジブリ 新作 『ゲド戦記』
オリジナル・サウンドトラックより

手嶌葵

魔法のコトバ
映画『ハチミツとクローバー』主題歌

スピッツ

雲は白リンゴは赤 aiko
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 少年時代 井上陽水

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
決意の朝に
映画『ブレイブ ストーリー』主題歌

Aqua Timez

スペシャル・プレゼンツ
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2006年8月号

2006年9月号
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Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ラジオ体操第2 團 伊玖磨

バッド・デイ～ついてない日の応援歌
フジテレビ系ドラマ「アテンションプリーズ」主題歌

ダニエル・パウター

Aesthetic
フジテレビ系ドラマ「医龍 Team Medical Dragon」
オリジナル・サウンドトラックより

関山藍果

LIMIT OF LOVE
映画『LIMIT OF LOVE 海猿』オリジナル・サウンドトラックより

佐藤直紀

アイ・ラブ・クラシック クラリネット協奏曲 K.622 第1楽章より W.A.モーツァルト
バイマイメロディ 
「au by KDDI LISMO Music Store」
TV-CMタイアップ曲

平井 堅

チャンピオーネ 
NHKサッカー ドイツ大会放送テーマソング

ORANGE RANGE

抱いてセニョリータ
TBS系　金曜ドラマ「クロサギ」主題歌

山下智久

This Love
MBS・TBS系アニメ「BLOOD＋」エンディングテーマ

アンジェラ・アキ

大阪ロマネスク 関ジャニ∞（エイト）
小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 空も飛べるはず スピッツ

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
テルーの唄
スタジオジブリ 新作 映画『ゲド戦記』挿入歌

手嶌 葵

OH PRETTY WOMAN
フジテレビ系ドラマ「アテンションプリーズ」主題歌

木村カエラ

明日は来るから
フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」エンディング・テーマ

東方神起

Antique Mystic
「トリック」オリジナル・サウンドトラックより

辻 陽

アイ・ラブ・クラシック 歌劇『アイーダ』より「凱旋行進曲」 G．ヴェルディ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
月刊ピアノ10周年記念ヒットメドレー
青春アミーゴ-アゲハ蝶-マツケンサンバ-桜坂 他
Dear Woman 
資生堂TSUBAKI CMメッセージソング

SMAP

GLORIA  KAT-TUN
旅人 ケツメイシ
恋のつぼみ
関西テレビ・フジテレビ系火曜22時ドラマ
「ブスの瞳に恋してる」主題歌

倖田來未

Precious
映画『LIMIT OF LOVE 海猿』主題歌

伊藤由奈

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 世界でいちばん頑張ってる君に HARCO
PRECIOUS ONE KAT-TUN
この素晴らしき世界 ルイ・アームストロング

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 Still Crazy For You クレイジーキャッツ&YUMING

ひとりで？みんなで！たのしく連弾

コープスブライド・メドレー
メイン・タイトル
～ピアノ・デュエット～ボウル＆ソケット・ラウンジ・ミュージック
映画『コープスブライド』より

アイ・ラブ・クラシック クシコスポスト H・ネッケ
Real Face  KAT-TUN
フレンジャー
(東芝携帯電話 MUSIC-HDDW41 TVCMタイアップソング/日本テレビ系 うるぐす 
テーマソング）

大塚愛

azure moon Every Little Thing
Someday 倖田來未
Believe
（フジテレビ系ドラマ「医龍 Team Medical Dragon」主題歌）

AI

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 等身大のラブソング Aqua Timez
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 旅立ちの日に
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ピアノ協奏曲 第2番 第1楽章 ラフマニノフ
アイラブクラシック 歌劇『蝶々夫人』より「ある晴れた日に」 G.プッチーニ

TOKYO YUI
ユー・レイズ・ミー・アップ ケルティック・ウーマン

生きてこそ
（テレビ東京系「甲虫王者ムシキング～森の民の伝説～」オープニングテーマ） Kiroro
Keep Tryin'
(LISMO! au LISTEN MOBILE SERVICE TVCM タイアップソング）

宇多田ヒカル

太陽の下
(映画『子ぎつねヘレン』主題歌）

レミオロメン

I believe
（TBSドラマ日曜劇場「輪舞曲-ロンド-」主題歌）

絢香 ayaka

Venus
(ケータイ音楽配信サイト「ミュゥモ」TV-CFソング）

タッキー＆翼

ボクノート
（『映画ドラえもん のび太の恐竜2006』）

スキマスイッチ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 卒業TIME WaT
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 春よ、来い 松任谷由実

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
THE 有頂天ホテル Main Title
（映画『THE 有頂天ホテル』オリジナル・サウンドトラックより） 本間勇輔

アイラブクラシック 歌劇『トゥーランドット』より 「誰も寝てはならぬ」 G.プッチーニ
恋つぼみ(弾き語り）
（NHK「みんなのうた 」） 奥華子
交響詩「希望」Symphonic Poem "Hope"
（「FINAL FANTASY X II」メインタイトル） 葉加瀬太郎
Kiss Me Good-Bye
（「FINAL FANTASY X II」挿入歌） アンジェラ・アキ
粉雪
(フジテレビ系ドラマ「1リットルの涙」挿入歌）

レミオロメン

5センチ。 WaT
カルマ
（ナムコプレイステーション2用ソフト「テイルズ・オブ・ジ・アビス」テーマソング）

BUMP OF CHICKEN

Mr.Traveling Man
(TBS系金曜ドラマ「夜王-YAOH-」主題歌）

TOKIO

影
（TBS系ドラマ・木曜21時「白夜行」主題歌）

柴咲コウ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
カラフル
（TBS系金曜ドラマ「ドラゴン桜」挿入歌） 山下智久

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 桜 コブクロ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
卒業J-POPメドレー
3月9日～桜～プラネタリウム～青春アミーゴ

アイラブクラシック 協奏曲『四季』「春」より A.ヴィヴァルディ
卒業の日 サスケ
旅立ちの日に
明日を信じて
（映画『子ぎつねヘレン』メインテーマ曲） 西村由紀江
SNOW! SNOW! SNOW! KinKi Kids
僕のキモチ WaT
誓い
（NHK トリノ放送テーマソング）

平原綾香

桜
(フジテレビ系ドラマ「N s'(ナース)あおい」主題歌）

コブクロ

明日を目指して！
（ベネッセコーポレーション進研ゼミキャンペーンソング）

TOKIO

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
マイ☆ラバ
（「BLEACH GC 黄昏にまみえる死神」オープニングテーマ） ユンナ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 虹と雪のバラード トワ・エ・モア
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 アイネ・クライネ・ナハトムジーク W.A. モーツァルト
アイラブクラシック アヴェ・マリア～歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』より間奏曲 P.マスカーニ

グリーン・ウィロ－Pf1
（日本テレビ系土曜ドラマ「野ブタ。をプロデュース」オリジナル・サウンドトラック
より ） 池 頼広
手紙 西村由紀江
1リットルの涙～メイン・テーマ
（フジテレビ系ドラマ「1リットルの涙」オリジナル・サウンドトラックより） 上田 益
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Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
ジョバイロ
（TBS系ドラマ「今夜ひとりのベッドで」主題歌）

ポルノグラフィティ

Triangle SMAP
ただ…逢いたくて
（au x EXILEキャンペーンソング）

EXILE

スター
（映画『あらしのよるに』主題歌）

aiko

遠き日
（映画『私の頭の中の消しゴム』イメージソング）

アンダーグラフ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
粉雪
(フジテレビ系ドラマ「1リットルの涙」挿入歌） レミオロメン

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 絆～キズナ 亀梨和也～ORANGE RANGE

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
平井堅メドレー
POP STAR～大きな古時計～楽園～瞳をとじて

アイラブクラシック ピアノ協奏曲21番ハ長調 K.467 第2楽章より W.A.モーツァルト
Only Human
（フジテレビ系ドラマ「1リットルの涙」主題歌） K
3月9日 レミオロメン
耳をすまして
（「よみきかせおはなし絵本2」テーマ曲） 西村由紀江
Blue Air ～Time Of Love
（TBS系ドラマ日曜劇場「恋の時間」オリジナル・サウンドトラックより） 千住 明
絆
（日本テレビ系 土曜ドラマ「ごくせん」挿入歌）

亀梨和也

青春アミーゴ
（日本テレビ系 土曜ドラマ「野ブタ。をプロデュース」主題歌）

修二と彰

超特急
（フジテレビ系月曜夜11時放送「恋愛観察バラエティー あいのり」主題歌）

ゆず

POP STAR
（フジテレビ系全国ネット月曜夜9時ドラマ「危険なアネキ」主題歌）

平井 堅

WISH
（TBS系ドラマ・金曜22時「花より男子」主題歌）

ARASHI

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
あの鐘を鳴らすのはあなた
(ジョージアTVCMソング） サンボマスター

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 木蘭の涙 スターダスト・レビュー

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ゴスペル・クリスマス・メドレー
あら野のはてに～牧人ひつじを～聖しこの夜

アイラブクラシック バレエ組曲『くるみ割り人形』より「花のワルツ」 P.I.チャイコフスキー
桜 コブクロ
いつかのメリークリスマス B'z
夜の詩　第2番～ピアノ編～
（NHK大河ドラマ「義経」オリジナル・サウンドトラックより） 岩代太郎
PECORI NIGHT
（カリフォルニア州政府公認カリフォルニアイメージソング、フジテレビ「お台場冒
険王2005」テーマソング）

Gorie with Jasmine & Joann

プラネタリウム
（TBS系金曜ドラマ「花より男子」イメージソング）

大塚 愛

HEAVEN
（映画『SHINOBI』主題歌）

浜崎あゆみ

桜援歌（Oh!ENKA）
（NHK教育TV・アニメ「忍たま乱太郎」エンディングテーマ）

関ジャニ∞(エイト)

かざぐるま
（全国東宝系映画『蝉しぐれ』イメージソング）

一青 窈

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
その手で夢をつかみとれ！
(世界柔道2005応援ソング） くず

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 晩夏（ひとりの季節） 荒井由実
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 島唄 THE BOOM
アイラブクラシック 交響曲第1番ハ短調 作品68 第4楽章より J.ブラームス

Shining Boy & Little Randy
（全国東宝洋画系ロードショー『星になった少年』テーマ） 坂本龍一
いのちの名前
（『戦後60年特別企画「ヒロシマ」』（BBC・TBS共同制作）テーマ曲） 平原綾香　with 久石 譲
洗脳
（日本テレビ系土曜ドラマ「女王の教室」オリジナル・サウンドトラックより） 池 頼広
GLAMOROUS SKY
（全国東宝系映画『NANA』主題歌）

NANA starring MIKA NAKASHIMA

EXIT
（日本テレビ系土曜ドラマ「女王の教室」主題歌）

EXILE

キズナ
（TBS系日曜劇場「いま、会いにゆきます」主題歌）

ORANGE RANGE

ENDLESS STORY
（全国東宝系映画『NANA』劇中歌）

REIRA starring YUNA ITO

プラネタリウム BUMP OF CHICKEN

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
タッチ
(全国東宝洋画系ロードショー『タッチ』挿入歌） ユンナ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 赤とんぼ 山田耕筰

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
帝国のマーチ（ダース・ベイダーのテーマ）
（映画『スター・ウォーズ・エピソードV　帝国の逆襲』より）

アイラブクラシック オーボエ協奏曲 ハ長調 第1楽章より W.A.モーツァルト
手紙
（TBS系 日曜劇場「いま、会いにゆきます」オリジナル・サウンドトラックより） 妹尾武
・・・ありがとう．．．
（映画『 後の言葉』主題歌） 川嶋あい
ねがいごと（Piano Version) Rie fu
Link
（『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』オープニングテーマ、ポケメロ
JOYSOUND CMソング）

L'Arc～en～Ciel

世界はそれを愛と呼ぶんだぜ
（フジテレビ系連続ドラマ「電車男」主題歌）

サンボマスター

vestige -ヴェスティージ-
（MBS・TBS系全国ネット「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」テーマソング）

T.M.Revolution

OCEAN
（フジテレビ系毎週火曜夜9時「海猿」主題歌）

B'z

BANG ! BANG ! バカンス!
（テレビ朝日「世界水泳 モントリオール2005」応援テーマ曲）

SMAP

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
evergreen
(CBC製作／TBS系全国ネット ドラマ30「新キッズ・ウォー」主題歌）

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 and I love you Mr.Children

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ホール・ニュー・ワールド
（東京ディスニーシー(R)「アラジンのホールニューワールド」 より

アイラブクラシック バイオリン協奏曲ホ短調第1楽章より F.メンデルスゾーン
永遠の夏 サスケ
雨待ち風
（カルビー夏ポテト TV-CFソング） スキマスイッチ
帝国のマーチ（ダース・ベイダーのテーマ）
（映画『スター・ウォーズ エピソードV 帝国の逆襲』より）
お願い！セニョリータ
（大塚ベバレジ株式会社 微炭酸ビタミン飲料「MATCH」CMソング）

ORANGE RANGE

ここにしか咲かない花
（日本テレビ系土曜ドラマ「瑠璃の島」主題歌）

コブクロ

未来
（ポカリスエットCMソング）

Mr.Children

ネコに風船 大塚 愛
LOST HEAVEN
（劇場版『鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』エンディングテーマ）

L'Arc～en～Ciel

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
ほうき星
(テレビ東京系アニメーション「BLEACH」エンディングテーマ） ユンナ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 おひさまのたね 西島三重子
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 イパネマの娘 アントニオ・カルロス・ジョビン
アイラブクラシック バレエ『コッペリア』より「ワルツ」 L.ドリーブ

流星雨
（台湾ドラマ「流星雨」テーマソング） F4
ディスニークラシックメドレー
星に願いを～夢はひそかに～きらめく昼下がり
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Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
Thanks -piano version -
（NHK連続テレビ小説「ファイト」オリジナルサウンドトラックより 榊原大
ラヴ・パレード
（全国東宝系映画『電車男』主題歌）

ORANGE RANGE

春の歌
（AQUARIUS　新キャンペーンソング）

スピッツ

アイ・キャン・シー・クリアリー・ナウ
（フジテレビ系ドラマ「エンジン」エンディングテーマ）

ジミー・クリフ

Eternally
（全国東映系映画『四日間の奇蹟』主題歌）

平原綾香

ビロードの闇 KinKi Kids

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
ループ
(NHKアニメーション「ツバサ・クロニクル」エンディングテーマ） 坂本真綾

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
ここにしか咲かない花
（日本テレビ系土曜ドラマ「瑠璃の島」主題歌） コブクロ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 シスター～黄昏ロマンス～東京ランドスケープ～ネオメロドラマティック メドレー
（アルバム『THUMPx』より） ポルノグラフィティ

アイラブクラシック 『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』より第2楽章「ロマンス」 W.A.モーツァルト
後の祈り

（全国東映系映画『四日間の奇蹟』オリジナル・サウンドトラックより） 加羽沢美濃
故郷 本田竹広
「恋におちたら」メインテーマ～感動バージョン
（フジテレビ系ドラマ「恋におちたら～僕の成功の秘密～」オリジナル・サウンドト
ラックより） 佐橋俊彦
SMILY
（ライオン「Banパウダースプレー」CMソング）

大塚 愛

ROLL
（C1000タケダ　ビタミンレモンCMソング）

ポルノグラフィティ

恋におちたら
（フジテレビ系ドラマ「恋におちたら～僕の成功の秘密～」主題歌）

Crystal Kay

きらめきの彼方へ
（第36回 春の高校バレーイメージソング、ニベア花王8×4パウダースプレーCM
ソング）

NEWS

抱きしめたい
（コーセーコスメポートSalonStyle「髪からはじまる物語」三部作 CF & 主題歌）

K

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
アタックNo.1 2005
(テレビ朝日系ドラマ「アタックNo.１」オープニングテーマ） 福田沙紀

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
うれしいこと。
（ボシュロム　レニューマルチプラスCMソング） 一青 窈

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ボレロ
（タケダ新アリナミンA「新Aボレロ朝篇」「新Aボレロ夜篇」CM曲） M.J.ラヴェル

アイラブクラシック
歌劇『カルメン』第2幕「闘牛士の歌」より
（本田技研工業「アコード」Super Stability篇 CMソング） G.ビゼー

愛
（キヤノン　デジタルビデオカメラ　TV-CMイメージソング） navy & ivory
ガラスの部屋 ペピーノ・ガリアルディ
サンタが町にやってくる
（全国東宝邦画系映画『交渉人 真下正義』テーマ曲） THE JACKSON 5
＊～アスタリスク～
（テレビ東京系アニメ「BLEACH」オープニングテーマ）

ORANGE RANGE

ツバサ
チェリッシュ
（TBC Good News キャンペーンソング）

NEWS

影踏み
（JRA2005年イメージソング）

一青 窈

キミのとなりで
（au by KDDI CMソング）

BoA

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
大丈夫
(ベネッセコーポレーション 進研ゼミ キャンペーンソング） ウルフルズ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 大阪レイニーブルース 関ジャニ∞（エイト）

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
コール・ポーター作品 メドレー
夜も昼も～ソー・イン・ラブ～ビギン・ザ・ビギン
（映画『五線譜のラブレター』オリジナル・サウンドトラックより）

アイラブクラシック ピアノ協奏曲第5番「皇帝」第3楽章より L.v.ベートーヴェン
ひまわり
（「骨髄バンク」CM曲） 中川俊郎
絶望と希望
（Play Station2対応ソフト「Shining Force NEO」（SEGA）主題歌） 川嶋あい
ベンのテーマ
（TBS系ドラマ日曜劇場「あいくるしい」主題歌） マイケル・ジャクソン
セイ・ホワット・ユー・ウィル
（「愛知万博」オフィシャル・コンピレーション・アルバムより）

エリック・クラプトン

over…
（TBS系ドラマ「H2 ～君といた日々」主題歌）

K

ネオメロドラマティック
（ダイハツMOVEカスタムCMソング）

ポルノグラフィティ

未来の地図
（フジテレビ系バラエティ番組「あいのり」主題歌）

Mi

Life Goes On
（MBS・TBS系アニメーション「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディング
テーマ）

有坂美香

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
ラヴァーズ・コンチェルト
(フジテレビ系ドラマ全国ネット「不機嫌なジーン」劇中歌） サラ・ヴォーン

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 ツバサ アンダーグラフ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
OVERTURE
（映画『オペラ座の怪人』オリジナル・サウンドトラックより） アンドリュー・ロイド＝ウェバー

アイラブクラシック
モーツァルトの子守歌
（2005年春公開映画『ローレライ』主題歌） ヘイリー
Oriental Wind
（サントリー緑茶「伊右衛門」CFソング） 久石 譲
Road Of Gokusen -returns version-
（日本テレビ系土曜ドラマ「ごくせん」オリジナル・サウンドトラックより） 大島ミチル
雨の遊園地 サスケ
桜色舞うころ 中島美嘉
NO MORE CRY
（日本テレビ系土曜ドラマ「ごくせん」主題歌）

D-51

色恋粉雪
（TBS系「恋するハニカミ」挿入歌）

柴咲コウ

月光花
（よみうりテレビ・日本テレビ系アニメ「ブラック・ジャック」オープニングテーマ）

Janne Da Arc

ファンタスティポ
（堂本 剛・国分太一主演 J Storm Movie 第4弾「ファンタスティポ」主題歌）

トラジ・ハイジ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
人生のメリーゴーランド
(宮崎 駿監督作品 『ハウルの動く城』オリジナル・サウンドトラックより） 久石 譲

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 未来へ Kiroro

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
卒業J-POPメドレー
花～かたちあるもの～マツケンサンバ II～栄光の架橋～青いベンチ～瞳をとじ
て

アイラブクラシック ディヴェルティメント K.136 第1楽章 W.A.モーツァルト
Spring
（Benesse「進研ゼミ」CFソング） 久石 譲
明日
（フジテレビ系連続ドラマ「優しい時間」オリジナル・サウンドトラックより） アンドレ・ギャニオン

後の森へ…
（東宝系全国ロードショー『いま、会いにゆきます』オリジナル・サウンドトラックよ
り） 松谷 卓
以心電信
（au by KDDI「au音楽配信／君だけのライブ」篇 CMソング）

ORANGE RANGE

Anniversary KinKi Kids
黄昏ロマンス
（日本テレビ系ドラマ「一番大切な人は誰ですか？」主題歌）

ポルノグラフィティ

ミモザ
（TOYOTA“Isis（アイシス）”CMソング）

ゴスペラーズ
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Kiss
（NTTDoCoMo「Music PORTER」CMソング）

Crystal Kay

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ

チキンライス
(フジテレビ系「HEY! HEY! HEY! MUSIC CHAMP」エンディングテーマ/フジテレビ
冬イベント HOT FANTASY ODAIBA イメージソング/着信メロディ＆着と～く イロ
メロミックスタイアップX'masソング） 浜田雅功と槇原敬之

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 糸 Bank Band

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
「大奥 第一章」よりメドレー
炎上～華のワルツ～対決～炎上
（フジテレビ系ドラマ「大奥 第一章」オリジナル・サウンドトラックより） 石田勝範

アイラブクラシック 交響曲第9番「新世界より」より第4楽章 A.ドヴォルザーク
センチメンタル 平井 堅
BELIEVE
（NHK「生きもの地球紀行」イメージ・ソング） 杉本竜一
オペラ座の怪人 アンドリュー・ロイド・ウェバー
永遠にともに コブクロ

正夢
（富士フィルム 企業CMイメージソング、フジテレビ系ドラマ「めだか」主題歌）

スピッツ

RED×BLUE
（大塚製薬「ポカリスエット」CM曲）

福山雅治

恋文
（ノーベル製菓「はちみつきんかんのど飴」TVCMソング）

Every Little Thing

自分のために
（日本テレビ系土曜ドラマ「ナースマンがゆく」主題歌）

TOKIO

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
リライト
(MBS・TBS系全国ネット「鋼の錬金術師」オープニングテーマ） ASIAN KUNG-FU GENERATION

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
あなたが好きで
（TBS系ドラマ日曜劇場「夫婦。」主題歌） 森山良子

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
映画『ハウルの動く城』メドレー
人生のメリーゴーランド～引越し～世界の約束
（宮崎 駿監督作品 『ハウルの動く城』オリジナル・サウンドトラックより） 久石 譲

アイラブクラシック 弦楽四重奏曲第17番へ長調より第2楽章「セレナーデ」 F.J.ハイドン
Asience - fast piano
（花王「ASIENCE」CM曲ピアノ・バージョン） 坂本龍一

後のKiss 宮本駿一
THE CAPE OF STORMS - piano ver.-
（映画『下弦の月 ～ラスト・クォーター』オリジナル・サウンドトラックより） HYDE
花
（全国東宝系ロードショー『いま、会いにゆきます』主題歌）

ORANGE RANGE

ignitedーイグナイテッドー
（MBS・TBS系全国ネット「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」オープニングテー
マ）

T.M.Revolution

シスター ポルノグラフィティ
Last Christmas
（全国フジテレビ系列月9ドラマ「ラストクリスマス」オープニングタイトル曲）

Yuji Oda with Butch Walker

世界の約束
（宮崎駿監督作品映画『ハウルの動く城』主題歌）

倍賞千恵子

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
黒毛和牛上塩タン焼735円
(読売テレビ・日本テレビ系アニメ「ブラック・ジャック」エンディングテーマ） 大塚 愛

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 永遠にともに コブクロ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 シング・シング・シング
（全国東宝洋画系ロードショー『SWING GIRLS』オリジナル・サウンドトラックより） スウィングガールズ

アイラブクラシック
ピアノ協奏曲第1番Op-11 ホ短調 第2楽章
（ドラマ「天国の階段」オリジナル・サウンドトラックより） F.F.ショパン
人生のメリーゴーランド
（宮崎駿監督作品映画『ハウルの動く城』オリジナル・サウンドトラックより） 久石 譲
言葉にできない
（明治安田生命CM曲、平成16年度文化庁芸術祭参加 日本テレビ系秋のドラマ
スペシャル「たったひとつのたからもの」主題歌） 小田和正
青いベンチ サスケ
思いがかさなるその前に…
（TOYOTA「COROLLA FIELDER」CM SONG）

平井 堅

LEGEND（Original）
（SONY「MD Walkman」TVCF曲）

中島美嘉

大好きだよ。
（NHK総合 23時連続ドラマ 主題歌）

大塚 愛

CAROLS
（Panasonicデジタルカメラ LUMIX TV-CFソング）

浜崎あゆみ

君がくれた日
（TBS 愛の劇場「すずがくれた音」主題歌）

ナチュラル ハイ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ Mickey（Hawaii version） Gorie with Jasmine and Joann
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 どんなときも。 槇原敬之
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ラスト・クリスマス ワム！
アイラブクラシック 歌劇『泥棒かささぎ』より序曲 G.ロッシーニ

あなたの後ろで
（NHK総合 ドラマ「美しき日々 ～Beautiful Days～」主題歌） scat：ZERO
宝石
（映画『誰も知らない』挿入歌） タテタカコ
てがみ HY
瞳の中のGalaxy
（テレビ朝日系木曜ドラマ「南くんの恋人」主題歌）

嵐

時の舟
（TBS系 日曜劇場「逃亡者」主題歌）

松たか子

キミと僕
（テレビ東京系アニメ「SDガンダムフォース」エンディングテーマ）

I WiSH

My Memory
（NHK総合 ドラマ「冬のソナタ」挿入歌）

Ryu

マツケンサンバ II 松平 健

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
朧月夜～祈り 
（爽健美茶 CFソング）

中島美嘉

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 想い出がいっぱい ビリケン

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
彼こそが海賊 クラウス・バデルト
（映画『パイレーツ・オブ・カリビアン／呪われた海賊たち』オリジナル・サウンドト
ラックより）

アイラブクラシック トロイメライ R.A.シューマン
奏 スキマスイッチ
朔と亜紀
（TBS系金曜ドラマ「世界の中心で、愛をさけぶ」オリジナル・サウンドトラックよ
り） 河野 伸
君が想い出になる前に
（関西テレビ・フジテレビ系ドラマ「君が想い出になる前に」オリジナル・サウンドト
ラックより） 西村由紀江
栄光の架橋
（NHKアテネ放送テーマソング）

ゆず

かたち あるもの
（TBS系金曜ドラマ「世界の中心で、愛をさけぶ」主題歌）

柴咲コウ

ロコローション
（大塚ベバレジ 微炭酸ビタミン飲料「MATCH」CMソング）

ORANGE RANGE

虹 ～もうひとつの夏～
（フジテレビ系全国ネット「WATER BOYS2」主題歌）

福山雅治

金魚花火 大塚 愛

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
「冬のソナタ」メドレー
はじめから今まで～My Memory～Moment
（NHK総合 ドラマ「冬のソナタ」より）

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 番場の忠太郎 氷川きよし

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ドラマ「WATER BOYS 2」メドレー
モウイチドBOM-BA-YE!!～ 夏の想い出～シンクロ☆REMEMBER
（フジテレビ系ドラマ「WATER BOYS 2」TVオリジナル・サウンドトラックより）

アイラブクラシック 歌劇「ウィリアム・テル」より序曲 G.ロッシーニ
Mika's Song （piano ver.）
（フジテレビ系月曜夜9時連続ドラマ「東京湾景～Destiny of Love～」オリジナ
ル・サウンドトラックより） イルマ
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Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
今が人生 ～飛翔編～
（フジテレビ系アテネ2004“応援歌”） 森山直太朗
A Place In The Sun
（フジテレビ系木曜夜10時ドラマ「人間の証明」主題歌） Kyogo Kawaguchi
mirage in blue
（資生堂「SEA BREEZE」CMソング）

CHEMISTRY

キミはともだち
（全国フジテレビ系火曜夜9時ドラマ「ワンダフルライフ」主題歌）

平井堅

Happy Days
（森永製菓ICE BOX TV-CFソング&日本テレビ系「高校生クイズ2004」テーマソ
ング）

大塚愛

涙 ケツメイシ
名前のない空を見上げて
（NHK連続テレビ小説「天花」主題歌）

MISIA

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
タッチ
（アニメ「タッチ」主題歌） 岩崎良美

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 手のひらを太陽に
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 クシコス・ポスト H.ネッケ
アイラブクラシック 水上の音楽 G.F.ヘンデル

ハリー・ポッター・メドレー
ルーモス！（ヘドウィグのテーマ）～ダブル・トラブル～バックビークの飛行
（映画『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』オリジナル・サウンドトラックより）
初めて
（NHK総合 ドラマ「冬のソナタ」挿入曲） イ・ジス
初めて出逢った日のように
（NHK BS-2ドラマ「オールイン 運命の愛」主題歌） パク・ヨンハ
君さえいれば
（CX系月曜21時連続ドラマ「東京湾景」主題歌） Weather Forecast
希望～Yell～
（TBS系・フジテレビ系「バレーボール世界 終予選」イメージソング）

NEWS

Sign
（TBS系 日曜劇場「オレンジデイズ」主題歌）

Mr.Children

火の鳥
（NHK総合・NHK BSハイビジョンアニメーション「火の鳥」エンディングテーマ）

中島美嘉

万華鏡キラキラ
（日本テレビ系全国ネットドラマ「光とともに･･･ ～自閉症児を抱えて～」主題歌）

RYTHEM

君といる時間の中で
（TOYOTA WISH CMソング）

平原綾香

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
Motherland
（MBS・TBS系全国ネット「鋼の錬金術師」エンディングテーマ） Crystal Kay

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 やつらの足音のバラード スガシカオ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
悲愴～PHOENIX～
（NHK総合・NHK BSハイビジョンアニメーション「火の鳥」オリジナル・サウンドト
ラックより）

アイラブクラシック ヴォカリーズ OP.34-14 S.V.ラフマニノフ
デスペラード
（映画『ホテルビーナス』オリジナル・サウンドトラックより） KOKIA
愛し君へ
（フジテレビ系ドラマ4月クール月曜21時O.A.「愛し君へ」挿入歌） 森山直太朗
夢を超えて
（NHK総合 ドラマ「冬のソナタ」挿入曲）
PADDLE
（NTT DoCoMo group タイアップソング）

Mr.Children

瞳をとじて
（全国東宝系ロードショー 映画『世界の中心で、愛をさけぶ』主題歌）

平井 堅

Carry On
（大塚製薬「アミノバリュー」CMソング）

EXILE

さくらんぼ
（TBS系テレビ「U-CDTV」2003年12月度オープニングテーマ
フジテレビ系「めちゃ2イケてるッ！」エンディングテーマ）

大塚 愛

生きとし生ける物へ
（フジテレビ系ドラマ「愛し君へ」主題歌）

森山直太朗

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
全てが僕の力になる！
（フジテレビ系「2003年世界柔道」イメージソング/フジテレビ系「水10! ワンナイ
R&R」"おむこさん"テーマソング） くず

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 タガタメ Mr.Children
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 Jupiter 平原綾香

アイラブクラシック
アヴェ・マリア from the movie
（全国東宝系ロードショー 映画『世界の中心で、愛をさけぶ』オリジナル・サウン
ドトラック＆イメージアルバムより）
エンニオ・モリコーネメドレー
愛を奏でて～ニュー・シネマ・パラダイス～愛のテーマ
誰かの願いが叶うころ
（映画『CASSHERN』テーマソング） 宇多田ヒカル
I
（NHK総合 ドラマ「冬のソナタ」挿入曲） イルマ
GLORIA ～希望の光～
（日本テレビ開局50年特別企画「仔犬のワルツ」挿入曲） 千住 明
Wonderful Life
（関西テレビ・フジテレビ系ドラマ「僕と彼女と彼女の生きる道」主題歌）

&G

ありがとうのうた
（TBS系全国ネット「学校へ行こう!」テーマソング、河合塾大学受験科CMソング）

V6

ハナミズキ
（日本テレビ系「火曜サスペンス劇場」主題歌）

一青 窈

イエスタデイ sacra
甘えんぼ
（佐藤製薬 ストナリニＳ 2004年 TVCFイメージソング）

大塚 愛

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
READY STEADY GO
（MBS・TBS系アニメ「鋼の錬金術師」オープニングテーマ） L'Arc～en～Ciel

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 さくらんぼ 大塚 愛

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
はじめから今まで（ 初から今まで）
（NHK総合テレビ ドラマ「冬のソナタ」主題歌） リュウ

アイラブクラシック 野ばら F.シューベルト

「白い巨塔」
（フジテレビ開局45周年記念ドラマ「白い巨塔」オリジナル・サウンドトラックより） 加古隆
宇多田ヒカルメドレー
First Love ～ Can You Keep A Secret? ～ Automatic
彼こそが海賊
（映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』オリジナル・サウンドトラックより）
約束
（NHK BS-2ドラマ「美しき日々」挿入歌） ZERO
Jupiter 平原綾香
ミチシルベ～a road home～
（フジテレビ系ドラマ「ファイアーボーイズ～め組の大吾～」主題歌）

ORANGE RANGE

One Day,One Dream
（よみうりテレビ・日本テレビ系列TVアニメ「犬夜叉」オープニングテーマ）

タッキー＆翼

やさしいキスをして
（TBS系列全国ネット日曜劇場「砂の器」主題歌）

DREAMS COME TRUE

まっ白
（TBS系ドラマ「それは、突然、嵐のように･･･」主題歌）

小田和正

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ AM11:00 HY
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 ハナミズキ 一青 窈

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
女子十二楽坊メドレー
自由～奇跡～輝煌

アイラブクラシック
チェロ協奏曲 ロ短調 RV424
（映画『ラブストーリー』オリジナル・サウンドトラックより） ヴィヴァルディ
千住 明 ピアノ協奏曲「宿命」第1楽章より
（TBS系列全国ネット日曜劇場「砂の器」オリジナル・サウンドトラックより）
12個の季節～4度目の春～ twelve seasons 川嶋あい
ローズ ベット・ミドラー
卒業 ZONE

マンスリーベスト5

2004年7月号

2004年6月号

スペシャル・プレゼンツ

2004年5月号

2004年8月号

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2004年4月号
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掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
スターゲイザー
（フジテレビ系恋愛観察バラエティ「あいのり」主題歌）

スピッツ

ボーン・トゥ・ラヴ・ユー
（フジテレビ系ドラマ「プライド」テーマ曲）

QUEEN

LACK ポルノグラフィティ
Shining Star☆忘れないから☆ 玉置成実

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ Choo Choo TRAIN EXILE

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
エースをねらえ！
（テレビ朝日開局45周年記念特別番組 木曜ドラマ「エースをねらえ！」オープニ
ングテーマ） HIROMI

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
卒業J-POPメドレー ＜2003年度版＞
メリッサ（ポルノグラフィティ）～世界に一つだけの花（SMAP）～虹（福山雅治）～
空に唄えば（175R）～さくら（独唱）（森山直太朗）

アイラブクラシック 組曲『惑星』より「Jupiter」 G.ホルスト
未成年 柴田 淳

声
（全国東映系ロードショー『半落ち』主題歌） 森山直太朗
消せない罪
（MBS・TBS系アニメ「鋼の錬金術師」エンディングテーマ） 北出菜奈
「新選組！」メインテーマ
（NHK大河ドラマ「新選組！」メインテーマ） 服部隆之
太陽 森山直太朗
掌 Mr.Children
いくつかの空
（全国東宝系公開映画『着信アリ』主題歌）

柴咲コウ

NEWSニッポン
（フジテレビ系ワールドカップバレーボール2003イメージソング）

NEWS

ね、がんばるよ。 KinKi Kids

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
BON VOYAGE!
（CX系アニメ「ワンピース」主題歌） BON-BON BLANCO

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 I LOVE YOU 尾崎 豊

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
さくら（独唱）
（TBSテレビ系「世界ウルルン滞在記」エンディングテーマ） 森山直太朗

アイラブクラシック 君を愛す L.v.ベートーヴェン
もう少し
（テレビ朝日系「土曜ワイド劇場」エンディングテーマ） Kiroro
今日から学校
（映画『ファインディング・ニモ』挿入曲）
メインテーマ（チェンバー・オーケストラ・ヴァージョン）
（テレビ朝日開局45周年記念ドラマスペシャル「流転の王妃・ 後の皇弟」メイン
テーマ） 葉加瀬太郎
桜 河口恭吾
愛が呼ぶほうへ
（TBS系ドラマ日曜劇場「末っ子長男姉三人」主題歌）

ポルノグラフィティ

また あした
（MBS・TBS系全国ネット「ピュア・ラブIII」主題歌、ノーベル製菓「はちみつきんか
んのど飴」CMソング）

Every Little Thing

私とワルツを
（テレビ朝日系24局ネット 木曜ドラマ「TRICK」主題歌）

鬼束ちひろ

青空の果て
（TBS系金曜ドラマ「ヤンキー母校に帰る」主題歌）

奥田美和子

くるみ Mr.Children

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
YUME日和
（テレビ朝日系アニメ全国24局ネット「ドラえもん」エンディングテーマ） 島谷ひとみ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 掌 Mr. Children

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
パリのアメリカ人
（全日空「ANA中国線」CMソング） G.ガーシュウィン

アイラブクラシック 喜歌劇「こうもり」序曲 J.シュトラウスII世
明日は、どこへ行こう～Piano Solo Version
（TOYOTA「カローラ フィールダー」CM曲） ホッピー神山
自由
（CX系「ウチくる!?」エンディング・テーマ曲） 女子十二楽坊
OUR BEST CHRISTMAS EVER
（TBS系ドラマ「恋文～私たちが愛した男～」オリジナル・サウンドトラックより） REMEDIOS
Moment
（NHK BS-2ドラマ「冬のソナタ」挿入曲） リュウ
YOUR NAME NEVER GONE
（SONY MD Walkman／SoundGate CM主題歌）

CHEMISTRY

メリッサ
（MBS・TBS系アニメ「鋼の錬金術師」オープニングテーマ）

ポルノグラフィティ

僕の手紙
（フジテレビ系“HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP”エンディングテーマ）

ZONE

柊
（TBS系ドラマ「恋文～私たちが愛した男」主題歌）

Do As Infinity

No way to say
（TBS系全国ネット「恋するハニカミ！」テーマ・ソング/Panasonic ポータブルMD
プレーヤー「MJ57」CMイメージソング）

浜崎あゆみ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
トップ・オブ・ザ・ワールド
（フジテレビ系ドラマ「ビギナー」メイン・テーマ）

カーペンターズ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 いい日旅立ち
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 アメイジング・グレイス イギリス民謡
アイラブクラシック ラ・カンパネラ F.リスト

白い天使が降りてくる RAG FAIR
Heartful Dream
（アイフルCMソング「ペット」篇）

橋本一子

あなただけが
（NHK BS-2ドラマ「冬のソナタ」オリジナル・サウンドトラックより）
虹
（フジテレビ系ドラマ「ウォーターボーイズ」主題歌）

福山雅治

雪の華
（明治 [boda],[galbo] TV-CFソング）

中島美嘉

Realize
（TBS系アニメ「機動戦士ガンダムSEED」オープニング主題歌）

玉置成実

The Power of Smile
（花王「エッセンシャルダメージケア」イメージソング）

KOKIA

AMBITIOUS JAPAN!
（JR東海プロデュースソング）

TOKIO

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
君という光
（読売テレビ・日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ）

GARNET CROW

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 ひまわり 福山雅治

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
自由
（CX系「ウチくる!?」エンディング・テーマ曲）

女子十二楽坊

アイラブクラシック 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より　間奏曲 P.マスカーニ
Sumire
（映画『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』オリジナ
ル・サウンドトラックより）

松本晃彦

NICOL’S PIANO“涙のテーマ”
（TBS系アニメ「機動戦士ガンダムSEED」劇中曲）

柿島伸次

はじめから今まで
（NHK BS-2ドラマ「冬のソナタ」主題歌）
forgiveness
（TBS系 山田太一原作ドラマ「高原へいらっしゃい」主題歌） 浜崎あゆみ
薄荷キャンディー
（TBS系ドラマ日曜劇場「元カレ」主題歌） KinKi Kids
ふたつ星
（よみうりテレビ・日本テレビ系ドラマ「14ヶ月 妻が子どもに還っていく」挿入歌） I WiSH
涙の海で抱かれたい～SEA OF LOVE～
（フジテレビ系月曜9時ドラマ「僕だけのマドンナ...and I love Her.」主題歌） サザンオールスターズ
心ひとつ
（映画「ドラゴンヘッド」オリジナルテーマソング） MISIA

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
ハルモニア
（テレビ東京系アニメ「NARUTO」エンディングテーマ）

RYTHEM

2003年10月号

2003年11月号

2003年12月号

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2004年1月号

2004年2月号

スペシャル・プレゼンツ

2004年3月号

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5
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小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
島人ぬ宝
（NHK沖縄「沖縄本土復帰30周年」イメージソング）

BEGIN

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ひょっこりひょうたん島
（NHK教育テレビ「ひょっこりひょうたん島」主題歌）

アイラブクラシック ヴァイオリン協奏曲『四季』より「秋」 A.ヴィヴァルディ
SPEEDメドレー
Be My Love～White Love～ALIVE～my graduation

SPEED

C.X.(Piano Version)
（「踊る大捜査線」オリジナル・サウンドトラックより）

松本晃彦

天使たちのメロディー 川嶋あい
六甲おろし
（阪神タイガースの歌）
ふたつの引力
（UCカード CMソング） KinKi Kids
銀の龍の背に乗って
（フジテレビ系ドラマ「Dr.コトー診療所」主題歌） 中島みゆき
雨上がりにもう一度キスをして
（「FLY！JAL！海のむこうへ！」キャンペーンソング） サザンオールスターズ
FIND THE WAY
（TBS系アニメ「機動戦士ガンダムSEED」エンディングテーマ） 中島美嘉
アシタヘカエル
（2003年「しぜんに。しぜんに。爽健美茶」第2弾キャンペーンソング） CHEMISTRY

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
チェッチェッコリ
（サッポロ 福茶 CMソング）

ゆみ＆ゆか

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 勝手にシンドバッド サザンオールスターズ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
TAKUMI/匠
（ABC/テレビ朝日系「大改造!! 劇的ビフォーアフター」挿入曲）

松谷卓

アイラブクラシック 愛のあいさつ E.エルガー
夏の終わり
（カルビー「夏ポテト：二人の夏篇」CMソング）

森山直太朗

HANABI～8月の日～
（TBS系ドラマ30「キッズ・ウォー5」主題歌）

未来-MIKU-

夜空を見上げるクイール
（NHK月曜ドラマシリーズ「盲導犬クイールの一生」テーマ曲）

渡辺雄一

僕は君を連れてゆく SMAP
眠レナイ夜ハ眠ラナイ夢ヲ
（TBS系日曜劇場「笑顔の法則」主題歌） 柴咲コウ
接吻 中島美嘉
鉄腕アトム ZONE & Run Time All Stars
Together
（TBS系ドラマ「ホットマン」主題歌） EXILE

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
この町いつも～貧ちゃんのうた～
（NHKアニメ「おじゃる丸」エンディング・テーマ）

貧ちゃん

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 UFO ピンク・レディー
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ジュ・トゥ・ヴ E.サティ

アイラブクラシック
サラバンド
(クラヴサン組曲第２巻第４番ニ短調より）

G.F.ヘンデル

こころメインテーマ
（NHK連続テレビ小説「こころ」メインテーマ曲）

吉俣 良

白夜～True Light～（Piano Solo）
（テレビ東京系アニメ「D・N・ANGEL」オープニングテーマ）

宮本駿一

栄冠は君に輝く
（全国高等学校野球大会の歌）

古関裕而

心に夢を君には愛を KinKi Kids
Naturally Ours
（コカ・コーラ「爽健美茶」CM曲） CHEMISTRY
Darling
（TBS系ドラマ「きみはペット」主題歌） V6
千の夜と千の昼
（“まろ茶120”CM曲） 元ちとせ
real Emotion（FFX-2 MIX）
（PS2ゲーム「ファイナルファンタジーX-2」オリジナル・サウンドトラックより） 倖田來未

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
空に唄えば
（J-PHONE エンジョルノ CFソング）

175R

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
元気を出して
（NHK総合テレビ連続ドラマシリーズ主題歌）

島谷ひとみ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ディズニー・ドリームス・オン・パレード
（東京ディズニーランド　 20th アニバーサリー）

アイラブクラシック
“響”Symphony of Japan
(チェロ協奏曲ロ短調作品104 第２楽章より）
（サントリーウイスキー「響」CM曲）

A.ドヴォルザーク

君があなたが（pf.version）
（フジテレビ系 火曜ドラマ「顔」オリジナル・サウンドトラックより）

佐藤直紀

さくら（独唱）
（TBS系テレビ「世界ウルルン滞在記」エンディング・テーマ）

森山直太朗

JOLIE
（Sony「Cyber-shot」CM曲）

YOSHIKA

お前やないと あかんねん
（フジテレビ系ドラマ「ムコ殿2003」劇中歌） 桜庭裕一郎
LIFE is... ～another story～
（全国TBS系ドラマ「ブラックジャックによろしく」主題歌） 平井 堅
true blue
（フジテレビ系列アニメ「アストロボーイ・鉄腕アトム」オープニング・テーマ） ZONE
Memory Lane 川口大輔
Shine We Are!
（「カルピスウォーター」「アミノカルピス」CM曲） BoA

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 贈る言葉 FLOW

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
瑠璃色の地球
（au「ムービーメール」イメージCMソング）

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
キャラバンの到着
（三菱自動車「ランサー・セディア」CMイメージ曲）

ミシェル・ルグラン

アイラブクラシック 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 序曲 R.ワーグナー
大きな古時計 編曲：倉本裕基
1000の言葉（FFX-2 Mix）
（PS2ゲーム「ファイナルファンタジーX-2」オリジナル・サウンドトラックより）

倖田來未

さくら(独唱）
（TBSテレビ系「世界ウルルン滞在記」エンディングテーマ）

森山直太朗

RAINBOW
（パナソニック「LUMIX FZ1」CMソング） 浜崎あゆみ
永遠のBLOODS
（2003 No Reason コカ・コーラ キャンペーンソング） KinKi Kids
涙そうそう 夏川りみ
恋々･･･
（ハウス食品「フルーチェ アジア」CMソング） ZONE
メジルシの記憶 V6

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
明日を夢見て
（読売テレビ・日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」エンディング・テーマ）

ZARD

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
こいのぼりメドレー
 こいのぼり/こいのぼり/鯉のぼり/背くらべ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
世界に一つだけの花（シングル・ヴァージョン）
（関西テレビ・フジテレビ系ドラマ「僕の生きる道」主題歌）

SMAP

アイラブクラシック 野ばら H.ウェルナー
Departure
（TBS系 日曜劇場「GOOD LUCK!!」オリジナル・サウンドトラックより）

佐藤直紀

久遠 ～光と波の記憶～
（PS2ゲーム「ファイナルファンタジーＸ-2」オリジナル・サウンドトラックより）
あこるでぃおん～Long ver. 一青 窈
なんでだろう ～こち亀バージョン～
（CX系アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」エンディング・テーマ）

テツandトモ

月のしずく
（東宝系映画『黄泉がえり』オリジナル・テーマソング） RUI
モーニング娘。のひょっこりひょうたん島
（NHKテレビ50年 イメージソング） モーニング娘。
地上の星
（NHK総合テレビ「プロジェクトX 挑戦者たち」主題歌） 中島みゆき

2003年10月号

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

2003年7月号

2003年8月号

2003年9月号

スペシャル・プレゼンツ

2003年5月号

2003年6月号

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
大家（ダージャー） 一青 窈
とまどいながら
（日本テレビ系土曜ドラマ「よい子の味方～新米保育士物語～」主題歌） 嵐

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
きのこの唄
（きのこ食品メーカー「ホクト」CMソング）

きのこオールスターズ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 なごり雪 イルカ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
CHEMISTRYメドレー
My Gift to You／君をさがしてた～New Jersey United～／SOLID DREAM

アイラブクラシック
バラード第1番ト短調
（映画『戦場のピアニスト』使用曲）
Silence(Short Version)
（ダンロップ「VEURO」CMソング）

久石 譲

LIFE is... 平井 堅
ノクターン第20番 嬰ハ短調
（映画『戦場のピアニスト』使用曲）
COLORS
（TOYOTA 「WISH」CMソング） 宇多田ヒカル
明日への扉
（フジテレビ系「あいのり」主題歌） I WiSH
愛してる 中島美嘉
Always
（フジテレビ月曜21時ドラマ「いつもふたりで」主題歌） 光永亮太
もらい泣き 一青 窈

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
銀河と迷路
（フジテレビ系木曜ドラマ「美女か野獣」主題歌）

東京スカパラダイスオーケストラ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
地上の星
（NHK総合テレビ「プロジェクトX 挑戦者たち」主題歌）

中島みゆき

ひとりで？みんなで！たのしく連弾

卒業J-POPメドレー
世界に一つだけの花（SMAP）～大切なもの（ロードオブメジャー）～北風と太陽
（YeLLOW Generation）～空も飛べるはず（スピッツ）～Voyage（浜崎あゆみ）

アイラブクラシック シチリアーナ G.U.フォーレ
「TAKUMI／匠」
（ABC/テレビ朝日系「大改造！！劇的ビフォーアフター」挿入曲）

松谷 卓

虹の彼方に
ぼくたちの失敗
（TBS系金曜ドラマ「高校教師」主題歌）

森田童子

世界に一つだけの花 SMAP
UNSPEAKABLE
（キヤノン ピクサス TV-CFソング／TBS「恋愛マスター」7 メモリーズ テーマ） Every Little Thing
My Gift to You
（KDDIムービー・メールCMソング） CHEMISTRY
空も飛べるはず スピッツ
漂流の羽根
（NHK月曜ドラマ「結婚泥棒」エンディング・テーマ曲） 鬼束ちひろ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
ヒカリへ
（フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」オープニング曲）

ザ・ベイビースターズ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
精霊流し
（NHK連続ドラマ「精霊流し～あなたを忘れない～」主題歌）

さだまさし

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
不死鳥フォークス
（映画『ハリー・ポッターと秘密の部屋』オリジナル・サウンドトラックより）

ジョン・ウィリアムズ

アイラブクラシック ヴァイオリン協奏曲『四季』より「冬」 A.ヴィヴァルディ
ダンシング・クイーン
（テレビ朝日系木曜ドラマ「恋は戦い！」主題歌）

アバ

空がきれい RAG FAIR
L-O-V-E
（サントリー BOSS CMソング）

ベルト・ケンプフェルト

BACK BLOCKS MISIA
HERO
（NTT DoCoMo group 10TH ANNIVERSARY タイアップソング） Mr.Children
JEWEL SONG
（テレビ朝日系金曜ドラマ「イヴのすべて」主題歌） BoA
ding-dong
（TBS系水曜ドラマ「やんパパ」」主題歌） TOKIO
CARPE DIEM ～今、この瞬間を生きる～ YeLLOW Generation

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
またあえる日まで
（テレビ朝日系アニメ「ドラえもん」テーマソング）

ゆず

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 世界に一つだけの花 SMAP
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 時代劇メドレー 「新必殺仕事人」～「水戸黄門」～「暴れん坊将軍」
アイラブクラシック トロイメライ R.A.シューマン

不死鳥フォークス
（映画『ハリー・ポッターと秘密の部屋』オリジナル・サウンドトラックより）

ジョン・ウィリアムズ

YAMAZAKI 2002
（サントリー・ウィスキー『山崎』CM楽曲）

坂本龍一

ひとつぶの涙 Kiroro
「アルジャーノンに花束を」メインテーマ
（フジテレビ系火曜ドラマ「アルジャーノンに花束を」より）

寺嶋民哉

solitude～真実のサヨナラ～
（日本テレビ系土曜ドラマ「リモート」主題歌）

KinKi Kids

この街
（NHK連続テレビ小説「まんてん」主題歌）

元ちとせ

あさってはSunday
（TBS系金曜ドラマ「ママの遺伝子」主題歌）

RAG FAIR

Ring
（日本テレビ系水曜ドラマ「サイコドクター」主題歌）

平井 堅

ソング・オブ・バーナデット
（関西系・フジテレビ系火曜ドラマ「アルジャーノンに花束を」主題歌）

ジェニファー・ウォーンズ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
真実の詩
（よみうりテレビ・日本テレビ系アニメ「犬夜叉」エンディングテーマ）

Do As Infinity

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 ホワイト・クリスマス アーヴィング・バーリン
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 クリスマス・イブ 山下達郎
アイラブクラシック 目覚めよ、と呼ぶ声あり J・S・バッハ

ヘドウィグのテーマ
（映画「ハリー・ポッターと賢者の石」オリジナル・サウンドトラックより）

ジョン・ウィリアムズ

Asian Dream Song
（TOYOTAカローラ 21世紀2年生篇 TV-CF使用曲）

久石 譲

星屑の街
（フジテレビ系ドラマ「天才柳沢教授の生活」主題歌）

ゴスペラーズ

キ・セ・キ
（TBS系日曜劇場「太陽の季節」主題歌）

滝沢秀明

Voyage
（TBS系水曜ドラマ「マイリトルシェフ」主題歌）

浜崎あゆみ

奇蹟
（コーセー「ルミナス」CMソング）

BoA

素直になれなくて
（CBC→TBS系全国ネット ドラマ30「キッズ・ウォー4 ～ざけんなよ～」主題歌）

未来-MIKU-

Lovin’ you
（花王「エッセンシャルダメージケア」CMソング）

小柳ゆき

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
無色
（読売テレビ・日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ）

上原あずみ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 涙そうそう 森山良子

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
大きな古時計
（2002年8月・9月度 NHKみんなのうた）

平井 堅

アイラブクラシック 双頭の鷲の旗の下に J.F.ワーグナー
［北の国からメドレー］
遥かなる大地より～蛍のテーマ～純のテーマ～五郎のテーマ
（「北の国から」オリジナル・スコア・ヴァージョン完全版より）

さだまさし

Lover’s Piano Concerto
（フジテレビ系木曜22時ドラマ「恋愛偏差値」オリジナル・サウンドトラックより）

SHIRO  SAGISU

飛び方を忘れた小さな鳥
（アルバム『KISS IN THE SKY』より）

MISIA

天体観測
（フジテレビ系火曜22時ドラマ「天体観測」挿入歌）

BUMP OF CHICKEN

HANABI
（TU-KA CFイメージソング）

浜崎あゆみ

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

2002年12月号

2002年11月号

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

2003年1月号

2003年2月号

2003年3月号

2003年4月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
Because of you
北風と太陽
（TBS系ドラマ「ドレミソラ」主題歌）

YeLLOW Generation

faraway
（森永 ICE BOX TV-CFソング）

day after tomorrow

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
世界がひとつになるまで
（NHKテレビアニメーション「忍たま乱太郎」エンディングテーマ）

Ya-Ya-yah

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 秋桜 山口百恵
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 風になりたい THE BOOM
アイラブクラシック 愛の喜び マルティーニ

ほんとはね。
（フジテレビ系ドラマ「天使の歌声～小児病棟の奇跡～」主題歌）

より子。

For My Sun
（TBS系ドラマ日曜劇場「太陽の季節」より）

長谷部 徹

One Summer's Day 久石 譲
眠れぬ夜は君のせい
（フジテレビ系木曜22時ドラマ「恋愛偏差値」主題歌）

MISIA

July 1st 浜崎あゆみ
WILL
（フジテレビ系火曜22時ドラマ「天体観測」主題歌）

中島美嘉

Sincerely Yours
（フジテレビ系水曜19時「ザ・レターズ～家族の愛にありがとう」挿入歌）

愛内里菜

Any
（NTT DoCoMo group 10TH ANNIVERSARY タイアップソング）

Mr. Children

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
も～ど～にでもして～
（「ダイキンエアコン うるるとさらら」CM曲）

ぴちょんくん

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 夏の終りのハーモニー 井上陽水・安全地帯
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 スポーツ・ショー行進曲 古関裕而
アイラブクラシック オ・ソレ・ミオ ディ・カプア

青春の影～亜麻色の髪の乙女～少年時代 チューリップ～ヴィレッジ・シンガーズ～井上陽水
颯流
（NHK大河ドラマ「利家とまつ～加賀百万石物語」オリジナル・サウンドトラックよ
り）

渡辺俊幸

バロン
（映画『猫の恩返し』オリジナル・サウンドトラックより）

野見祐二

アクロス・ザ・スターズ ～愛のテーマ～
亜麻色の髪の乙女 島谷ひとみ
可愛いミーナ
（No Reason コカ・コーラ キャンペーンソング）

桑田佳祐

一雫
（20世紀FOX映画「アイス・エイジ」イメージソング）

ZONE

FLOATIN'
風になる
（映画「猫の恩返し」主題歌）

つじあやの

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
さらば
（テレビ朝日系アニメ「あたしンち」オープニング・テーマ）

キンモクセイ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 Letters 宇多田ヒカル
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ラジオ体操 第1
アイラブクラシック 凱旋行進曲 ヴェルディ

ディズニーシー・シンフォニー
SAKURA 小六禮次郎
遅い旅立ち
街
（TBS系ドラマ「夢のカリフォルニア」主題歌）

堂本 剛

君ヲ想フ 元 ちとせ
Feel your breeze
（日本テレビ系水曜ドラマ「ごくせん」主題歌）

V6

Eternal Place
（日本テレビ系月曜ドラマ「天国への階段」エンディング・テーマ）

hiro

freebird
（フジテレビ系「SMAP×SMAP」テーマソング）

SMAP

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
ハムハムON-DOだ、ハムちゃんず！
（テレビ東京系アニメ「とっとこハム太郎」エンディング・テーマ ）

ハムちゃんず

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 I Won't Last A Day Without You カーペンターズ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 翼をください 赤い鳥
アイラブクラシック 私のお父さん プッチーニ

Godsent～Resolver～End Title 吉俣 良
プリンセス・ワルツ 加羽沢美濃
あなたのとりこ
（サントリー「緑水」TV-CM曲）

シルヴィ・バルタン

SAKURAドロップス
（TBS系ドラマ「First Love」主題歌）

宇多田ヒカル

君をさがしてた
～New Jersey United～
（フジテレビ系水曜９時ドラマ「ウエディングプランナー」主題歌）

CHEMISTRY

カナシミ ブルー
（UCカード CMソング）

KinKi Kids

スマイル
（フジテレビ系月曜9時ドラマ「空から降る一億の星」主題歌）

エルヴィス・コステロ

Free&Easy
（Panasonic MDコンポ 57MD CMソング）

浜崎あゆみ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ アイ～ン体操 バカ殿様とミニモニ姫。
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 イムジン河～悲しくてやりきれない ザ・フォーク・クルセダーズ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 夢のカリフォルニア ママス＆パパス
アイラブクラシック 時の踊り ポンキエルリ

変革の世紀 坂本龍一
The Graces In Your Eyes
（アルバム「On The Sixth Line」より）

岩代太郎

エスコート ゴスペラーズ
Let's Get Together Now
（2002FIFAワールドカップ™[コリア・ジャパン]公式テーマ・ソング）

Voices of KOREA

ナイスな心意気
（フジテレビ系アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」エンディング曲）

アラシ

bittersweet samba
～ニッポンの夜明け前～
（フジテレビ系「HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP」エンディングテーマ/ニッポン放
送 LF+R オールナイトニッポン テーマソング）

Re:Japan

Rose
（昭和シェル石油 Xカード キャンペーンソング）

shela

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ おさかな天国 柴矢裕美
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 ワダツミの木 元ちとせ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
Summer
（映画『菊次郎の夏』オリジナル・サウンドトラックより）

久石　譲

アイラブクラシック ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」より 第1楽章 ベートーヴェン
夢みたあとで GARNET CROW
ラブラブなカップル フリフリでチュー RAG FAIR
Daybreak 浜崎あゆみ
光
（ゲームソフト「キングダム ハーツ」テーマソング）

宇多田ヒカル

Way of Difference
（フジテレビ系恋愛観察バラエティー「あいのり」主題歌）

GLAY

陽のあたる坂道
（フジテレビ系ドラマ「初体験」主題歌）

Do As Infinity

幸せについて本気出して考えてみた ポルノグラフィティ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
Every Heart -ミンナノキモチ-
（日本テレビ系テレビアニメ「犬夜叉」エンディングテーマ）

BoA

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 花 喜納昌吉
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 カノン パッヘルベル
アイラブクラシック ラデツキー行進曲 ヨハン・シュトラウスＩ世

メイ・イット・ビー エンヤ
Power of love 住友紀人
オール・アバウト・アス スティーブ・バラカット
エンジェル・オーバー・ミー スティーブ・バラカット
果てなく続くストーリー
（NHKソルトレークシティーオリンピック放送テーマソング）

MISIA

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

2002年10月号

2002年9月号

2002年8月号

2002年7月号

2002年6月号

2002年5月号

2002年4月号



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
流星群
（テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「トリック2」主題歌）

鬼束ちひろ

夢ノカケラ…
（ハウス「飲むフルーチェ」CMソング）

ZONE

ミニモニ。ひなまつり！ ミニモニ。
I WILL 安室奈美恵

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
ムーンライト
（フジテレビ系「ワンナイR&R」エンディングテーマ）

くず

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 卒業写真 荒井由実
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 卒業J-POP メドレー
アイラブクラシック アヴェ・マリア カッチーニ

ヘドウィグのテーマ ジョン・ウィリアムズ
プラネタリウム Baby Boo
君が好き
（フジテレビ系毎週月曜9時放送ドラマ「アンティーク ～西洋骨董洋菓子店～」挿
入歌）

Mr.Children

ゼア・マスト・ビー・アン・エンジェル
（サントリー「リプトン ザ・ティー」CM曲）

東儀秀樹

愛のかたまり KinKi Kids
a song is born 浜崎あゆみ＆KEIKO
ALWAYS (A SONG FOR LOVE) J-FRIENDS

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
青い青いこの地球に
（読売テレビ・日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」エンディング・テーマ）

上原あずみ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 One More Dream SPEED
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 Promise ゴスペラーズ
アイラブクラシック アイ・ガット・リズム G.ガーシュイン

12月のLove song Gackt
「千と千尋の神隠し」メドレー
愛のうた
（任天堂ゲームキューブ“ピクミン”TV-CMソング）

ストロベリー・フラワー

HEY！みんな元気かい？
（TBS系東芝日曜劇場「ガッコの先生」主題歌）

KinKi Kids

Confession
（グリコ「10種の野菜とアロエのヨーグルト」CMソング）

hiro

traveling
（NTT DoCoMo「FOMA」CMソング）

宇多田ヒカル

100回のKISS 松浦亜弥
STARS
（フジテレビ系火曜10時ドラマ「傷だらけのラブソング」主題歌）

中島美嘉

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
ミニハムずの愛の唄
（全国東宝系映画「劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険」主題歌）

ミニハムず

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 冬メドレー
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ヘドウィグのテーマ ジョン・ウィリアムズ
アイラブクラシック 私を泣かせて下さい G.F.ヘンデル

君を信じて (TV size Main theme) 千住 明
ワイルド・チャイルド
（映画「冷静と情熱のあいだ」主題歌）

エンヤ

見上げてごらん夜の星を
白い恋人達
（No Reasonコカ・コーラキャンペーンソング）

桑田佳祐

youthful days
（フジテレビ系毎週月曜9時放送ドラマ「アンティーク ～西洋骨董洋菓子店～」主
題歌）

Mr.Children

Mr.Moonlight ～愛のビッグバンド～ モーニング娘。
誓い ゴスペラーズ
All My Love To You
（日本テレビ系ドラマ「レッツ・ゴー！永田町」主題歌）

DA PUMP

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 天下無敵のゴーヤーマン☆ ガレッジセール
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 やさしさに包まれたなら 荒井由実
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 アメージング・グレース
アイラブクラシック アヴェ・マリア F. シューベルト

君の前でピアノを弾こう
（テレビ東京系「おはスタ」2001 秋のテーマ・ソング）

河村隆一

IN MY LIFE
（テレビ朝日系ドラマ「 後の家族」主題歌）

古内東子

クリスマス・メドレー
【WINTER SONG～いつかのメリークリスマス～クリスマス・イヴ～恋人がサンタ
クロース】
Dearest
（よみうりテレビ・日本テレビ系列TVアニメーション「犬夜叉」エンディングテーマ
／TU-KA CFイメージソング）

浜崎あゆみ

SIGNAL 清貴
You Go Your Way CHEMISTRY
Paradox w-inds.
夢追い虫 スピッツ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ ミニモニ。テレフォン！ リンリンリン ミニモニ。
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 優しい歌 Mr.Children
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ふたたび
アイラブクラシック アラベスク 第1番 ドビュッシー

ザナルカンドにて
（「ファイナルファンタジーX」　オリジナル・サウンドトラックより）
secret base ～君がくれたもの～
（CBC・TBS系ドラマ「キッズウォー3」主題歌）

ZONE

I WILL GET YOUR KISS
（TBS系ドラマ「マリア」主題歌）

中川晃教

きいてアロエリーナきいてマルゲリータ
（マンナンライフ“アロエリーナ”CM曲）

シャーベット

infection
（テレビ朝日系木曜ドラマ「氷点2001」主題歌）

鬼束ちひろ

慎吾ママの学園天国 ～校門篇～ 慎吾ママ
出せない手紙
（TBS系ドラマ「ネバーランド」主題歌）

V6

IS IT YOU?
（フジテレビ系ドラマ「できちゃった結婚」主題歌）

hitomi

Can't forget your love
（テレビ朝日系ドラマ「生きるための情熱としての殺人」挿入歌）

倉木麻衣

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
でっかい宇宙に愛がある
（日本テレビ24時間テレビ応援ソング2001）

モーニング娘。

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 大きな古時計

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
東京ディズニーシー・メドレー
カム・ウィズ・ミー～東京ディズニーシー・テーマソング

アイラブクラシック ワシントン・ポスト スーザ
あの日の川
（宮崎駿監督作品「千と千尋の神隠し」　サウンド・トラックより）

久石 譲

アゲハ蝶
（エフティ資生堂「ティセラトコナッツココナッツ」　TVCFイメージソング）

ポルノグラフィティ

約束の季節 ゴスペラーズ
Smac SMAP
レインボウ・コネクション
（TBS系ドラマ日曜劇場「恋がしたい恋がしたい恋がしたい」主題歌）

カーペンターズ

GOLD
（世界水泳福岡2001大会公式テーマソング）

B'z

翼がなくても
（TBS系金曜ドラマ「世界で一番熱い夏」主題歌）

COLOR

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
ひとりぼっちのハブラシ
（フジテレビ系ドラマ「ムコ殿」挿入歌）

桜庭裕一郎

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 箱根八里の半次郎 氷川きよし

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
カンパイ!!
（キリン“ラガー・ビール”CMソング／TBS系「C・C・C」エンディングテーマ／TBS
系「ガチンコ！」エンディングテーマ）

TOKIO

アイラブクラシック 連作交響詩「わが祖国」より モルダウ B.スメタナ
MARIA S.E.N.S.
FINAL DISTANCE（弾き語り） 宇多田ヒカル

2002年3月号

2002年2月号

2002年1月号

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

2001年12月号

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2001年9月号

2001年10月号

2001年11月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
永遠(とわ)に愛されて
～パールハーバー 愛のテーマ
（映画『パール・ハーバー』主題歌）

フェイス・ヒル

UNITE!
（キリン“サプリ”CMソング）

浜崎あゆみ

波乗りジョニー
（No Reason“コカ・コーラ”キャンペーンソング）

桑田佳祐

Over The Distance
（JAL“ACTIVE北海道2001”キャンペーンソング）

矢井田 瞳

チュッ！夏パ～ティ 三人祭
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ Feel The Fate w-inds.
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 さとうきび畑 森山良子
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 オペラ「カルメン」より闘牛士の歌 G. ビゼー
アイラブクラシック 歌劇「ウィリアム・テル」序曲 G. ロッシーニ

交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」より序奏 R. シュトラウス
いつのまに a-mix feat Yoshihiro Kondo
（フジテレビ系ドラマ「救命病棟24時」主題歌)

DREAMS COME TRUE

いつも何度でも
（宮崎 駿監督作品『千と千尋の神隠し』主題歌）

木村 弓

情熱
（フジテレビ系ドラマ「ルーキー!」主題歌）

KinKi Kids

Best Friend
（NHK朝の連続テレビ小説「ちゅらさん」主題歌）

Kiroro

ロージー aiko
always
（日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ）

倉木麻衣

PIECES OF A DREAM
（テレビ東京系「ASAYAN」男子ヴォーカリストオーディション）

CHEMISTRY

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
チキチキバンバン
サントリー“モルツ”CMソング

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
花の首飾り
キリンビバレッジ“聞茶”CMソング

井上陽水

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
やっぱり
TBS系ドラマ30「コンビにまりあ」主題歌&ロッテ冷菓“ロッテスイカバー”CMソン
グ

花*花

アイラブクラシック 練習曲第５番「黒鍵」Op.10-5 F.F.ショパン
Theme of shin-hoshi no kinka－新星の金貨テーマ曲－
（日本テレビ系ドラマ「新・星の金貨」メイン・テーマ)

溝口肇

Sayonara
アルバム「Rebirth」収録

Gackt

ZERO LANDMINE(Piano version)
地雷ZEROキャンペーンソング

N.M.L

KISS OF LIFE
（フジテレビ系ドラマ「ラブレボリューション」主題歌）

平井 堅

Endless sorrow
（TBS系金曜ドラマ「昔の男」主題歌）

浜崎あゆみ

遥か
（TBS系日曜劇場「LOVE STORY」主題歌）

スピッツ

beautiful world
エアーポケット
（テレビ朝日系木曜ドラマ「R-17」主題歌）

中谷美紀

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
私がいるよ
フジテレビ系アニメ「ワンピース」エンディングテーマ

TOMATO CUBE

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
YELL～エール～
フジテレビ系「ウチくる!?」エンディングテーマ曲

コブクロ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
ハム太郎とっとこうた～200％のジュモン
テレビ東京系アニメ「とっとこハム太郎」オープニングテーマ～エンディングテー
マ

ハムちゃんず～team Le TAO（ちーむ る たお）

アイラブクラシック 歌の翼に F.メンデルスゾーン
ひとり ゴスペラーズ
すべての山に登れ
アルバム「ピアノ・タペストリー」収録

国府弘子

愛のバカやろう 後藤真希
Stand Up
（爽健美茶 Natural Breeze 2001 happy live TVCMタイアップソング）

倉木麻衣

真夜中は純潔 椎名林檎
コイシイヒト 松たか子
Gang*
（WOWOWスプリングキャンペーン・ソング）

福山雅治

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
およげ！たいやきくん～パラパラ2001～
（ポンキッキーズ・ヴァージョン）
フジテレビ系「ポンキッキーズ」挿入歌

パラパラP-kies

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」
ドゥー・ユー・リメンバー・ミー
フジテレビ系ドラマ「カバチタレ」主題歌

キタキマユ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
オリジナルスマイル～“shake”～夜空ノムコウ
ベストアルバム「Smap Vest」より

SMAP

アイラブクラシック さくらさくら
青の地平
NHK「ドキュメントにっぽん」テーマ曲

加古 隆

明日があるさ（ジョージアで行きましょう編）
“ジョージア”TV・CFソング

ウルフルズ

S.O.S
（TBS系金曜ドラマ「ストロベリー・オン・ザ・ショートケーキ」エンディング・テーマ）

アバ

初恋 aiko
BABY！恋にKNOCK OUT！ プッチモニ
NEVER EVER
（キリン“サプリ”CMソング）

浜崎あゆみ

真夜中のナイチンゲール
（TBS系ドラマ日曜劇場「白い影」主題歌）

竹内まりや

ハ調で弾こう！ Start in my life 倉木麻衣
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 コーヒー・ルンバ 井上陽水
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ハンガリア舞曲　第1番 J.ブラームス
アイラブクラシック ワルツ「春の声」作品410 J.シュトラウス2世

T's Waltz（Piano solo version)
TBS系金曜ドラマ「ストロベリー・オン・ザ・ショートケーキ」オリジナル・サウンドト
ラックより

千住明

レット・イット・ビー ザ・ビートルズ
永遠に ゴスペラーズ
Can You Keep A Secret?
（フジテレビ系ドラマ「HERO」主題歌）

宇多田ヒカル

ハナムケノハナタバ
（TBS系全国ネット「世界ウルルン滞在記」エンディングテーマ）

花＊花

ボクの背中には羽根がある
(日本テレビ系ドラマ「向井荒太の動物日記愛犬ロシナンテの災難」主題歌 )

KinKi Kids

Graceful World
（TBS系ドラマ「ビッグウイング」主題歌）

Every Little Thing

Miracles  平井 堅
ハ調で弾こう！ CHANGE THE WORLD V6
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 ミニモニ。ジャンケンぴょん！ ミニモニ。
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 シンクロナイズド・ラブ ジョー・リノイエ
アイラブクラシック 蛍の光

シェイプ・オブ・マイ・ハート
大ヒットアルバム「ブラック・アンド・ブルー」収録

バックストリート・ボーイズ

ラブ・アフェア～愛のテーマ（ピアノ・ソロ）
NHKドラマ「もう一度キス」主題曲

スティーブ・バカラット

I miss you～時を越えて～  MISIA+DCT
M“Original Mix”  浜崎あゆみ
fragile (フジテレビ系恋愛観察バラエティ「あいのり」 主題歌 ) Every Little Thing
Only Truth～夢じゃないキス～
（ kissmark CM SONG）

KAZAMI

幸せになるために ( TBS系全国ネット「ウンナンのホントコ！」 “未来日記VIII”
テーマ曲)

松任谷由実

ハ調で弾こう！ オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ ビートルズ
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 もうひとつの土曜日 浜田省吾

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

2001年6月号

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

スペシャル・プレゼンツ

2001年2月号

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト5

2001年4月号

2001年5月号

2001年7月号

2001年8月号

2001年3月号
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掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 さよなら大好きな人 花＊花

「眠りの森の美女」より(ワルツ) P.I.チャイコフスキー
交響曲第5番(アダージェット) G.マーラー
逢いたい Kiroro
オレンジ
シングル「らいおんハート」C/W曲

SMAP

恋愛レボリューション21 モーニング娘。
I WILL GET THERE J-FRIENDS
サボテン ポルノグラフィティ
even if 平井堅
Treasure hiro

ハ調で弾こう！ 恋はスリル、ショック、サスペンス～夏の幻 愛内里菜～GARNET CROW
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 上を向いて歩こう 坂本九
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 交響曲第9番「新世界」より　終楽章 A.ドヴォルザーク
アイラブクラシック ピチカート・ポルカ ヨハン・シュトラウスⅡ＆ヨゼフ・シュトラウス

明日があるさ 坂本九
KinKi Kids forever KinKi Kids
Everything Misia
さよなら大好きな人 花＊花
Missing You GLAY
angel song -イヴの鐘- the brilliant green
Reach for the sky 倉木麻衣

ハ調で弾こう！ ハッピー・クリスマス ジョン・レノン
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 フィール・ザ・ファイア スティービー・ワンダー
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 らいおんハート SMAP

アイラブクラシック
クリスマスメドレー：ジングル・ベル～オー・ホーリー・ナイト～きよしこの夜～牧
人ひつじを
My Sweet Darlin' 矢井田瞳
月光 鬼束ちひろ
Duty 浜崎あゆみ
True Love Story 郷ひろみ＆松田聖子
RING B'z
ボーイフレンド aiko
HEY! 福山雅治

ハ調で弾こう！ RUN! RUN! RUN! 大槻真希
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 ヘッドライト・テールライト 中島みゆき
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 情熱大陸 葉加瀬太郎 with 小松亮太
アイラブクラシック ピアノ協奏曲　第１楽章 E.H.グリーグ

誕生 西村由紀江
あ～よかった -setagaya mix- 花＊花
とまどい GLAY
I WISH モーニング娘。
らいおんハート SMAP
PARTNERSHIP 松任谷由実
Get U're Dream ZARD

ハ調で弾こう！ 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 タイム・トゥ・セイ・グッバイ サラ・ブライトマン featuring アンドレア・ポチェッリ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ねこふんじゃった

ミヤオゥ（ドリーop.56)より G.フォーレ
交響曲第101番〈時計〉第2楽章より F.J.ハイドン
ZOO～愛をください～ 蓮井朱夏
WONDER RAIN 瀬木貴将＋井上鑑
NOT FOUND  Mr.Children
夏の王様  Kinki Kids
青春時代1.2.3！ プッチモニ
be alive 小柳ゆき
STAY AWAY L'Arc～en～Ciel

ハ調で弾こう！ 明日に向かって吠えろ 嵐
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 わすれものばんちょう ドリームズ・カム・トゥルー
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ラ・カンパネラ F.リスト
アイラブクラシック 威風堂々 E.エルガー

Summer Snow シセル featuring ザンフィル
Melodies of 　Life
featured in FINAL FANTASY ?

白鳥英美子

For You 宇多田ヒカル
もう君以外愛せない Kinki Kids
虹になりたい TUBE
MARMAID GLAY
NEVER END 安室奈美恵

ハ調で弾こう！ 仮面ライダークウガ！～青空になる 田中昌之～橋本仁
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 グッバイ・イエロー・ブリック・ロード エルトン・ジョン
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ミッション・インポッシブル
アイラブクラシック 無伴奏チェロ組曲　第1番　ト長調

Hello Another Way-それぞれの場所- the brilliant green
水・陸・空、無限大 19
SEASONS 浜崎あゆみ
NEVER GONNA GIVE YOU UP 倉木麻衣
May B'z
ナンダカンダ 藤井隆
月夜の恋人たち 今井美樹

ハ調で行こう！ マンボNo.5 ペレス・プラド
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 夏の思い出
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 飲茶楼CMソング モーニング娘。
アイ・ラブ・クラシック 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番第3楽章

直（NAO）
ドラマ「太陽は沈まない」より
blue Gackt
ハッピーサマーウェディング モーニング娘
Love Again～永遠の世界～ Shela
桜坂 福山雅治
INSIDE 藤井フミヤ
IN THE WIND V6

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 Goodbye Yesterday 今井美樹
ハ調で行こう！ Mysterious Eyes～Secret of my heart GARNET CROW～倉木麻衣
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM～青いスポーツカーの男～赤い日記帳 黄色5～青色7～あか組4

LOST CHILD－P 坂本龍一
SO FAR AWAY 映画『ヴァージン・スーサイズ』より

アイ・ラブ・クラシック ポルカ「雷鳴と電光」 J. シュトラウス2 世
Wait & See～リスク～ 宇多田ヒカル
桜の時 aiko
愛情 小柳ゆき
SUNRIZE日本 嵐
Kinkiのやる気まんまんソング Kinki Kids

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣
ハ調で行こう！ Fly Me To The Moon 宇多田ヒカル
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 動物の謝肉祭 フィナーレ サン＝サーンス

童謡メドレー：おぼろ月夜～花～早春賦
ひまわり Kiroro

アイ・ラブ・クラシック 歌劇『カルメン』より「ハバネラ」 G. ビゼー
TSUNAMI サザンオールスターズ
好きになってく愛してく KinKi Kids
Bright Daylight hiro
sure Every Little Thing
野性の花 V6

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 孫 大泉逸郎
ハ調で行こう！ あなたのキスを数えましょう～You were mine～ 小柳ゆき
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 シェリーに口づけ ミッシェル・ポルナレフ

What I Live For 中村幸代
はつ恋　メインテーマ 久石 譲

アイ・ラブ・クラシック ワルキューレの騎行 R. ワーグナー
HAPPINESS －WINTER MIX- GLAY
恋のダンスサイト モーニング娘。
Let It Be SMAP
今夜月の見える丘に B'z
Don't need to say good bye 鈴木あみ
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Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 Millennium Yuming+Pocket Biscuits
ハ調で行こう！ ヘイ・ジュード ザ・ビートルズ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 my graduation SPEED
スペシャル・プレゼンツ Forbidden Love－Piano S.E.N.S.

シチリアーナ～リュートのためのアリア つのだたかし
オラトリオ『マカベウスのユダ』より「見よ勇者は帰る」 G.F. ヘンデル
Next 100 Years J-FRIENDS
口笛 Mr.Children
Pray Every Little Thing
HAPPY NEW MILLENNIUM 鈴木あみ
NEO UNIVERSE ラルク・アン・シエル

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 SNOW DANCE DREAMS COME TRUE
ハ調で行こう！ アニメ｢HUNTER×HUNTER｣メドレー: おはよう～風のうた Keno～本田美奈子
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 GOLD FINGER'99 郷ひろみ
スペシャル・プレゼンツ 風笛～あすかのテーマ～ 連続テレビ小説｢あすか｣より
アイ・ラブ・クラシック ブランデンブルク協奏曲 J.S. バッハ

appears 浜崎あゆみ
ユール・ビー・イン・マイ・ハート フィル・コリンズ
ちょこっとLOVE プッチモニ
忘れない日々 Misia
ダイアモンド・ダスト 氷室京介

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 砂山 北原白秋、山田耕筰
ハ調で行こう！ 無造作紳士 ジェーン・バーキン
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 トゥ・ワールズ フィル・コリンズ

愛を奏でて 映画『海の上のピアニスト』より
Squall 松本英子

アイ・ラブ・クラシック 魔法使いの弟子 P. デュカス
Addicted To You 宇多田ヒカル
Long Way Home SPEED
好きな人 Kiroro
雪幻-winter dust- T.M.R-e
LOVE FLIES L'Arc～en～Ciel

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 White love SPEED
ハ調で行こう！ ヴィーナス ショッキング・ブルー
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ 嵐

LOVE マシーン モーニング娘。
フィール・ザ・ファイア スティーヴィー・ワンダー
Dear…♡ 深田恭子
Libera me 3-3 Light より 坂本龍一

アイ・ラブ・クラシック そりすべり L. アンダーソン
雨のメロディ KinKi KIds
OUR DAYS 鈴木あみ
Come close to me 上原多香子
本当は何になりたいんだろう 金城綾乃
夢のしずく 松たか子

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 Sunny Day Sunday センチメンタル・バス
ハ調で行こう！ あの紙ヒコーキ くもり空わって 19
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 蘇州夜曲 西条八十、服部良一

to Heart KinKi Kids
She エルヴィス・コステロ

アイ・ラブ・クラシック 展覧会の絵 プロムナード M.P. ムソルグスキー
ここではない、どこかへ GLAY
AS TIME GOMES BY hiro
永遠 La'cryma Christi
in aquascape 坂本美雨
too late 浜崎あゆみ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 紅葉 高野辰行
ハ調で行こう！ アニメ「仙界伝 封神演義」メドレー：WILL～FRIENDS 米倉千尋
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 英雄ポロネーズ F.F. ショパン
特選曲 戦場のメリークリスマス 坂本龍一
スペシャル・プレゼンツ 木の葉の旅 村松 健
アイ・ラブ・クラシック 小犬のワルツ F.F. ショパン

なぜ… Hysteric Blue
as A person 華原朋美
LIFE デズリー
the Sound Carnival 久保田利伸
Boys & Girls "AUBE Original Mix"
(弾き語り)

浜崎あゆみ

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 Grateful Days Dragon Ash
ハ調で行こう！ ビバリーヒルズ高校白書テーマ ジョン・デイヴィス
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 energy flow 坂本龍一

Eternal Memories Crystal Kay
Fine～Piano S.E.N.S.

アイ・ラブ・クラシック 組曲『惑星』より「木星～快楽の神～」 G. ホルスト
トワ エ モア 安室奈美恵

後のKiss Kiroro
Fly SMAP
ひとりぼっちはやめた 矢野顕子
Bye-Bye ～バイバイ～ BLACK BISCUITS

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
ディズニー映画「白雪姫」より
ハイ・ホー

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
スター・ウォーズのテーマ
映画「スター・ウォーズ　エピソード1　ファントム・メナス」より

スペシャルプレゼンツ 渡る世間は鬼ばかりのテーマ
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 Hungry Spider
アイ♡クラシック 葦笛の踊り P.I.チャイコフスキー

特選曲
Summer
映画「菊次郎の夏」オリジナルサウンドトラックより

久石譲

フラワー KinKi Kids
ギリギリchop B'z
Pieces L'Arc～en～Ciel
自由であるために   V6
鉄道員(TETSUDOIN) 坂本美雨

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
プリンでおじゃる
NHKアニメ「おじゃ丸」オリジナル・サウンド・トラックより

おじゃる丸、カズマ、電ボ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾
雨にぬれても / Raindrops Keep Falli'n On My Head
映画「明日に向かって撃て!」より

スペシャルプレゼンツ
主題～Opening～(古畑任三郎より),
フレンズ remixed version

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 後の果実
アイ♡クラシック タイスの瞑想曲 J.マスネ

おまけスコア
ごめんねのうた
サントリー「ごめんね」TV-CM曲
First Love 宇多田ヒカル
サバイバル GLAY
HEAVEN'S DRIVE L'Arc～en～Ciel
Breakin'out into the morning   SPEED
LOVE ～Destiny～ 浜崎あゆみ

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
幸せの黄色いリボン! 
キリン"一番絞り"CMソング

フランク・シナトラ

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ツィゴネルワイゼン P.サラサーデ
スペシャルプレゼンツ energy flow, Put your hands up 坂本龍一
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 だんご3兄弟変奏曲
アイ♡クラシック 乾杯の歌・歌劇「椿姫」より G.ヴェルディ

RESPECT the POWER OF LOVE 安室奈美恵
ミス・ア・シング エアロスミス
my first love 上原多香子
Believe Your Smile   V6
MIND GAMES ZARD

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
ライバル! 
TVアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ曲

松本梨香

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 スタンド・バイ・ミー ジョン・レノン
スペシャルプレゼンツ believe , Movin' on without you
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 だんご3兄弟変奏曲

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト５

アイ・ラブ・クラシック

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト５

マンスリーベスト５

マンスリーベスト５

スペシャル・プレゼンツ

スペシャル・プレゼンツ

マンスリーベスト５

1999年9月号

1999年10月号

1999年11月号

1999年7月号

1999年8月号

マンスリーベスト５

1999年6月号

1999年5月号

マンスリーベスト５

マンスリーベスト５

マンスリーベスト５

マンスリーベスト５

1999年12月号

2000年2月号

2000年3月号

2000年1月号
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アイラブクラシック
シンコペテッド・クロック
サントリー"モルツ"CMソング L.アンダーソン
青のじゅもん Kiroro
やめないで, PURE Kinki KIds
Precious Time SPEED
この愛のために   CHAGE & ASKA
Someday, Someplace Every Little Thing

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
だんご3兄弟
NHK「おかあさんといっしょ」より

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 パワー・オブ・ラブ ヒュー・ルイス & ザ・ニュース
スペシャルプレゼンツ エニワン・アット・オール キャロル・キング
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 朝がまた来る DREAMS COME TRUE
アイラブクラシック ピアノ協奏曲第1番／変ロ長調 op.23第1楽章 P.I.チャイコフスキー

Winter, again
JR "SKI SKI"キャンペーンソング

GLAY

Over and Over
日本テレビ系ドラマ「ボーダー犯罪心理捜査ファイル」エンディングテーマ

Every Little Thing

そのスピードで
フジテレビ系ドラマ「オーバー・タイム」主題歌

the brilliant green

WILD RUSH
資生堂"ティアラ　ジャングルジャングル"CMソング

T.M.Revolution

朝日を見に行こうよ
フジテレビ系「SMAP × SMAP」テーマソング

SMAP

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
僕はここにいる
日本テレビ系ドラマ「奇跡の人」主題歌

山崎まさよし

ひとりで？みんなで！たのしく連弾（メドレー） Memory青春の光～抱いてHOLD ON ME モーニング娘。

特選曲<特集 1 " CMパラダイスへみんなでGO ! "より>
オール・ユー・ニード・イズ・ラブ
サッポロ " ブロイ "CMソング

ザ・ビートルズ

スペシャルプレゼンツ 万物創世紀のテーマ 近藤嘉宏
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 からっぽ
アイラブクラシック 春の歌 F.メンデルスゾーン

Pepole Of The World
フジテレビ系「走れ21世紀へ、ワールドカウントダウン」キャンペーンソング

J-FRIENDS

光の射す方へ Mr.Children
Ｉ ＨＡＶＥ ＮＥＶＥＲ ＳＥＥＮ
日本テレビ系ドラマ「夜逃げ屋本舗」主題歌

安室奈美恵

新しいドア～冬のひまわり～
サッポロビール冬物語ＣＭソング

ZARD

遠くまで 稲葉浩志

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
炎のランナー
映画「炎のランナー」オリジナル・サウンド・トラックより

ヴァンゲリス

ひとりで？みんなで！たのしく連弾（メドレー）
Rhythm And Police   F.F.S.S.～Love Somebody
「踊る大走査線」オリジナル・サウンド・トラックより

織田裕二

曲大特集「今年もやっぱりゲームでしょ！」より（メドレー）
ＴＨＥＭＥ ＯＦ ＬＥＧＡＩＡ～夢／ティーグ
ゲームソフト「レガイア伝説」オリジナル・サウンド・トラックより

スペシャルプレゼンツ ケベック１６０８ スティーブ・バラカット
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 雪
アイラブクラシック アイネ・クライネ・ナハトム・ジーク W.A.モーツァルト

冬のうた Kiroro
ＳＴＲＩＰＥ！
ALPHEN WINTER FAIR編TV-CFソング

槙原敬之

ＢＥ ＷＩＴＨ ＹＯＵ
フジテレビ系ドラマ「タブロイド」主題歌

GLAY

Happy Happy Greeting Kinki Kids
ｏｖｅｒ
ＴＢＳ系ドラマ「PU-PU-PU」主題歌

V6

カムフラージュ (Instrumental Version)
フジテレビ系ドラマ「眠れる森」サウンドトラックより
Mourning the Passing Time
フジテレビ系ドラマ「眠れる森」サウンドトラックより
居るべき場所～ピアノ・ソロ・ヴァージョン
フジテレビ系ドラマ「殴る女」サウンドトラックより
ＴＲＵＴＨ A GREAT DETECTIVE OF LOVE
日本テレビ系全国ネットアニメ「名探偵コナン」オープニング主題歌～

TWO-MIX

氷の上に立つように
日本テレビ系全国ネットアニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ

小松未歩

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 太陽に吠えろ！メインテーマ 井上堯行バンド
小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 いとしのエリー サザンオールスターズ
アイラブクラシック 夢 C.A.ドビュッシー

ALL MY TRUE LOVE
TBS「1998バレーボール世界選手権」

ＳＰＥＥＤ

終わりなき旅
フジテレビ系ドラマ「終りなき旅」主題歌

Mr.Children

Burnin"X"mas T.M.Revolution
リラックス～Relax～
日本テレビ系「ウッチャンナンチャンのウリナリ」

ブラック・ビスケッツ

海とあなたの物語
フジテレビ系ドラマ「じんべえ」主題歌

未来玲可

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 恋人はサンタクロース 松任谷由美

特選曲（特集１：音楽業界、今年はこんな年でした。より）
いつかのメリークリスマス
大ヒットアルバム「B'z The Best "Treasure"」より

Ｂ'z

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ
ＬＯＶＥ
日本テレビ系「世紀末の詩」主題歌

ジョン・レノン

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 恋人たちのクリスマス マライア・キャリー
アイラブクラシック オラトリオ「メサイア」より“ハレルヤ”

スペシャルプレゼンツ
Wind On The Water ～Love Theme From Jinbe SR Smooth
フジテレビ系ドラマ「じんべい」オリジナルサウンドトラック収録アルバム「OPURS 
ONE」より
Perfume of love
日本テレビ系ドラマＰＡ（プライベート・アクトレス）主題歌

globe

THUNDERBIRD
TBS系「世界・ふしぎ発見！」エンディングテーマ

T.M.Revolution

forbidden lover
日本テレビ系「知ってるつもり」エンディングテーマ

L'Arc～en～Ciel

Le Ciel MALICE MIZER
NESESSARY
トヨタ"NEW HILUX SURF"CFソング

Every Little Thing

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ イエスタディ・ワンス・モア カーペンターズ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ルパン三世のテーマ You&The Expiogion Band

スペシャルプレゼンツ
落下する夕方
映画「落下する夕方」メインテーマ／アルバム「大地のうた」より

西村由紀江

特選曲＜特集２"大出世した人気アーティストたち"より＞
I'm in love（弾き語り）
大ヒットアルバム「PURE SOUL」より

GLAY

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ歌え！」 珍島物語 天童よしみ

アイラブクラシック
リベルタンゴ
サントリーローヤル１２年ＴＶ・ＣＭより

ヨーヨーマ

運命のルーレット廻して 
日本テレビ系全国ネット「名探偵コナン」オープニングテーマ

ZARO

たららん
資生堂"TISS"CMソング

PUFFY

冷たい花
TBS系ドラマ「カウントダウンＴＶ」オープニングテーマ

the brilliant green

Ｄｒｅａｍｓ
フジテレビ系「プロ野球ニュース」テーマソング

SIMA SHADE

未来航路
テレビ東京系「真夜中の探偵 Night Walker」エンディングテーマ

La'cryma Christi

特選曲＜特集２"ミュージカルに行かなくちゃ！"より＞
愛を感じて
ディズニー映画「ライオンキング」より

エルトン・ジョン

特選曲＜特集１"音楽系ＴＶドラマを解体する。"より＞
Wish
フジＴＶ系ドラマ「神様、もう少しだけ」メインテーマ

S.E.N.S

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード ザ・ビートルズ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 つつみ込むように･･･ Misia

スペシャルプレゼンツ
リフレクション
ディズニー映画「ムーラン」より

クリスティーナ・アギレラ

小原孝のＴＲＹＴＲＹＴＲＹ「ピアノよ歌え！」 イマジン ジョン・レノン

1998年11月号

マンスリーベスト５

マンスリーベスト５

1998年12月号

マンスリーベスト５

1998年10月号

ハ調で弾こう！　カンタン・アレンジ(メドレー）

1999年1月号

マンスリーベスト５

1999年3月号

1999年4月号

マンスリーベスト５

1999年2月号

マンスリーベスト５

マンスリーベスト５

スペシャルプレゼンツ



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
アイラブクラシック 弦楽セレナーデ第１楽章 P.I.チャイコフスキー

青の時代
TBS系ドラマ「青の時代」主題歌

KinKi Kids

翼になれ
TBS系全国ネット「学校へ行こう！」テーマソング

V6

HONEY
TBS系「スーパーサッカー」テーマ曲

L'Arc～en～Ciel

太陽のグラヴィティー
TBS系ドラマ「ひとりぼっちの君に」主題歌

Fayray

特選曲＜特集！今、ハリウッド発アニメ映画が熱い！より＞
ワンス・アポン・ア・ディセンパー
映画「アナスタシア」オリジナル・サウンド・トラックより

リズ・キャラウェイ

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ POWER ポケットビスケッツ
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 オペレッタ「天国と地獄」序曲より J.オッフェンバック

小原孝のTRY TRY TRY「ピアノよ戦え！」
アジアの純真

Puffy

きらら＜弾き語り＞
フジテレビ系ドラマ「神様、もう少しだけ」挿入歌

工藤静香

ポーリュシカ・ポーレ
TBS系ドラマ「青の時代」オープニング：テーマ歌

オリガ

アイラブクラシック 組曲「動物の謝肉祭」“白鳥” C.サン=サーンス
ALIVE SPEED
I for You LUNA SEA
FOREVER YOURS Every Little Thing
HOT LIMIT T.M.Revolution
未来へ Kiroro

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 月下の夜想曲 MALICE MIZER
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ アンダー・ザ・シー ディズニー映画『リトルマーメイド』より
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 ラプソディー・イン・ブルー G. ガーシュウイン
特選曲 赤い鹿の石 加羽沢美濃
スペシャルプレゼンツ ラジオ体操の歌 東京放送児童合唱団
アイ ラブ クラシック ピアノ・ソナタ第11 番より「トルコ行進曲 W.A. モーツァルト

素直なままで On My Own IZAM with ASTRAL LOVE
夏のかけら Coming Century
DESTINY My Little Lover
誘惑 GLAY
桜 川本真琴

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 ミッキーマウス・マーチタイミング～Timing ブラック・ビスケッツ
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 渚のアデリーヌ リチャード・クレイダーマン
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 Link To Fate(Piano Solo) 岩代太郎
スペシャルプレゼンツ Forever Love X JAPAN
アイ ラブ クラシック 亡き王女のためのパヴァーヌ M. ラヴェル

ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids
SOUL LOVE GLAY
たいせつ SMAP
Heart 福山雅治
いつか晴れた日に 山下達郎

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 サマータイム G. ガーシュウイン

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ アニメメドレー：infinity～∞～Catch You Catch Me～ウルトラマンダイナ 林原めぐみ～グミ～前田達也

ひとりで？みんなで！たのしく連弾 マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン～タイタニック・愛のテーマ セリーヌ・ディオン
翼をください 山上路夫、村井邦彦
マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン～タイタニック・愛のテーマ（ピアノ・ソロ） セリーヌ・ディオン

アイ ラブ クラシック 主よ、みもとに近づかん イ・サロニスティ
STORM LUNA SEA
DIVE TO BLUE L’Arc～en～Ciel
さまよえる蒼い弾丸 B’z
Frame TRF
愛のしるし PUFFY

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 カロゴンズのテーマ カロゴンズ
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ ポケットにファンタジー さち＆じゅり
ひとりで？みんなで！たのしく連弾 レット・イット・ビー ザ・ビートルズ
特選曲 HANA－BI 久石 譲
スペシャルプレゼンツ 長い間 Kiroro
アイ ラブ クラシック 交響曲第6 番「田園」 L.v. ベートーヴェン

my graduation SPEED
聖者の行進 ヌーノ（アラ・ドス・ナモラードス）
蒼い霹靂～JOG edit～ T.M.Revolution
ネッ！～女、情熱～ 大黒摩季
大丈夫だよ 岡本真夜

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 ザ・ローズ ベット・ミドラー
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ Children’s Holiday J－FRIENDS

春を愛する人 GLAY
メドレー：甘い結婚～音のない部屋 アンドレ・ギャニオン
レディー・ディー リチャード・クレイダーマン

アイ ラブ クラシック 〈連弾〉協奏曲集四季より「春」 A.ヴィヴァルディ
明日が聴こえる J－FRIENDS
Winter fall L’Arc～en～Ciel
足音 槇原敬之
命の別名 中島みゆき
Time goes by Every Little Thing

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 贈る言葉 海援隊
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ エアリスのテーマ 「ファイナル・ファンタジーⅦ」サントラより

パラダイス～愛のテーマ マイク・レノ& アン・ウィルソン
トゥルー・カラーズ シンディー・ローパー
Dawn Valley(Instrumental) TM NETWORK

アイ ラブ クラシック ピアノ・ソナタ第8 番 悲愴 第2 楽章 L.v. ベートーヴェン
夜空ノムコウ SMAP
Face the change Every Little Thing
ピアニシモ 広瀬香美
MOTHER PUFFY
My Baby Grand～ぬくもりが欲しくて～ ZARD

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 Without You マライヤ・キャリー
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 〈連弾〉LOVE LOVE LOVE DREAMS COME TRUE

SHARE 瞳の中のヒーロー 杏里
ずっと2 人で… GLAY

アイ ラブ クラシック 愛の喜び F. クライスラー
Dreaming I was dreaming 安室奈美恵
GENERATION GAP V6
幸せな結末 大滝詠一
ビー・ザ・マン セリーヌ・ディオン
涙の天使に微笑みを 原 由子

小原孝のTRY　TRY　TRY「ピアノよ歌え！」 夢の中で～We are not alone,forever 松任谷由実
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 白のワルツ 今井美樹
特選曲 旅 西村由紀江
スペシャルプレゼンツ L’oiseau Blue S.E.N.S.
アイ ラブ クラシック ラデツキー行進曲 J. シュトラウス1 世

愛されるより愛したい KinKi Kids
Wanderin’Destiny globe
White Love SPEED
すみれSeptember Love SHAZNA
WHITE BREATH T.M.Revolution

国府弘子のアレンジ一丁！ ホワイト・クリスマス ビング・クロスビー
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 今宵の月のように エレファントカシマシ

ラスト・クリスマス ワム！
CRUCIFY MY LOVE X JAPAN

スペシャルプレゼンツ 〈弾き語り〉全部抱きしめて LOVE2 ALL STARS
アイ ラブ クラシック 〈連弾〉華麗なる大円舞曲 F.F.ショパン

1998年7月号

1998年8月号

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

1998年4月号

1998年5月号

1998年6月号

1998年3月号

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

スペシャルプレゼンツ

スペシャルプレゼンツ

特選曲

特選曲

1997年12月号

1998年1月号

1998年2月号

特選曲

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

1998年9月号

スペシャルプレゼンツ



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
Love is… 河村隆一
たのしくたのしくやさしくね 華原朋美
Peace! SMAP
旅立ちの時～Asian Dream Song～ 宮沢和史with久石譲
HIGH PRESSURE T.M.Revolution

国府弘子のアレンジ一丁！ 枯葉 J.コスマ
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ めざせポケモンマスター 松本梨香
特選曲 FRIENDS～Kissからはじまるミステリー～せつない恋に気づいて KinKi Kids

CANDLE IN THE WIND エルトン・ジョン
Together GLAY

アイ ラブ クラシック 亜麻色の髪の乙女 C.A.ドビュッシー
永遠 ZARD
出逢った頃のように Every Little Thing
01MESSENGER～電子狂の詩～ サザンオールスターズ
Shuffle MY LITTLE LOVER
いばらの冠 中谷美紀

国府弘子のアレンジ一丁！ コーリング・ユー ホリー・コール
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ WAになっておどろう V6
特選曲 ゴールドベルク変奏曲 J.S.バッハ

That’s The Answer 服部隆之
ソング・オブ・ライフ 鳥山雄司

アイ ラブ クラシック 月の光 C.A.ドビュッシー
素直 槇原敬之
硝子の少年 KinKi Kids
HOWEVER GLAY
伝えたいことがあるんだ 小田和正
Calling B’z

国府弘子のアレンジ一丁！ ワルツ・フォー・デビィ ビル・エヴァンス
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ Go the Distance 藤井フミヤ

私にできること 西村由紀江
〈連弾〉交響曲第９番より「歓びの歌」 L.v.ベートーヴェン

スペシャルプレゼンツ サライ 加山雄三
アイ ラブ クラシック Ｇ線上のアリア J.S.バッハ

LOVE IS ALL MUSIC 華原朋美
「大スキ！」 広末涼子
君の青空 猿岩石
Glass 河村隆一
WIND SONG 松たか子

国府弘子のアレンジ一丁！ WAVE A.C.ジョビン

ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ
宮崎アニメ・ヒットメドレー：カントリーロード～君をのせて～風の谷のナウ
シカ

特選曲 もののけ姫 米良美一
Heaven’s Song S.E.N.S.
ひだまりの詩 ル・クプル

アイ ラブ クラシック くるみ割り人形メドレー：行進曲～花のワルツ P.I.チャイコフスキー
For the moments Every Little Thing
How to be a Girl 安室奈美恵
I STAND ALONE 松たか子
チェンジ・ザ・ワールド エリック・クラプトン
DRIVEに連れてって 今井美樹

国府弘子のアレンジ一丁！ 虹の彼方に 映画『オズの魔法使い』主題歌
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 素晴らしき日々へ～“あぐり”のテーマ～ 矢部達哉

ラジオ体操第１ 服部正
ラジオ体操第２ 團伊玖磨

スペシャルプレゼンツ 〈連弾〉Close To You～セナのピアノⅠ～ CAGNET
アイ ラブ クラシック エリーゼのために L.v.ベートーヴェン

Hate tell a lie 華原朋美
セロリ SMAP
夢じゃない スピッツ
DO NOT 藤井フミヤ
私だけの天使～Angel～ 松田聖子

国府弘子のアレンジ一丁！ スターティング・オーバー ジョン・レノン
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ サボテンの花 チューリップ

〈連弾〉CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵
don’t be discouraged～1/2～泣けちゃうほどせつないけど 林原めぐみ～川本真琴～岡本真夜

アイ ラブ クラシック 愛のあいさつ E.エルガー
Go!Go!Heaven SPEED
渚にまつわるエトセトラ PUFFY
魂のルフラン 高橋洋子
ツキ 猿岩石
FACES PLACES globe

国府弘子のアレンジ一丁！ クレオパトラの夢 B.パウエル
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ Don’t Cry For Me ARGENTINA 映画『エビータ』より

ピアノソナタ第14番 月光 L.v.ベートヴェン
渚のアデリーヌ リチャード・クレイダーマン

アイ ラブ クラシック 鱒 F.シューベルト
白い雲のように 猿岩石
愛なんだ V6
サーキットの娘 PUFFY
The Other Side of Love 坂本龍一featuring Sister M
君に逢いたくなったら… ZARD

国府弘子のアレンジ一丁！ オネスティー ビリー・ジョエル
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ ごめんね・・・ 高橋真梨子

大きな古時計 H.C.ワーク
〈連弾〉ディズニー・ファンティリュージョン！

アイ ラブ クラシック 〈連弾〉パッヘルベルのカノン J.パッヘルベル
Everything(It’s You) Mr.Children
CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵
ありがとう 井上陽水奥田民生
YOU ARE THE ONE TK PRESENTS こねっと
スカーレット スピッツ

国府弘子のアレンジ一丁！ Ａ列車で行こう B.ストレイホーン
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ オール・バイ・マイセルフ セリーヌ・ディオン

聖夜 ドラマ「ドク」より
Don’t wanna cry～STEADY～GET MY LOVE! 安室奈美恵～SPEED～MAX
卒業メドレー：卒業～想い出がいっぱい～夢をあきらめないで 尾崎豊～H2O～岡村孝子

アイ ラブ クラシック 〈連弾〉別れの曲 F.F.ショパン
Don’t you see! ZARD
Alone 岡本真夜
Snow Crystal 藤井フミヤ
LEGEND OF WIND TRF
恋心 相川七瀬

国府弘子のアレンジ一丁！ マイ・ファニー・バレンタイン R.ロジャース＆R.ハート
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ クラシック JUDY AND MARY

DEPARTURES globe
素直になれなくて シカゴ
マイ・フーリッシュ・ハート V.ヤング＆N.ワシントン

アイ ラブ クラシック ジュ・トゥ・ヴ E.サティ
PRIDE 今井美樹
銀色の夢 森高千里
“shake” SMAP
a walk in the park 安室奈美恵
NOW AND THEN MY LITTLE LOVER

国府弘子のアレンジ一丁！ 星に願いを ディズニー映画『ピノキオ』より
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ クロース・トゥー・ユー バート・バカラック

1997年4月号

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

1997年10月号

1997年11月号

マンスリーベスト5

スペシャルプレゼンツ

スペシャルプレゼンツ

スペシャルプレゼンツ

1997年1月号

1997年2月号

1997年3月号

1997年7月号

1997年8月号

1997年9月号

1997年5月号

1997年6月号

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

マンスリーベスト5

特選曲

特選曲

マンスリーベスト5

特選曲

マンスリーベスト5

特選曲

特選曲

特選曲

特選曲



Confidential#

掲載号 シリーズ 曲名 アーティスト名
Blue Horizon 西村由紀江
Friends 久石 譲
序曲のマーチ すぎやまこういち

アイ ラブ クラシック 美しく青きドナウ J.シュトラウス2世
後の嘘 松任谷由実

未来へのプレゼント 中山美穂withMAYO
鏡のドレス 酒井法子
Can’t Stop Fallin’in Love globe
BELOVED GLAY

国府弘子のアレンジ一丁！ クリスマス・ソング M.トーメ
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 讃美歌メドレー：もみの木～もろびとこぞりて～きよしこの夜 セリーヌ・ディオンwith

トゥー・ラブ・ユー・モア クライズラー&カンパニー
戦場のメリークリスマス 坂本龍一
アヴェ・マリア C.F.グノー
主よ人の望みの喜びよ J.S.バッハ
save your dream 華原朋美
Swallowtail Butterfly～あいのうた～ YEN TOWN BAND
これが私の生きる道 PUFFY
田園 玉置浩二
TAKE ME HIGHER V6

国府弘子のアレンジ一丁！ ホール・ニュー・ワールド ディズニー映画『アラジン』より
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ ニュー・シネマ・パラダイス 同名映画より

アルフィー バート・バカラック
美女と野獣メドレー：愛の芽生え～朝の風景～美女と野獣 ディズニー・ミュージカル
雨だれ前奏曲 F.F.ショパン
プレリュードOp.28－7 F.F.ショパン
渚 スピッツ
SWEET 19 BLUES 安室奈美恵
青いイナズマ SMAP
I’m proud 華原朋美
Is this love globe

国府弘子のアレンジ一丁！ いつか王子様が ディズニー映画『白雪姫』より
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ まちぶせ 荒井由実

声のおまもりください BEGIN
僕の歌は君の歌（Your Song） エルトン・ジョン
青春の輝き カーペンターズ
愛の夢 F.リスト
結婚行進曲 F.メンデルスゾーン
Another Orion 藤井フミヤ
手紙 Mr.Children
LOVE BRACE 華原朋美
アジアの純真 PUFFY
あなたにいてほしい スウィング・アウト・シスター

国府弘子のアレンジ一丁！ マイ・フェイバリット・シングス ジュリー・アンドリュース
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ トップ・オブ・ザ・ワールド カーペンターズ

シャ・リオン 河井英里
サムディ All－4－One

アイ ラブ クラシック ジムノペディNo.1 E.サティ
Forever Love X JAPAN
太陽にくちづけを！～あたしたち、真夏のFUN･P～ Funk The Peanuts
I Believe 華原朋美
熱くなれ 大黒摩季
PROMISE to PROMISE 観月ありさ

国府弘子のアレンジ一丁！ フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン CLAIRE
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 花 石嶺聡子

Minami～Piano Piece of Sena CAGNET
Pacific Shore Hotel CAGNET
Deeper and Deeper CAGNET
残酷な天使のテーゼ 高橋洋子
あなたに逢いたくて～Missing You～ 松田聖子
めぐり逢い アンドレ・ギャニオン
愛の言霊～Spiritual Message～ サザンオールスターズ
You’re my sunshine 安室奈美恵
はだかの王様～シブトくつよく～ SMAP

国府弘子のアレンジ一丁！ イエスタデイ・ワンス・モア カーペンターズ
ハ調で弾こう！カンタン・アレンジ 若葉のころ ビー・ジーズ

LA･LA･LA LOVE SONG 久保田利伸with NAOMI CAMPBELL
Close To You～セナのピアノⅠ～ CAGNET

ディズニー・メドレー：チム・チム・チェリー～ハイ・ホー～いつか王子様が
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