2007.10現在

お気に入りの１曲を段階を経て弾きたい方にはピースで１曲ずつご用意しました！

STEP１・２・３ シリーズ
わたし、
クララがご案
内します。

超初級

楽譜が全く読めない人のために、音符の中にヨミを入れた楽譜です。

●
●
●

花歌まじりに歌える、誰でも知っている３曲をご用意しました。
楽譜はあくまでも参考まで。 自分にもピアノが弾ける！
その達成感を是非味わってください。
いとしエリー 8386
各定価750円（5％税込）
8387
少年時代
（本体715円）
涙そうそう 8388

音符にヨミを入れました

おとなのためのピアノピース ， マイ・ピアノ・ピース シリーズ

初 級

CLASSICS

映画・テレビ音楽

歌謡曲・J-POP

エリーゼのために／ノクターン／結婚行進
曲／愛のあいさつ／愛の夢／ピアノソナタ
悲愴／シンコペイテッド・クロック／月の
光／別れの曲

ラブストーリーは突然に／ムーンリバー/エ
デンの東／星に願いを／放課後の音楽室／
マルセリ−ノの歌／メリークリスマスMR
ローレンス／最初から今まで／愛と青春の
旅立ち

川の流れのように／四季の歌／いい日旅立
ち／GOODBYE YESTERDAY／FIRST
LOVE／CAN YOU CEREBRATE?／長
い間／さよなら大好きな人／明日があるさ
／上を向いて歩こう／世界中の誰よりきっ
と／PRIDE／少年時代／卒業写真／与作

洋楽・スタンダード

童謡・抒情歌・クリスマス

ユー・アー・マイ・サンシャイン／聖者の
行進／サバの女王／スカボロ・フェア／フ
ライ・ミ−・トゥ・ザ・ム−ン／サマータ
イム／５００マイル／ＬＯＶＥ／ビタース
ウィート・サンバ／Ａ列車で行こう／
MEMORYIES OF YOU／イエスタディ・
ワンス・モア

赤とんぼ／ふるさと／オーラ･リー／さくら
さくら／シャボン玉／夏の思い出／ホワイ
ト・クリスマス／ジングルベル／クリスマ
スイブ／おめでとうクリスマス
各定価500円（5％税込）（本体477円）
各定価500円（5％税込）（本体477円）

CD付、ジャンル別など曲集もご用意しています。
鍵盤位置などのイラストを入れ、基礎編とレパートリー編より構成。まず片手で始め次第に両手で弾ける様に進みます。
CDには、ピアノソロ・ソロ+伴奏・カラオケ（伴奏のみ）などを収録、ＣＤの伴奏をバックに演奏すれば気分は最高です。
サウンドファン マイ・フェイバリット・ナンバーズ１

サウンドファン マイ・フェイバリット・ナンバーズ２

はじめてのピアノ １

はじめてのピアノ ２

青い影／亜麻色の髪の乙女
／ダイアナ／二人でお茶を／
心もよう／聖者の行進 他全
13曲

はじめてのジャズピアノ

はじめてのピアノ クラシック編
喜びの歌／エリーゼのために／
四季より秋／驚愕／メヌエット／
プレリュード（ショパン) 他全11
曲

夢の中へ／赤いスイートピー
／さよなら／世界に一つだけ
の花／いとしのエリー 他全
13曲
定価2,310円（5％税込）（本体2,200円）
7476

定価2,310円（5％税込）（本体2,200円）
7475

初 級

やさしいジャズピアノ

定価1,365円（5％税込）（本体1,300円）
7657

ピアノで弾こう 童謡・唱歌集

ジングル・ベル／フライ・ミー ・
トゥ・ザ・ムーン／枯葉／モリ
タート／星に願いを／Ｃジャム・
ブルース 他全６曲

サマータイム／ｼﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞ
／いつか王子様が／ｵｰﾙ･ｵﾌﾞ･
ﾐｰ／ﾊﾞｲ･ﾊﾞｲ･ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｰﾄﾞ 以上
全５曲

春が来た／故郷／紅葉／春の
小川／茶摘／たきび／めだかの
学校／夏は来ぬ／たなばたさま
他全13曲

定価1,365円（5％税込）（本体1,300円）
7650

定価1,365円（5％税込）（本体1,300円）
7661

定価1,680円（5％税込）（本体1,600円）
7525

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝの「月光」が生まれた頃、
日本では伊能忠敬が蝦夷地を測量していた!?

この２冊があれば、音楽知識はバッチリ！
曲の感じをイメージして、
弾けるようになる！

「そっきょうえんそう」
はじめよう！

♪すぐに役立つ 音楽用語ハンドブック
音楽理論・教育用語からポピュラー俗語まで、基礎用
語、専門用語もわかりやすく解説。
定価1,260円（5％税込）（本体1,200円）／5009
定価1,260円（5％税込）（本体1,200円）／5009

♪そっきょうえんそう１
♪そっきょうえんそう２
カワイ・ドリマトーンチャイルド&ジュニア演奏グ
レードテスト課題の、即興演奏の教則本。
１．
１． 定価2,800円（5％税込）（本体2,667円）／7198
定価2,800円（5％税込）（本体2,667円）／7198
２．
２． 定価2,800円（5％税込）（本体2,667円）／7502
定価2,800円（5％税込）（本体2,667円）／7502

♪知っておきたいおとなのための音楽知識
楽譜の中にある音符以外の様々な要素について解説していま
す。気軽に用語や記号の意味を調べられるガイドブックです。
定価1,260円（5％税込）（本体1,200円）／7630
定価1,260円（5％税込）（本体1,200円）／7630

2007.10現在

ポピュラーピアノの本格的ピアノテキスト

サウンドファン ポピュラーピアノ

曲を弾くための予備練習や、レベ
ルアップに大いに役立つ Coffee
Break コーナーなど、楽しい内
容で構成。オーケストラをバック
にすてきな気分で演奏する、そん
な楽しさを味わうことができるで
しょう。

中 級 STEP１
ジョーズのテーマ／ホーム・スウィート・
1 ホーム／エデンの東／グリーンスリーブ
ス／シェルブールの雨傘／いい日旅立ち
他全15曲

上 級 STEP2
ホール・ニュー・ワールド／星に願いを／
4 ムーン・リバー／いつか王子様が／酒
とバラの日々／戦場のメリークリスマス
他全12曲

★模範演奏として聴く！
★マイナスワンでオーケストラをバックに演奏を楽しむ！
など、様々に活用しながら、目と耳からピアノを楽しめま
す。
------------------------------------------１. 定価1,050円（本体1,000円） コード：7711
2.〜6. 定価2,039円（本体1,942円） コード：7702〜7706

中 級 STEP2
夢の中／オリビアを聴きながら／卒業
2 写真／別れの曲／追憶／サウンド・
オブ・サイレンス／ラブ／野ばら
他全15曲

定価1,575円（5％税込）（本体1,500円）／7458

シリーズ

上 級 STEP１
チム・チム・チェリー／君をのせて／聖夜
3 ／パリのめぐり逢い／私のお気に入り／
夜も昼も／コーラスラインより ワン
他全13曲

定価1,575円（5％税込）（本体1,500円）／7459

定価1,785円（5％税込）（本体1,700円）／7460

上級

5

定価1,785円（5％税込）（本体1,700円）／7519

アルハンブラの想い出／太陽がいっぱい
／サンライズ・サンセット／ラ・ラ・ルー／
A列車で行こう／ジムノペディ第１番
他全13曲

上級〜 グレード３級
涙そうそう／虹の彼方に／ロンドン・デリ
6 ー・エア／美女と野獣／サテン・ドール／
枯葉／おもいでの夏／サマーサンバ
他全14曲

定価1,785円（5％税込）（本体1,700円）／7514

定価1,785円（5％税込）（本体1,700円）／7512

いろんなジャンル、レパートリーに挑戦！

ピアノレパートリー 演歌・歌謡曲

ピアノレパートリー 日本のフォーク

北の宿から／川の流れのよ
うに／風雪流れ旅／人生い
ろいろ／津軽海峡冬景色／
北酒場 他全12曲
定価1,575円（5％税込）（本体1,500円）
定価1,575円（5％税込）（本体1,500円）
7659
7659

翼をください／神田川／なご
り雪／精霊流し／心の旅／
季節の中で／シクラメンの
かおり 他全13曲

初 級

定価1,575円（5％税込）（本体1,500円）
定価1,575円（5％税込）（本体1,500円）
7660
7660

たのしく弾けるピアノレパートリー 懐かしのヒットパレード
中 級

「おとなのピアノコース中級の方のための曲集。主に1960年代にヒットした
外国と日本のポップスを集め、やさしいアレンジにしてまとめました。
収録曲：今夜は１人かい？／煙が目にしみる／悲しき雨音ヴァケイション
上を向いて歩こう／ブルーシャトー／白いブランコ／いつまでもいつまでも（弾き語り）
他 全14曲。
定価1,575円（5％税込）（本体1,500円）／7666

上 級

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝの「月光」が生まれた頃、
日本では伊能忠敬が蝦夷地を測量していた!?

この２冊があれば、音楽知識はバッチ
♪すぐに役立つ 音楽用語ハンドブック
音楽理論・教育用語からポピュラー俗語まで、基礎用
語、専門用語もわかりやすく解説。
定価1,260円（5％税込）（本体1,200円）／5009
定価1,260円（5％税込）（本体1,200円）／5009

♪知っておきたいおとなのための音楽知識
楽譜の中にある音符以外の様々な要素について解説していま
す。気軽に用語や記号の意味を調べられるガイドブックです。
定価1,260円（5％税込）（本体1,200円）／7630
定価1,260円（5％税込）（本体1,200円）／7630

ピアノ・ソロ・セレクション
My Old Kentucky Home／飛び
方を忘れた小さな鳥／The
Christmas Song／あの日の川
へ／ハナミズキ／Desafinado／
Overjoyed 以上全７曲
定価2,520円（5％税込）（本体2,400円）
定価2,520円（5％税込）（本体2.400円）
7479
7479

ピアノ・トリオ・セレクション
All The Things You are／
Caravan／シチリアーノ／イパネ
マの娘／On Green Dolphin
Street 以上全５曲

定価2,940円（5％税込）（本体2,800円）
定価2,940円（5％税込）（本体2,800円）
7480
7480

