
合唱・声楽関連書籍

分類                              書　　　　名 著者 出版社 税込価格 ﾊﾟﾅﾑｼﾞｶｺｰﾄﾞ 備考

音楽史 音楽史からみた　リズム・スタディ 荒尾　岳児　他16人共著 全音 1,404 SYZN11

音楽史 キリスト教と音楽～ヨーロッパ音楽の源流をたずねて 金澤　正剛 音友 2,160 SYTM48

音楽史 グレゴリオ聖歌選集 十枝　正子 ｻﾝﾊﾟｳﾛ 2,700 SY9002 CD付

音楽史 西洋音楽史100エピソード 久保田　慶一 教芸 1,296 SYKG09

音楽史 音楽再発見100エピソード 久保田　慶一 教芸 1,296 SYKG10

音楽史 日本の合唱史 戸ノ下達也 / 横山琢哉 青弓社 2,160 SYSI03

音楽史 文化のなかの西洋音楽史 ポール・グリフィス 音友 3,240 SYTM71

合唱指導 一声部から始める合唱指導 ～ その教授法 ～
カルドシュ・パール
訳　伊藤　直美

ﾊﾟﾅﾑｼﾞｶ 2,268 SYPM02

合唱指導 ヴォーカル・ウォームアップ200
クラウス・ハイツマン
訳　菅野　弘久

ﾊﾟﾅﾑｼﾞｶ 2,160 SYPM01

合唱指導 合唱エクササイズ [アンサンブル編１] 相澤　直人 ｶﾜｲ 1,080 SYAINOA

合唱指導 合唱エクササイズ [アンサンブル編２] 相澤　直人 ｶﾜｲ 1,080 SYAINOB

合唱指導 合唱エクササイズ [アンサンブル編３] 相澤　直人 ｶﾜｲ 1,080 SYAINOC

合唱指導 ★ 合唱エクササイズ [ニュアンス編] 相澤　直人 ｶﾜｲ 1,080 SYAINOK

合唱指導 合唱エクササイズ [発声編１] 松平　敬 ｶﾜｲ 1,080 SYMDTKA

合唱指導 合唱エクササイズ [発声編２] 松平　敬 ｶﾜｲ 1,080 SYMDTKB

合唱指導 合唱エクササイズ [発声編３] 松平　敬 ｶﾜｲ 1,080 SYMDTKC

合唱指導 合唱エクササイズ ［リトミック１] 岩本　達明 ｶﾜｲ 1,080 SYIWTTA

合唱指導 合唱エクササイズ ［リトミック２] 岩本　達明 ｶﾜｲ 1,080 SYIWTTB

合唱指導 合唱エクササイズ ［リトミック３] 岩本　達明 ｶﾜｲ 1,080 SYIWTTC

合唱指導 合唱エクササイズ [指揮編１] 相澤直人 / 名島啓太 ｶﾜｲ 1,080 SYAINJA

合唱指導 合唱エクササイズ [指揮編２] 相澤直人 / 名島啓太 ｶﾜｲ 1,080 SYAINJB

合唱指導 合唱エクササイズ [表現編１] 北條　加奈 ｶﾜｲ 1,080 SYHJKNA

合唱指導 合唱エクササイズ [表現編２] 北條　加奈 ｶﾜｲ 1,080 SYHJKNB

合唱指導 合唱エクササイズ [表現編３] 北條　加奈 ｶﾜｲ 1,080 SYHJKNC

合唱指導 合唱エクササイズ [作曲家編１] なかにしあかね ｶﾜｲ 1,080 SYNKAKA

合唱指導 合唱エクササイズ [作曲家編２] なかにしあかね ｶﾜｲ 1,080 SYNKAKB

合唱指導 合唱エクササイズ [作曲家編３] なかにしあかね ｶﾜｲ 1,080 SYNKAKC

合唱指導 合唱エクササイズ [指導編１] 清水　雅彦 ｶﾜｲ 1,080 SYSMMHA

合唱指導 合唱エクササイズ [指導編２] 清水　雅彦 ｶﾜｲ 1,080 SYSMMHB

合唱指導 合唱エクササイズ [育成編] 伊東　恵司 ｶﾜｲ 1,080 SYITKIA

合唱指導 合唱エクササイズ [運営編] 伊東　恵司 ｶﾜｲ 1,080 SYITKIB

合唱指導 合唱エクササイズ [ピアニスト編１] 松本　望 ｶﾜｲ 1,080 SYMTNZA

合唱指導 ★ 合唱エクササイズ [ピアニスト編２] 松本　望 ｶﾜｲ 1,080  SYMTNZB

合唱指導 心に響く 歌唱指導の言葉がけ 蓮沼　勇一 音友 2,376 SYTM63

合唱指導 かおるせんせの合唱塾 坂本　かおる 音友 2,160 SYTM64

合唱指導 合唱のイントロダクション
伊東　恵司
監修：島根県合唱連盟

ﾌﾞﾚｰﾝ 1,944 SYITKIF

合唱指導 合唱ハンドブック 日本合唱指揮者協会　編 ｶﾜｲ 1,728 SYKW20

合唱指導 必ず役立つ 合唱の本 清水　敬一 ﾔﾏﾊ 1,944 SYYM06

合唱指導 必ず役立つ 合唱の本 [レベルアップ編] 清水　敬一 ﾔﾏﾊ 1,944 SYYM06B

合唱指導 必ず役立つ 合唱の本 [教会音楽編] 松村　努 ﾔﾏﾊ 1,944 SYYM06C

合唱指導 必ず役立つ 学級担任のための 合唱の本 野本　立人 ﾔﾏﾊ 1,944 SYYM06D

合唱指導 必ず役立つ 合唱の本 [日本語作品編] 古橋　富士雄 ﾔﾏﾊ 1,944 SYYM06E

合唱指導 必ず役立つ 合唱の本 [ボイストレーニングと身体の使い方編] 北條加奈 / 監修：相澤直人 ﾔﾏﾊ 1,944 SYYM06G

合唱指導 外国語作品がわかる本 古橋　富士雄 ﾔﾏﾊ 2,592 SYYM06F

合唱指導 ★ 合唱のための実践練習書　女声・男声合唱編 古橋富士雄 / 武田雅博 ﾔﾏﾊ 2,376 SYYM10A

合唱指導 ★ 合唱のための実践練習書 混声合唱編 古橋富士雄 / 武田雅博 ﾔﾏﾊ 2,376  SYYM10B

合唱指導 ★ ヤマハデジタル教材　合唱練習 Vol.1 (教材アプリ収録DVD-ROM付) 発声法監修：北條加奈 ﾔﾏﾊ 8,100 SWYM01A Windows
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合唱指導 ★ ヤマハデジタル教材　合唱練習 Vol.2 (教材アプリ収録DVD-ROM付) 発声法監修：北條加奈 ﾔﾏﾊ 8,100 SWYM01B Windows

合唱指導 ★ ヤマハデジタル教材　合唱練習 Vol.3 (教材アプリ収録DVD-ROM付) 発声法監修：北條加奈 ﾔﾏﾊ 8,100 SWYM01C Windows

合唱指導 ★ ヤマハデジタル教材　合唱練習 Vol.4 (教材アプリ収録DVD-ROM付) 発声法監修：北條加奈 ﾔﾏﾊ 8,100 SWYM01D Windows

合唱指導 合唱指導テクニック －基礎から実践まで － 清水　敬一 NHK出版 3,456 SYNH03

合唱指導 悩める合唱指揮者のための手引き 粟飯原　栄子
指揮者講習会
実行委員会 2,160 SY9906B

合唱指導 中学校音楽科授業　成功の極意 小村　聡 明治図書 2,117 SYMI02

合唱指導 超一流の指揮者がやさしく書いた合唱指導の本 黒川　和伸 明治図書 2,160 SYMI04

合唱指導 ★ 学級担任の合唱コンクール指導 石川　晋 明治図書 1,685 SYMI05

合唱指導 ★ 中学生を本気にさせるひ学級担任のための合唱コンクール指導 小村　聡 明治図書 2,160 SYMI16

合唱指導 ★ 「魔法の５分間」アクティビティ 阪井恵・酒井美恵子 明治図書 2,160 SYMI06

合唱指導 もっとステップアップできる ! コーラス上達のポイント200 吉村　元子 ﾒｲﾂ出版 1,620 SYMT01

合唱指導 部活でもっとステップアップ「合唱のコツ50」 渡瀬　昌治 ﾒｲﾂ出版 1,620 SYMT02

合唱指導 イラストでみる合唱指導法 ～授業に生かせる指導マニュアル100 竹内　秀男 教育出版 2,592 SYKP02

合唱指導 小学校　段階的な合唱指導 [第3版] 竹内　秀男 教育出版 2,160 SYKP01

合唱指導 変声期と合唱指導法のエッセンス 竹内　秀男 教育出版 3,024 SYKP03 CD付

合唱指導 合唱指導のためのわかりやすい発声法 下田　正幸 音友 2,160 SYTM03

合唱指導 聴き合う耳と響き合う声を育てる合唱指導 寺尾　正 音友 3,240 SYTM72 DVD付

合唱指導 授業のための合唱指導虎の巻 眞鍋　淳一 音友 2,160 SYTM73

合唱指導 はじめての合唱指導 椿野　伸仁 音友 2,376 SYTM62A

合唱指導 子どもが輝く歌の授業 眞鍋　なな子 音友 2,160 SYTM62B

合唱指導 歌唱・合唱指導のヒント 富澤　裕 音友 2,376 SYTM58

合唱指導 歌唱共通教材　指導のヒント 富澤　裕 音友 2,160 SYTM58B

合唱指導 歌唱の授業づくりアイデア 丸山　久代 音友 2,160 SYTM62C

合唱指導 心を育てる合唱指導 渡瀬　昌治 教芸 2,160 SYKG06

合唱指導 合唱で導く音楽授業 渡瀬　昌治 教芸 1,944 SYKG08

合唱指導 初めての歌声づくり 藤原　勇 ｻｰﾍﾞﾙ 1,728 SYSB16

合唱指導 はじめようひ合唱　～あなたにそっと教える発声から指揮まで～ 青島広志 全音 2,268 SYZN09

合唱指導 ＴＨＥ 合唱コンクール 「THE 教師力」編集委員会 明治図書 1,037 SYMI03

指揮法 改訂新版　指揮法教程 斎藤　秀雄 音友 2,916 SYTM11

指揮法 完本　指揮法入門 高階　正光 音友 3,240 SYTM36

指揮法 はじめての指揮法 斉田　好男 音友 2,052 SYTM46

指揮法 学ぼう指揮法 Step by Step [新版] 山本　訓久 ｱﾙﾃｽ 2,376 SYAT01

事典・楽典 6ヶ国語音楽辞典 HEUTLING, Johanna Breitkopf 5,320 SY0100

事典・楽典 一番よくわかる楽典入門 木下　牧子 ﾅﾂﾒ社 1,620 SYNT03 CD付

事典・楽典 音楽のためのドイツ語事典 市川　克明 ｵﾝｷｮｳ 2,160 SYOK01

事典・楽典 音楽用語ハンドブック [改訂版] カワイ音楽教育研究所編 ｶﾜｲ 1,836 SYKW03

事典・楽典 キーワード150 音楽通論 久保田　慶一 ｱﾙﾃｽ 2,376 SYAT02

事典・楽典 おもしろ合唱事典 武田　雅博 音友 2,052 SYTM45

事典・楽典 いまさら聞けない合唱者の楽典 野呂　芳文 ﾄﾞﾚﾐ 1,944 SYDR05

事典・楽典 ポケット楽典 大角　欣矢 音友 1,028 SYTM29

事典・楽典 音楽の文章セミナー [改訂版] 久保田　慶一 音友 2,376 SYTM66

事典・楽典 ＮＨＫ 日本語発音アクセント新辞典 NHK放送文化研究所 NHK出版 5,400 SYNH01

事典・楽典 音楽教育実践学事典 日本学校音楽教育実践学会 音友 3,456 SYTM80A

事典・楽典 ★ 声楽用語辞典～コーネリウス・リードによる解剖と分析 コーネリウス・リード ｷｯｸｵﾌ 16,457 SYKO01A

作･編曲法 音楽の秘密を形式からひも解く「名曲の設計図」 青島　広志 全音 2,160 SYZN14

作･編曲法 楽曲の分類から表現に導く「名曲の完成図」 青島　広志 全音 2,376 SYZN15

作･編曲法 ★ 歌を作ろうひ宇宙でいちばんやさしい作詞作曲ガイドブック ミマス 音友 1,620 SYTM76

作･編曲法 合唱編作 ～混声４部合唱のわかりやすい編曲法～ 竹内　剛 ﾔﾏﾊ 2,160 SYYM04

作･編曲法 誰でもできる編曲入門 横山　詔八 音友 3,024 SYTM38
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研究書 愛のうた　バッハの声楽作品 マークス・ラータイ/木村佐千子 春秋社 2,700 SYSJ08

研究書 歌手ならだれでも知っておきたい「からだ」のこと
メリッサ・マルデ、メリージーン・アレン、
クルト＝アレクサンダー・ツェラー 春秋社 2,592 SYSJ06

研究書 うまく歌える「からだ」のつかいかた 川井　弘子 誠信書房 2,376 SYSS51A

研究書 ★ うまく歌える「からだ」のつかいかた 実践編 川井　弘子 誠信書房 3,456 SYSS51B

研究書 音楽家ならだれでも知っておきたい「呼吸」のこと バーバラ・コナブル 誠信書房 1,620 SYSS50A

研究書 音楽家ならだれでも知っておきたい「からだ」のこと バーバラ・コナブル 誠信書房 2,160 SYSS50B

研究書 メサイア 　理解と演奏のためのスタディ・ガイド
ヘルムート・リリング
訳者：菅野弘久 / 監修：本山秀毅

ﾊﾟﾅﾑｼﾞｶ 3,240 SYPM05

研究書 ファンダメンタルな楽曲分析 沼野　雄司 音友 2,160 SYTM81A

研究書 ★ 歌って・書いて・弾いて学ぶ 和音唱 市川　景之 音友 2,160 SYTM75

研究書 ★ ヴォチェスエイト・メソッド (The VOCES8 Method) 日本語版 SMITH, Paul Peters 4,360 SY2500A

語学・ことば 日本語発音アクセント新辞典 NHK放送文化研究所 NHK出版 5,400 SYNH01

語学・ことば ヘンデル《メサイア》必携 熊木　晟二 教育出版 2,592 SYKP04

語学・ことば レクイエム・ハンドブック 高橋　正平 ﾊﾝﾅ 1,080 SYCP01

語学・ことば 「メサイア」ハンドブック 三ケ尻　正 ﾊﾝﾅ 1,512 SYCP02

語学・ことば 音楽家の英語入門 三ケ尻　正 ﾊﾝﾅ 2,160 SYCP09

語学・ことば ミサ曲・ラテン語・教会音楽ハンドブック 三ケ尻　正 ﾊﾝﾅ 1,944 SYCP10

語学・ことば 歌うイタリア語ハンドブック 森田　学 ﾊﾝﾅ 2,052 SYCP12

語学・ことば 歌うドイツ語ハンドブック 三ケ尻　正 ﾊﾝﾅ 2,052 SYCP11

語学・ことば 歌唱のためのドイツ語発音法 高折　續 音友 3,672 SYTM08

語学・ことば How to pronounce Estonian　（エストニア語の発音） Fazer Fazer 340 KG9012 英語

第九 《第九》虎の巻　歌う人・弾く人・聴く人のためのガイドブック 曽我　大介 音友 2,052 SYTM70A

発声法 絶対!うまくなる　合唱100のコツ 田中　信昭 ﾔﾏﾊ 1,728 SYYM08

発声法 ヴォイス・ケア・ブック
ガーフィールド・デイヴィス
アンソニー・ヤーン

音友 3,456 SYTM74

発声法 ヴォーチェ・ディ・フィンテとその実践 当間　修一 全音 1,728 SYTMSYA

発声法 発声のメカニズム 萩野仁志 / 後野仁彦 音友 2,592 SYTM44

発声法 ★ 『医師』と『声楽家』が導く 人生最高の声を手にいれる6つのステップ 萩野仁志 / 後野仁彦 音友 2,592 SYTM44B

発声法 歌唱の仕組み その体系と学び方 リチャード・ミラー 音友 5,832 SYTM56B

発声法 舌根をやわらかくすると歌がうまくなる 立林　淳 ﾘｯﾄｰ 2,052 SYRM05 CD付

発声法 読むだけで、声と歌が見違えるほどよくなる本 福島　英 音友 2,376 SYTM61

発声法 声の品格を磨く本 福島　英 ｼﾝｺｰ 1,404 SYSM02

発声法 声とことばのトレーニング 加藤　友康 桐書房 2,160 SYKR01

発声法 上手に歌うためのＱ＆Ａ リチャード・ミラー 音友 4,320 SYTM56A

発声法 新･発声入門 森　明彦 芸術現代 4,404 SYGG02 CD付

発声法 身体で覚えるひ自然な歌声 田中　房子 音友 2,052 SYTM60

発声法 実用美声学 松尾　篤興 ｶﾜｲ 3,456 SYKW10

発声法 ボイスマッサージトレーニング　芸術指圧 鹿児島　達也 ｻｰﾍﾞﾙ 1,620 SYSB15

発声法 しゃべれれば歌えるひ発声トレーニング教本 モンデン　モモ ﾄﾞﾚﾐ 1,512 SYDR04A

発声法 しゃべれれば歌えるひ発声トレーニング教本２ モンデン　モモ ﾄﾞﾚﾐ 1,512 SYDR04B

発声法 ボディ・ラーニング～わかりやすいアレクサンダー・テクニーク入門 マイケル・ゲルブ 誠信書房 2,484 SYSS52A

読み物 明日もあえるのかな？　群青 3.11が結んだ絆の歌 坂元　勇仁 ﾊﾟﾅﾑｼﾞｶ 1,728 SYPM04

読み物 A.E. あるいは希望をうたうこと 新実　徳英 ｱﾙﾃｽ 2,376 SYAT05

読み物 イタリアの日常会話から学ぶ これで納得ひよくわかる音楽用語のはなし
関　孝弘
ラーゴ・マリアンジェラー

全音 2,052 SYZN10

読み物 イタリア語から学ぶ　ひと目で納得ひ音楽用語事典
関　孝弘
ラーゴ・マリアンジェラー

全音 1,944 SYZN12

読み物 誰でもぜったい　楽譜が読めるひ 辻　志朗 音友 1,080 SYTM43

読み物 楽譜を読むチカラ ゲルハルト・マンテル 音友 2,808 SYTM59

読み物 喝采、その日その日。 うたごころの現場から 本山　秀毅 ﾊﾟﾅﾑｼﾞｶ 1,512 SYPM03

読み物 高田三郎 祈りの音楽 佐野　智子 音友 3,780 SYTM65

読み物 「君も星だよ」合唱曲《COSMOS》にこめたメッセージ ミマス 音友 1,620 SYTM67

読み物 歌う医師があなたの声をデザインする「声の科学」 斉田　晴仁 音友 3,780 SYTM68

★印　新刊（2017年10月以降発行分） (データは2018年10月現在のものです。価格は予告なしに変更となる場合がございます。)- 100 -
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分類                              書　　　　名 著者 出版社 税込価格 ﾊﾟﾅﾑｼﾞｶｺｰﾄﾞ 備考

研究書 愛のうた　バッハの声楽作品 マークス・ラータイ/木村佐千子 春秋社 2,700 SYSJ08

研究書 歌手ならだれでも知っておきたい「からだ」のこと
メリッサ・マルデ、メリージーン・アレン、
クルト＝アレクサンダー・ツェラー 春秋社 2,592 SYSJ06

研究書 うまく歌える「からだ」のつかいかた 川井　弘子 誠信書房 2,376 SYSS51A

研究書 ★ うまく歌える「からだ」のつかいかた 実践編 川井　弘子 誠信書房 3,456 SYSS51B

研究書 音楽家ならだれでも知っておきたい「呼吸」のこと バーバラ・コナブル 誠信書房 1,620 SYSS50A

研究書 音楽家ならだれでも知っておきたい「からだ」のこと バーバラ・コナブル 誠信書房 2,160 SYSS50B

研究書 メサイア 　理解と演奏のためのスタディ・ガイド
ヘルムート・リリング
訳者：菅野弘久 / 監修：本山秀毅

ﾊﾟﾅﾑｼﾞｶ 3,240 SYPM05

研究書 ファンダメンタルな楽曲分析 沼野　雄司 音友 2,160 SYTM81A

研究書 ★ 歌って・書いて・弾いて学ぶ 和音唱 市川　景之 音友 2,160 SYTM75

研究書 ★ ヴォチェスエイト・メソッド (The VOCES8 Method) 日本語版 SMITH, Paul Peters 4,360 SY2500A

語学・ことば 日本語発音アクセント新辞典 NHK放送文化研究所 NHK出版 5,400 SYNH01

語学・ことば ヘンデル《メサイア》必携 熊木　晟二 教育出版 2,592 SYKP04

語学・ことば レクイエム・ハンドブック 高橋　正平 ﾊﾝﾅ 1,080 SYCP01

語学・ことば 「メサイア」ハンドブック 三ケ尻　正 ﾊﾝﾅ 1,512 SYCP02

語学・ことば 音楽家の英語入門 三ケ尻　正 ﾊﾝﾅ 2,160 SYCP09

語学・ことば ミサ曲・ラテン語・教会音楽ハンドブック 三ケ尻　正 ﾊﾝﾅ 1,944 SYCP10

語学・ことば 歌うイタリア語ハンドブック 森田　学 ﾊﾝﾅ 2,052 SYCP12

語学・ことば 歌うドイツ語ハンドブック 三ケ尻　正 ﾊﾝﾅ 2,052 SYCP11

語学・ことば 歌唱のためのドイツ語発音法 高折　續 音友 3,672 SYTM08

語学・ことば How to pronounce Estonian　（エストニア語の発音） Fazer Fazer 340 KG9012 英語

第九 《第九》虎の巻　歌う人・弾く人・聴く人のためのガイドブック 曽我　大介 音友 2,052 SYTM70A

発声法 絶対!うまくなる　合唱100のコツ 田中　信昭 ﾔﾏﾊ 1,728 SYYM08

発声法 ヴォイス・ケア・ブック
ガーフィールド・デイヴィス
アンソニー・ヤーン

音友 3,456 SYTM74

発声法 ヴォーチェ・ディ・フィンテとその実践 当間　修一 全音 1,728 SYTMSYA

発声法 発声のメカニズム 萩野仁志 / 後野仁彦 音友 2,592 SYTM44

発声法 ★ 『医師』と『声楽家』が導く 人生最高の声を手にいれる6つのステップ 萩野仁志 / 後野仁彦 音友 2,592 SYTM44B

発声法 歌唱の仕組み その体系と学び方 リチャード・ミラー 音友 5,832 SYTM56B

発声法 舌根をやわらかくすると歌がうまくなる 立林　淳 ﾘｯﾄｰ 2,052 SYRM05 CD付

発声法 読むだけで、声と歌が見違えるほどよくなる本 福島　英 音友 2,376 SYTM61

発声法 声の品格を磨く本 福島　英 ｼﾝｺｰ 1,404 SYSM02

発声法 声とことばのトレーニング 加藤　友康 桐書房 2,160 SYKR01

発声法 上手に歌うためのＱ＆Ａ リチャード・ミラー 音友 4,320 SYTM56A

発声法 新･発声入門 森　明彦 芸術現代 4,404 SYGG02 CD付

発声法 身体で覚えるひ自然な歌声 田中　房子 音友 2,052 SYTM60

発声法 実用美声学 松尾　篤興 ｶﾜｲ 3,456 SYKW10

発声法 ボイスマッサージトレーニング　芸術指圧 鹿児島　達也 ｻｰﾍﾞﾙ 1,620 SYSB15

発声法 しゃべれれば歌えるひ発声トレーニング教本 モンデン　モモ ﾄﾞﾚﾐ 1,512 SYDR04A

発声法 しゃべれれば歌えるひ発声トレーニング教本２ モンデン　モモ ﾄﾞﾚﾐ 1,512 SYDR04B

発声法 ボディ・ラーニング～わかりやすいアレクサンダー・テクニーク入門 マイケル・ゲルブ 誠信書房 2,484 SYSS52A

読み物 明日もあえるのかな？　群青 3.11が結んだ絆の歌 坂元　勇仁 ﾊﾟﾅﾑｼﾞｶ 1,728 SYPM04

読み物 A.E. あるいは希望をうたうこと 新実　徳英 ｱﾙﾃｽ 2,376 SYAT05

読み物 イタリアの日常会話から学ぶ これで納得ひよくわかる音楽用語のはなし
関　孝弘
ラーゴ・マリアンジェラー

全音 2,052 SYZN10

読み物 イタリア語から学ぶ　ひと目で納得ひ音楽用語事典
関　孝弘
ラーゴ・マリアンジェラー

全音 1,944 SYZN12

読み物 誰でもぜったい　楽譜が読めるひ 辻　志朗 音友 1,080 SYTM43

読み物 楽譜を読むチカラ ゲルハルト・マンテル 音友 2,808 SYTM59

読み物 喝采、その日その日。 うたごころの現場から 本山　秀毅 ﾊﾟﾅﾑｼﾞｶ 1,512 SYPM03

読み物 高田三郎 祈りの音楽 佐野　智子 音友 3,780 SYTM65

読み物 「君も星だよ」合唱曲《COSMOS》にこめたメッセージ ミマス 音友 1,620 SYTM67

読み物 歌う医師があなたの声をデザインする「声の科学」 斉田　晴仁 音友 3,780 SYTM68

★印　新刊（2017年10月以降発行分） (データは2018年10月現在のものです。価格は予告なしに変更となる場合がございます。)

分類                              書　　　　名 著者 出版社 税込価格 ﾊﾟﾅﾑｼﾞｶｺｰﾄﾞ 備考

読み物 武満徹 ある作曲家の肖像 小野　光子 音友 5,940 SYTM69

読み物 ひたすらないのち 高田　三郎 ｶﾜｲ 3,024 SYKW04

読み物 ヤマガラ日記 [新装版] 三善　晃 ｶﾜｲ 2,700 SYKW11

読み物 和声法がさくさく理解できる本 土田　京子 ﾔﾏﾊ 1,026 SYYM09A

読み物 ★ 和声法がぐんぐん身につく本 土田　京子 ﾔﾏﾊ 1,026 SYYM09B

読み物 合唱っていいなひ 新実　徳英 洪水企画 1,404 SYKZ01

読み物 光の雅歌～西村朗の音楽 西村朗 / 沼野雄司 春秋社 3,240 SYSJ02

読み物 なまずの孫　１ぴきめ・２ひきめ・３ひきめ　セット 深沢　眞二 ﾒﾛｽ 2,268 QW0347

読み物 パリのモーツァルト　その光と影 澤田　義博 ｱｶﾃﾞﾐｱ 1,620 SYAC01

合唱関係アクセサリー

分類 商品名 税込価格 パナムジカコード 　備考

バインダー 楽譜バインダー No.669b 　 紙製 250×330㎜ （黒） 3,000 AC0020

バインダー 楽譜フォルダー  (HEP WP製・黒)　220×309mm 350 AC0013A

指揮棒 指 揮 棒   FT-120  240mm （グラスファイバー製） 1,296 AC0021

指揮棒 指 揮 棒   FT-150K  320mm （グラスファイバー製） 1,620 AC0022K

ケース タクトハードケース　HC-50 /　380×20×20㎜ 5,400 AC0025

調子笛 ピッチパイプ    P-13E 丸型 / 13音（Eスケール） 1,836 AC0030

調子笛 電子ピッチパイプ PocketTones [クロマチックC調] 2,549 AC0031C

音 叉 ミニ音叉ペンダント　A=440Hz 1,296 AC0038A

音 叉 ミニ音叉ペンダント　A=442Hz 1,296 AC0038B

音 叉 音叉　Nr.920　A=440Hz（長さ10.5cm、直径3.6mm） 886 AC0039A

音 叉 音叉　Nr.921　A=440Hz（長さ12cm、直径4.5mm） 756 AC0039B

音 叉 音叉　Nr.921　A=442Hz（長さ12cm、直径4.5mm） 756 AC0039C

譜 面 台  ｱﾙﾐ譜面台  ＭＳ-380A/ 高さ～120cm （ｷｬﾘﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾞ付） 4,104 AC0041

楽譜補強フィルム 楽譜補強フィルム 　 厚さ0.1㎜/サイズ32cm×1.5ｍ 745 AC0050

五線テープ 張ってはがせる五線テープ　五楽線 （12mm幅 x 5m） 518 AC0090A

メトロノーム コンパクトメトロノーム [ブラック/グリーン/マンゴーオレンジ/ラズベリーピンク] 各 3,456 AC0063A～Ｄ

メトロノーム 　 デジタルメトロノーム　DM01 2,376 AC0058

音取り・音程練習
ソフトウェア プリマヴィスタ　２　（松下耕氏監修） 12,000 SWKW01A Windows

楽譜作成
ソフトウェア スコアメーカー Platinum 51,840 SWKW04A Windows

楽譜作成
ソフトウェア スコアメーカー Platinum アカデミック 42,120 SWKW04B Windows

楽譜作成
ソフトウェア スコアメーカー Standard 32,400 SWKW04C Windows

楽譜作成
ソフトウェア スコアメーカー Elements 22,680 SWKW04D Windows

楽譜作成
ソフトウェア スコアメーカー 学校版 41,040 SWKW04E Windows

キーボード ミニ・キーボード SA-46 3,980 AC0100A

アダプター カシオACアダプター　AD-E95100LJ 2,700 AC0100B

キーボード ハーモニー＆リズム練習用キーボード JUSTY  HK-100 49,680 AC0200A

ケース JUSTY 専用キャリング・ケース　CB-GO61 7,560 AC0200B

ケース JUSTY 専用ハードケース　TB-HKGO61 37,800 AC0200C

スタンド キーボード・スタンド　KS-12 15,120 AC0200D

デジタルレコー
ダー ★ オーディオレコーダー R-07 [ブラック/ホワイト/レッド] 24,840 AC0067A～C

デジタルレコー
ダー 　 SD/CDレコーダー CD-2u 59,292 AC0068A

ボーカルトレーナー ボーカル・トレーナー VT-12-BK 15,300 AC0069A

　　Roland

メーカー

　　ドイツ STAR社

　　トンボ

　　カナダ　The Black Folder 社

　　HEP WP

　　ピックボーイ

　　ピックボーイ

　　ピックボーイ

　　アリアミュージックオフィス

　　セイコー

　　ピックボーイ

　　ピックボーイ

　　バークレイ

　　フィルムルックス

　　ウィットナー

　　ウィットナー

　　Roland

　　Roland

　　Roland

　　ウィットナー

　　河合楽器製作所

　　Roland

　　河合楽器製作所

　　河合楽器製作所

　　河合楽器製作所

　　河合楽器製作所

　　CASIO

　　セイコー

　　Roland

　　Roland

　　河合楽器製作所

　　CASIO
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