
出版物

PUBLICATION

ソフトとハードが伴うことで、より効果的な学習が期待できます。スズキでは、楽器の特長を最大限に

引き出す教本や曲集、先生のご指導をバックアップする掛図や曲データなどを揃え、効率的で効果

的な学習を支援しています。

スズキ 出版物 検 索
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メロディオン出版物

1953年東京都生まれ。自由学園男子部、国際基督教大学教養学部卒業後、バーク
リー音楽大学にて作編曲専攻。帰国後CM、テレビ・ラジオの音楽制作に関わる。代表作
に「ルパン三世風魔一族の陰謀」サントラ、J-Wave番組テーマ「アフターザレイン」などが
ある。2004年からは音楽の特性を応用した呼吸法メソッド「音楽呼吸法」を創案。その後
2008年からは名称を「ボディリズム」に変え、Vリーグ女子バレーボール、第一生命女子
陸上部、大手企業研修などでの指導が注目されている。2016年10月マイナビ出版より
「1日１分自律神経を整える呼吸CDブック 宮浦清著 有田秀穂 医学監修」を発売。
2017年5月、宮浦清の呼吸メソッドを統括する合同会社音楽呼吸総研を設立。

宮浦  清
● 著者

「音楽づくりの指導、何から始めたらいいの？」
とお悩みの先生方へ
本書は、著者の実践から子どもたちが本当に楽しんで取り組む
活動ばかりを集めた、鍵盤ハーモニカ＆リコーダーでできる音楽
づくりの入門ワザ集です。音楽づくりの活動には子どもたちに最
低限の知識や技能といった土台が必要です。その土台づくりに
本書が活躍します。また、鍵盤ハーモニカやリコーダーの導入、
常時活動にもご活用いただけます。付録CDにはお手本演奏と
伴奏を収録。リズミカルな伴奏で子どもたちもノリノリです！

1音からでも楽しい活動になるノリノリ伴奏CD付き！

1981年生まれ。尚美学園大学でジャズ＆ポップスを専攻。研究テーマは「対
話する音楽づくり」。音楽での思考力やコミュニケーションに視点をあて、授業
実践を積み重ねている。子どもの思考を生かした音楽づくりやiPadを活用した
授業構成、鍵盤ハーモニカやリコーダーの新たな活用法を切り口に研究を進
めている。全国各地の研究会や研修会等で主に「音楽づくり」の指導法や授
業アイディアの講師を務め好評を博している。「音楽の楽しさを伝えたい」とい
う思いから工夫を凝らした実践を次々と開発中。子どもが輝く楽しく知的な実
践には授業改善のヒントがたくさん詰まっている。

平 野  次 郎
● 著者

筑波大学附属小学校
教諭（音楽課）

お手本演奏

伴　奏

マイナスワン
再生機能対応

「先生、楽しいね!」と言わせる
音楽づくり入門ワザ21
税込価格 ￥1,980（本体 ￥1,800） CN.56261

体 裁
CD収録内容
備 考

B5版 全62ページ
43トラック（お手本演奏・伴奏）
メロディオン・ソプラノリコーダー向け

：
：
：

W e b で
聴 ける

W e b で
聴 ける

平野次郎/著

収録内容

DVD ケンハモ音楽呼吸法
税込価格 ￥5,280（本体 ￥4,800） CN.56281
メロディグラフによるソングブックvol.1

「メロディグラフ」はメロディと音の長さをグラフで表した
ものです。リズムに合わせて動くカラーグラフに合わせて
鍵盤ハーモニカを吹くだけで曲が演奏でき、一人でもアン
サンブルでも楽しめます。ロングトーンとリズムの基礎練
習も収録。本製品は鍵盤ハーモニカの演奏を通して、長く
深く呼吸することを意識した構成になっています。この意
識的な呼吸が、精神を安定させストレスを軽減させる効果
がある脳内ホルモン「セロトニン」を活性化させることが証
明されました。鍵盤ハーモニカを楽しく演奏しながら、呼吸
によるうれしい効果も期待できます。

「メロディグラフ」を活用した鍵盤ハーモニカ演奏と
呼吸法のメソッドを収録したDVD

キレイなロングトーン/ロングトーンと指練習/
リズム組曲/リズムの経験/キラキラ星/カッ
コー/カエルの合唱/小ぎつね

W e b で
聴 ける

小ぎつね/大きな栗の木の下で/春の日の花と輝く/聖者の行進/別れ/ヴォルガの舟歌/ゆかいなまきば/た
ぬきのたいこ/山のポルカ/ちょうちょう/サラスポンダ/まきびとひつじを/ぶんぶんぶん/アマリリス/かすみか
くもか/かっこう/メリーさんのひつじ/ロンドン橋/かえるの合唱/きらきらぼし/チェッチェッコリ/はと/つき/めだ
かの学校/かたつむり/グッドバイ/とんぼのめがね/おつかいアリさん/赤い鳥小鳥/勝利をたたえる歌/小鳥
のうた/どじょっこふなっこ/桃太郎/すうじの歌/てるてる坊主/うみ/やまびこごっこ/おちゃらか ほい/とんくる
りん ぱんくるりん/おおきなわがあれば/そうだったらいいのにな/おべんとう/あめふり/どんぐりさんのおうち/
チューリップ/お正月/いっぽんばしこちょこちょ/むっくりくまさん/雪/たき火/こいのぼり/くつが鳴る/富士山/
キューピーさん/虫の声/ほたるこい/とんび/うさぎとかめ/かわいい魚屋さん/草競馬/たこの歌/一月一日/
夢のお馬車/静かにねむれ/こうま/春の小川/おなかのへるうた/おかあさん/たなばたさま/ジングルベル/か
くれんぼ/茶つみ/ひよこ/パンダ うさぎ コアラ/あいうえおにぎり/どんなかお/キャベツの中から/かもつれっ
しゃ/マーチング・マーチ/ちょんまげマーチ/このゆびとまれ/棒がいっぽんあったとさ/おおきなかぶ/菩提樹/
ブラームスの子守唄/よろこびの歌/アメイジング・グレイス/ハクション大魔王のうた/ポケモンしりとり/どん
ないろがすき/しまうまグルグル/森の小径/笑点のテーマ/むすんでひらいて/埴生の宿/手をたたきましょう/
こいぬのマーチ/おおスザンナ/若者たち/漕げよマイケル/もろびとこぞりて/ロード/情熱の薔薇/夏祭り/
愛唄/クリスマス・イブ/チェリー/長い間/海の声/バンザイ/夜空ノムコウ/いすゞ のトラック/三日月/secret 
base～君がくれたもの～/らいおんハート/春よ、来い/島人ぬ宝/WAになっておどろう/ドラえもん/アンパン
マンたいそう/勇気100％/世界がひとつになるまで/アンパンマンのマーチ/おどるポンポコリン/さんぽ/贈
る言葉/悲しくてやりきれない/スワニー河/オーラ・リー/アニー・ローリー/いえイェイ/アイアイ/犬のおまわり
さん/夕焼け小焼け/もみじ/浜辺の歌/思い出のアルバム/ありがとうさようなら/おしりフリフリ/赤いやねの
家/さとうきび畑/ねこふんじゃった/チャルメラ/はじめての、アコム/永谷園の麻婆春雨/あなたとコンビニ
ファミリーマート/日清 チキンラーメン/消臭力のうた/不二家ミルキー/クロネコヤマトの宅急便

※1オクターブで演奏できるように編曲している曲や、曲の一部のみを掲載している曲も含みます。

1オクターブの白い鍵盤8音（ドレミファソラシド）だけで演奏できる曲を、たっぷ
り150曲※掲載した楽譜集。楽器に貼って使えるドレミシールを付属しているの
で、楽譜が読めない方でも気軽に演奏を楽しめます。鍵盤楽器・吹奏楽器・打楽
器・音遊び楽器など、ひとりからみんなまで、どんな楽器でどんな風に楽しむかは
無限大！YouTubeでは一部演奏例をご覧いただけます。

8音だけで演奏できる曲をたっぷり
150曲収録した楽譜集

8音で∞に
たのしむメロディ集
税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56291

体 裁
備 考

A4版 全132ページ
ドレミシール付き
：
：

むげん

掲載曲

楽譜集 ※出版物に関する最新の情報（価格・掲載曲一覧など）につきましてはスズキウェブサイトでご確認いただけます。

特許 第6828940号　発明者 宮浦清
特許権者 音楽呼吸総研（IMB）

音楽呼吸総研（IMB）/制作著作
有田 秀穂（東邦大学名誉教授）/監修
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メロディオン出版物

楽譜集／メロディオン出版物

収録フレーズ チキンラーメン/明治チョコレート/スモーク・オン・ザ・ウォーター /
ルパン三世/モーニン

掲載曲 オーラ・リー/歓びの歌/おおスザンナ/Happy Birthday To You/いつか王子様が/アニー・ローリー/グリーンスリーブス/聖者の行進/アメイジング・グレイス/
THE WATER IS WIDE/ロンドンデリー・エア/ジュ・トゥ・ヴ/クリスマスおめでとう/大きな古時計/ジ・エンターティナー

収録曲 アイガットリズム/アメイジング・グレイス/さくらさくら/
ハッピーバースデー・トゥ・ユー

子どもの鍵盤ハーモニカ演奏とひと味ちがう、大人の演奏ス
タイルを提案しながら、五線譜を使用しないやさしい解説で
ケンハモの奏法を少しずつ身につけていきます。付属のCD
にはお手本演奏や伴奏を収録。おしゃれでかっこいいケンハ
モ演奏の基本を楽しみながら学べます。

解りやすく・楽しく・カッコ良く！
今からはじめられる大人のケンハモ教本！

1からはじめる大人のケンハモ
税込価格 ￥2,750（本体 ￥2,500） CN.56262
得田サトシ/著
体 裁 A4版 全52ページ：

鍵 盤 ハ ー モ ニ カ

聴き馴染みのある名曲を集めた大人のケンハモレッスン本です。
指番号と階名を併記しましたので、これから音楽をはじめたい方
はもちろん、楽譜に苦手意識のある方やケンハモビギナーの方
も気軽に演奏する楽しさを味わっていただけます。付属CDに収
録のお手本演奏と伴奏がレッスンをサポートします。

あの映画の、あのCMの、「知ってるあの曲」でレッスン！

知ってるメロディでチャレンジ！
大人のケンハモレッスン
税込価格 ￥2,750（本体 ￥2,500） CN.56263
得田サトシ/著
体 裁 A4版 全48ページ：

W e b で
聴 ける

掲載曲
アマリリス/カントリーロード/オーバー・ザ・レインボー/茶色の小瓶/
いとしのエリー/Yesterday once more/パリの空の下/恋のバカンス/
海＋我は海の子/カリオカの夜/ムーン・リバー/戦場のメリークリスマス/
SKA ME CRAZY

ジャズピアニストであり鍵盤ハーモニカ奏者。和洋の音楽をミックスさせたスタイルとジャ
ズの即興演奏で培った表現力で国内外問わず活躍。近年「けんはもプロジェクト」を立ち
上げ、子どもたちに一番身近な鍵盤ハーモニカを使ったイベントを各地で開催している。

得 田 　 サトシ
● 著者

単音から演奏に参加できる「簡単パート」「コード伴奏」「メ
ロディ」で構成しています。経験豊富な方もビギナーの方
も、気軽にケンハモアンサンブルを楽しんでいただける楽
譜集です。

1音から参加できるケンハモアンサンブル！

素敵な大人の
ケンハモアンサンブル
税込価格 ￥2,750（本体 ￥2,500） CN.56264
得田サトシ/著
体 裁 A4版 全48ページ：

W e b で
聴 ける

W e b で
聴 ける
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メロディオン出版物

リコーダー出版物

リコーダーが得意なリコーダー君。リコーダーの腕をさらに磨こうと、
修行の旅に出ます。旅の途中で、色々な人と出会い、リコーダー君は大
きく成長して旅を終えます。これまでの導入本とは一味違った漫画で学
べるリコーダー教則本。皆さんもリコーダー君と一緒に旅をしながら、
楽しくリコーダーをマスターしませんか。

本書は先生向けリコーダー導入指導用のCD付指導曲集です。子どもた
ちがリコーダーの練習を楽しみながら、しっかりとステップアップしてい
けるように作成しています。リコーダーの練習に鍵盤ハーモニカ・パート
を加える形で構成していますので、リコーダー・パートが先に終わった子
には、鍵盤ハーモニカに取組んでもらうこともできます。子どもたちの歩
みにあわせてお使いいただける便利で楽しい指導曲集です。

税込価格 ￥330（本体 ￥300） CN.56411

リコーダー教則本
リコーダー君の旅 ～旅立編～

掲載曲 きれいな空／悲しみ／タンギンガー／こもりうた／めいワルツ／
牧人ひつじを／ワルツ／もしも私がタカならば／さよなら　全9曲

掲載曲 くっきりタンギング／リズムにのってタンギング（ト長調）／とんではねて／マーチ／リズムにのってタンギング（ヘ長調）／夏の朝／やさしい風／いまなんじ？／ファンファーレ／ハイキング／
さよなら／スキップ／ひびくようたごえ／そりはすすむ／ガタゴトほろ馬車／ふんわり雲さん／竹田の子守唄／水中さんぽ／くもがふんわり／ロックンローラー／ソラ・レーオ！　全21曲

税込価格 ￥1,980
（本体 ￥1,800） CN.56412

リコーダー導入学習用・指導曲集
はじめよう！ 楽しいリコーダー

体 裁
CD収録内容
録音使用楽器
備 考

：
：
：
：

千田鉄男/編著

本製品はP81で
より詳細な情報を
ご覧いただけます。

B5版 全52ページ ○～○の練習＋2曲 全21曲
42トラック（全21曲 各曲お手本演奏・伴奏）
リコーダー SRE-515テルトンモデル・鍵盤ハーモニカ M-32C
ソプラノリコーダー向け

シ ド

備 考
体 裁

：
：
ソプラノリコーダー向け
B5版 全22ページ

体 裁 ：B5ヨコ版 全26ページ

音あそびの要素をたくさん取り入れました。音あそびを楽しみながら、自然とメロディオンの演奏ができるようになる内容で
す。最後のページにはチャレンジ用の曲として、テレビ番組のテーマソングやCMソングの中から、子どもたちも演奏できる、
簡単で印象的なフレーズを集め掲載しました。テレビで聞いたことのある曲を、自分で演奏できると、きっと楽しいでしょう。

各ページに「学習のねらい」を記載し、目標を掲げました。目標を順に達成することで、
段階的に演奏ができるようになっていく構成です。

メロディオンのほん
税込価格 ￥330（本体 ￥300） CN.56260

メロディオンに初めて触れる園児・児童のためのメロディオン導入本です。

掲載曲 ありさんのおはなし／ほたるこい／チューリップ／どれみあそび／むっくりくまさん／おどるポンポコリン／ピタゴラスイッチテーマソング／あなたとコンビにファミリーマート／
笑点テーマソング／明治チョコレートCMソング／チキンラーメンCMソング／石焼きいも屋さん　全12曲
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メロディオン出版物／リコーダー出版物
トーンチャイム出版物

トーンチャイム出版物

新訂 トーンチャイム入門
税込価格 ￥1,320
（本体 ￥1,200） CN.56556

菅野眞子／編著

トーンチャイム小曲集（導入編）
改訂新版

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56565

サーベル社／監修

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56566

サーベル社／監修

トーンチャイム小曲集（初級編）
改訂新版

トーンチャイム教本
改訂新版

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56715

サーベル社／監修

トーンチャイムのためのクラシック名曲集
改訂新版

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56568

サーベル社／監修

トーンチャイムのためのJ-POP
改訂新版

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56569

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56721

サーベル社／監修

トーンチャイムのためのJ-POP2
増補改訂版

サーベル社／監修

トーンチャイムのためのスタジオジブリ作品集
増補版・改2

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56722

サーベル社／監修

トーンチャイム・ハンドベルのためのブライダル曲集
増補改訂版

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56711

サーベル社／監修

税込価格 ￥1,980
（本体 ￥1,800） CN.56714

サーベル社／監修

音楽療法の現場で
増補改訂版

※出版物に関する最新の情報（価格・掲載曲一覧など）につきましてはスズキウェブサイトでご確認いただけます。

納品にお時間をいただく場合がございます。

トーンチャイムの演奏の仕方か
ら、ベル割り、スコアの作り方ま
で、詳しく解説した入門書です。

ミュージックベル、トーンチャイム
を音楽療法の現場で使用するこ
とを想定した内容になっています。

みんなでベル/わたしのベル/チャップスティック/アビニヨンの橋の上で/雪/たなば
たさま/ひらいたひらいた/かごめかごめ/さくら/春の小川/かえるのがっしょう/花嫁
人形/ゆりかごのうた/ふるさと/十五夜お月さん/背くらべ/虫のこえ/聖者の行進/
アニー・ローリー /オーバーザレインボー /シューベルトの子守歌/モーツァルトの子
守歌/ブラームスの子守歌/オーラリー /きよしこの夜/赤鼻のトナカイ/グリーン ス
リーブス/ララルー /シンコペーティド クロック/五月のうた/80日間世界一周/大き
な古時計/春の曲メドレー（早春賦・春の小川・さくら）/春の小川/たき火　全35曲

トーンチャイムを使ってクラシック
の名曲を演奏したい方へ。2オク
ターブ・3オクターブで演奏するた
めにアレンジした曲集です。

プレリュード 第7番/「四季」より 春/「四季」より 秋/主よ、人の望みの喜びよ/「くる
み割り人形」より マーチ/「蝶々夫人」より ある晴れた日に/のばら/モーツァルトの子
守歌/「ペールギュント 第1組曲」より 朝/「メサイヤ」より ハレルヤ/アダージョ /愛
の夢 第3番/愛のあいさつ/ピアノソナタ 第11番/ピッツィカート・ポルカ/ドナウ川
のさざ波/ラルゴ/ハンガリア舞曲 第5番/組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥/結婚
行進曲/野ばら/エンターティナー /パッヘルベルのカノン/G線上のアリア/ノク
ターン op.9-2/エリーゼのために/歌劇「魔弾の射手」より 秋の夜半　全27曲

トーンチャイムを使ってスタジオジ
ブリの映画音楽を演奏したい方へ。
1人、2人、3人…と少人数でも演
奏できるように編曲しました。

すすわたり/ルージュの伝言/さんぽ/はにゅうの宿/わたしのこころ/い
つでも誰かが/ナウシカ・レクイエム/タタラ踏む女達－エボシタタラう
た－/アジアのこの街で/ポルコとジーナのテーマ/君をのせて/ものの
け姫/鳥になった私/風の丘/さんぽ/いつも何度でも/ひとりぼっちはや
めた/風になる/Arrietty's Song/Fine On The Outside/ひこうき雲
全21曲

トーンチャイムやハンドベルにピッ
タリのブライダルで演奏される曲
を集めました。

「ローエングリン」より 結婚行進曲/花嫁人形/ハワイの結婚の歌/世界は二
人のために/乾杯/大切なあなた/Can You Celebrate？/未来予想図II/
オペラ「椿姫」より 乾杯の歌/「平均律 第1巻 第1番」プレリュード/愛の夢 
第3番/愛のあいさつ/結婚行進曲/ハッピー サマー ウェディング/これが私
の生きる道/渚のアデリーヌ/Love is ... /愛の誓い/瀬戸の花嫁/ここに幸
あり/ミニハムずの結婚ソング/Love Love Love/ミッキーマウス・マーチ/愛
の喜び/愛の讃歌/She/L-O-V-E/いつくしみ深き/妹背をちぎる　全29曲

トーンチャイムを使ってJ-POPの
名曲を演奏したい方へ。2オクター
ブ・3オクターブで演奏するために
アレンジした曲集です。

TSUNAMI/亜麻色の髪の乙女/渡る世間は鬼ばかり/明日があるさ/花/
星屑の街/眠れぬ夜は君のせい/believe/Voyage/Sweet Memories/
夜明けのスキャット/知床旅情/Forever to me ～終わりなき悲しみ～/季
節の中で/瑠璃色の地球/さとうきび畑/おさかな天国/翼をください/Ts 
Waltz/ワダツミの木/島唄/世界に一つだけの花/花は咲く/Butterfly　
全24曲

トーンチャイムを使ってJ-POPの
名曲を演奏したい方へ。2オクター
ブ・3オクターブで演奏するために
アレンジした曲集の第2弾です。

栄光の架橋/白い巨塔/花（「いま、会いにゆきます」主題歌）/シスター /
桜/言葉にできない/瞳をとじて（「世界の中心で、愛をさけぶ」より）/ハナ
ミズキ/もらい泣き/Every Heart～ミンナノキモチ～/赤いスイートピー /い
い日旅立ち/ひだまりの詩/涙そうそう/世界の約束（「ハウルの動く城」主
題歌）/夜空ノムコウ/きよしのズンドコ節/浪花いろは節/自分のために/メ
ヌエット/CAROLS/崖の上のポニョ /泣かないで/レット・イット・ゴー～あり
のままで～　全24曲

これからトーンチャイムをはじめようと
思っている方に役立つ本です。2オク
ターブで演奏するための曲集です。

小犬のマーチ/キラキラ星/さよなら/ハッピー・バースディ・トゥー・ユー /山
の音楽家/よろこびのうた/ジングルベル/小さな世界/月の光/聖者の行進
/赤い河の谷間/一週間/おけいこ/シェルブールの雨傘/アルプス一万尺/
ドナウ川のさざ波/夕やけこやけ/エーデルワイス/Nobody Knows/クラリ
ネットをこわしちゃった/ロンドンデリーの歌/祈り/野バラに寄す/ホワイトクリ
スマス/チャップスティック 全25曲

これからトーンチャイムをはじめよ
うと思っている方に役立つ本です。
2オクターブ・3オクターブで演奏
するための曲集です。

オーラ・リー /天国と地獄/びっくりシンフォニー /アメリカ・ザ・ビューティ
フル/ひいらぎ飾ろう/We Wish You A Merry Christmas/「新
世界」より 家路/威風堂々 /見よ勇者は帰る/80日間世界一周/愛
のオルゴール/ひだまりの詩/花/もののけ姫/「千と千尋の神隠し」
いつも何度でも/大きな古時計/狼なんか怖くない/パプリカ/窓　
全19曲

トーンチャイムの構造、演奏の仕
方など、やさしく解説した教本です。

アビニヨンの橋の上で/ほたるこい/茶色の小びん/さよなら/春の小
川/よろこびのうた/天国と地獄/聖者の行進/山の音楽家/とんぼの
めがね/祈り/愛のロマンス/猫ふんじゃった/「眠れる森の美女」よりワ
ルツ/星条旗よ永遠に/エデンの東/世界に一つだけの花　全17曲

Tone Chime Fantasy
税込価格 ￥1,980
（本体 ￥1,800） CN.56724

熊原幹恵／編著

本曲集は４オクターブ半を使用し
たアレンジになっています。上級
者向けの曲集です。

さくら独唱/赤いスイートピー/手紙～拝啓十五の君へ～/ハナミズ
キ/TAKE FIVE/さとうきび畑/道/見上げてごらん夜の星を/青春
の輝き/アメイジング・グレイス　全１０曲
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トーンチャイム出版物

CDトーンチャイム曲集 グリーンアルバム
税込価格 ￥2,095
（本体 ￥1,905） CN.56532

ベルでソルフェージュ
増補改訂版

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56564

サーベル社／監修

ベルハーモニー小曲集1
改訂新版

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56567

サーベル社／監修

※出版物に関する最新の情報（価格・掲載曲一覧など）につきましてはスズキウェブサイトでご確認いただけます。

ベルハーモニー出版物 ※出版物に関する最新の情報（価格・掲載曲一覧など）につきましてはスズキウェブサイトでご確認いただけます。

納品にお時間をいただく場合がございます。

ベルハーモニーを初めてあつかう
方でも8音セットを使って音符や
楽譜・拍子など音楽の基礎知識
を楽しく身につけることができます。

小犬のマーチ/ちょうちょ/アビニヨンの橋の上で/ほたるこい/チューリップ/さよなら/
河は呼んでいる/かえるのうた/山の音楽家/よろこびのうた/キラキラ星/ドレミのうた/
一年中の歌/虹の彼方に/みんなでつくろう/楽しいね/おへそ/テキサスの黄色いバラ/
アメージング・グレイス/月の光/大きな栗の木の下で/もろびとこぞりて/ひいらぎ飾ろう/
いざうたえ/主人は冷たい土の中に/どじょっこふなっこ/とんでったバナナ/旅愁/口笛
ふいて/春の小川/夕やけこやけ/赤鼻のトナカイ/故郷の人々/めだかの学校/ゆか
いな牧場/聖しこの夜/おなかのへる歌/ローズ/ウィンター・ワンダーランド　全３９曲

8音セット・13音セット・13音セット
を2セット・13音セットとピアノなど、
それぞれのベルハーモニーのセットや
ベルにあわせてアレンジした曲集です。

ぶんぶんぶん/月/こげよマイケル/鳩/ジングルベル/とんぼのめがね/あ
めふり/虫のこえ/とんび/野ばら（ウェルナー）/春の日の花と輝く/家路 
交響曲第9番新世界より/一人の手/おつかいありさん/牧人羊は/ア
メージング・グレイス/幸せなら手をたたこう/美しく青きドナウ/アイアイ/夜
汽車/あら野のはてに/おもちゃのチャチャチャ /さんぽ/よろこびの歌/
びっくりシンフォニー /ハッピー・バースデイ・トゥー・ユー /モーツァルトの
子守歌/森のくまさん/気のいいがちょう/野ばら（シューベルト）　全30曲

美しいクラシック曲といつまでも
色あせないポピュラーの名曲を
集めました。

ピアノソナタ OP.53 ４楽章（ロンド）/ピアノ協奏曲 K.467 ２楽章/交
響曲 K.543 ３楽章（メヌエット）/ピアノソナタ K.331 ２楽章トリオ/マズ
ルカ No.16 OP.24-3/マズルカ No.23 OP.33-2/弦楽四重奏曲 
OP.11 ２楽章（アダージオ）/管弦組曲Ⅱ BWV1067 No.2（ロンド）/
管弦組曲Ⅱ BWV1067 No.5（ポロネーズ）/管弦組曲Ⅱ BWV1067 
No.7（バディネリ）/主よ人の望みの喜びよ BWV147/平均律Ⅱ 
No.12前奏曲/狼なんかこわくない/星に願いを/輝く星座/バードランド
の子守歌/陽のあたる路で/THE MAN I LOVE　全18曲

CDトーンチャイム曲集 VOL.1クリスマスアルバム
税込価格 ￥1,709
（本体 ￥1,554） CN.56553

クリスマスソングを集めたトーン
チャイム曲集です。

羊飼いの歌/イエスさまがお生まれだ/来たり聴けよ/メリークリスマス/ウェ
ンセスラスはよい王さま/うまやのなかに/ああ ベツレヘムよ/もろびと声
あげ/チェッコのキャロル/どうして？/神のお子のイエスさまは/マリアの
子守歌/遠い空から/まきびと羊を/聖夜/鐘のキャロル/トレパーク/ママ
がサンタにキッスした/赤鼻のトナカイ/ウィンターワンダーランド/クリス
マスソング/サンタが町にやってくる/スイスのキャロル/プロバンスのキャ
ロルA/プロバンスのキャロルB/マリアのかいなに/夕べの鐘　全27曲

CDトーンチャイムクリスマスソング
税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.56545

ポピュラーなクリスマスキャロルを
トーンチャイムで演奏したアルバ
ムです。

夕べの鐘/遠い空から/ヴェンセスラスはよい王さま/マリアのかいな
に/もろびと声あげ/プロヴァンスのキャロル/マリアの子守歌/羊飼
いの歌/イェスさまがお生まれだ/来たり聴けよ/まきびと羊を/きよしこ
のよる/スイスのキャロル/神のお子のイェスさまは/うまやの中に/メリー
クリスマス/どうして？/鐘のキャロル/赤鼻のトナカイ/ウィンターワンダー
ランド/ママがサンタにキッスした/サンタが町にやってくる/クリスマ
スソング/トレパーク（胡桃割り人形）全24曲

篠笛用

和楽器出版物 ※出版物に関する最新の情報（価格・掲載曲一覧など）につきましてはスズキウェブサイトでご確認いただけます。

全日本和楽器普及協会／編著 全日本和楽器普及協会／編著 山田隆・福原寛／編著

福原寛／編著 福原寛／編著

はじめての篠笛
税込価格 ￥660
（本体 ￥600） CN.60142

篠笛は古くから日本独自の楽器とし
て吹き継がれてきました。日本人に
とって馴染み深い楽器である篠笛に
触れる、その第一歩に適した本です。

篠笛のためのアンサンブル曲集1

もののけ姫／さくらさくら／こきりこ／越天楽より　全4曲たこたこあがれ／ほたるこい　全2曲

税込価格 ￥660
（本体 ￥600） CN.16534

篠笛（8本調子）を中心に、メロ
ディオンやキーボードなど学校で
使われている楽器を加えた、アン
サンブル曲集です。

篠笛の本
税込価格 ￥880
（本体 ￥800） CN.16531

篠笛でしか表現できない音楽の
学習に適した本です。

篠笛曲集 一

山ざくらの歌／竹田の子守唄／楽の音／まりつき／竹の踊／木曽路よ
り秋／会津幻想曲　全7曲

税込価格 ￥660
（本体 ￥600） CN.16532

「篠笛の本」で基礎を練習された
方に。

篠笛曲集 二

こきりこ／とおりゃんせ／かごめ／京の大仏／セリの合方／大太鼓入り／
連れて着つれて／住吉をどりの　全8曲

税込価格 ￥770
（本体 ￥700） CN.16533

グループで演奏することを目的に編
纂された曲集です。囃子は、歌舞伎
などの伝統音楽の囃子のパターンに
発展できるよう、工夫しています。

CD篠笛曲集
税込価格 ￥4,400
（本体 ￥4,000） CN.16541

「篠笛の本」「篠笛曲集一」「篠笛
曲集二」に準拠した2枚組CDで
す。篠笛の演奏の仕方を基本から
じっくりと学ぶことができます。

プー／とうふ屋さん／夜鳴きそば／たこたこあがれ／ほたるこい／かえるが
鳴くから／正月さまござった／やきいも屋さん／さお竹屋さん／なべなべそこ
ぬけ／ひらいたひらいた／京の大仏／子もりうた／うさぎうさぎ／青森地方
の子もり歌／さくら／月／子もり歌／竹の踊より／長唄「外記猿」より／田舎
笛／空笛／こきりこ／木曽節／おばば／渥美地方の子もり歌／岡崎地方の
子もり歌／紀州の子もり歌／五木の子もり歌／「六段の調べ」より／長唄「越
後獅子」より／長唄「娘道成寺より」／長唄「花見踊」より／長唄「安宅の松」
より／竹の唄／山ざくらの歌／京の夜／練習曲16曲　全53曲
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トーンチャイム出版物／ベルハーモニー出版物
和楽器出版物／ハーモニカ出版物

和楽器出版物

箏用

三味線用 和太鼓用

※出版物に関する最新の情報（価格・掲載曲一覧など）につきましてはスズキウェブサイトでご確認いただけます。

全日本和楽器普及協会／編著 全日本和楽器普及協会／編著 全日本和楽器普及協会／編著

かごめかごめ　全1曲

はじめての三味線
税込価格 ￥440
（本体 ￥400） CN.60145

本書は、三味線音楽に親しむ入り
口にふさわしい、易しい解説が魅
力です。

三味線教本 初級
税込価格 ￥1,100
（本体 ￥1,000） CN.60171

はじめて三味線を学習される方のため
に、弾き方の基本から高度な曲までを、
楽しみながら進めるように編集しました。

箏教本 初級

さくらさくら／かぞえうた／荒城の月 ／手まり唄／中国地方の子守唄 ／蛍の光／うさぎ／
荒城の月（第Ⅰ箏・第Ⅱ箏）／春の小川／おぼろ月夜／宵待草／さくらさくら（第Ⅰ箏・第Ⅱ
箏）／里の秋／女ひとり（第Ⅰ箏・第Ⅱ箏）／花かげ／子守唄／ 毬と殿さま　全17曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.60121

本書は箏の基本的な奏法を学び、和
楽器を演奏する楽しさを感じてもらうこ
とを目標としています。なじみの深い曲
を弾きながら、奏法を身につけましょう。

短箏竜扇で弾く 和洋徒然

アメイジング・グレイス／つち人形／浜辺の歌／ジュ・トゥ・ヴ／天城越
え／ウイスキーが、お好きでしょ／翼をください／秋桜／つぐない／ハ
ナミズキ　全10曲

ちゅーりっぷ／さくらさくら／かごめかごめ／上を向いて歩こうより／山寺
の和尚さん／島唄　全6曲

赤い鳥小鳥／さくらさくら／通りゃんせ　全3曲

税込価格 ￥2,750
（本体 ￥2,500） CN.60102

和洋のクラシック曲・唱歌・歌謡
曲など、様々なジャンルの曲を織
り交ぜました。短箏竜扇の美しい
音色とともにお楽しみください。

はじめての和太鼓
税込価格 ￥660
（本体 ￥600） CN.60143

より多くの方に和太鼓を演奏する楽し
さ、おもしろさを味わっていただくために
編纂しました。イラストや写真を多用
し、初めての方も易しく学習できます。

短箏竜扇で弾く 日本の抒情歌

四季の歌／春よ来い／花／夏の思い出／椰子の実／赤とんぼ／ 紅
葉／冬景色／たき火／ふるさと　全10曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.60101

時代を越えて愛されている日本
の抒情歌を集めた竜扇用の曲
集です。同じ調子の曲はメドレー
で演奏しても良いでしょう。

トレモロハーモニカ体験入門パッケージ
トレモロハーモニカの扉

Diana/Stand By Me/What A Wonderful World/Tennessee 
Waltz/Saturday In The Park　全5曲

税込価格 ￥3,850
（本体 ￥3,500） CN.14802

付属のCDにそってトレモロハーモ
ニカのテクニックを身に付けなが
ら、演奏の楽しさや喜びを感じてい
ただける体験入門パッケージ。

ブルースハーモニカ体験入門パッケージ
ブルースハーモニカの扉

Cross Road Blues/You Shook Me/You Gotta Move /Hoochie 
Coochie Man/Sweet Home Chicago　全5曲 

税込価格 ￥3,850
（本体 ￥3,500） CN.14801

10穴ハーモニカでブルースはも
とよりロック、ポップスなどを演奏
したい方に最良の入り口となる
体験入門パッケージです。

0

ハーモニカ出版物

もっと！吹きたい曲でうまくなる
ブルースハーモニカの楽譜

きらきら星/若者たち/サリーガーデン/旅愁/バラが咲いた/愛しのクレメンタイン/
切手のないおくりもの/夕焼け小焼け/スワニー河/燃えろよ燃えろ/蘇州夜曲/き
よしこの夜/にじ/あの素晴しい愛をもう一度/赤鼻のトナカイ/テネシーワルツ/ま
た君に恋してる/日曜日よりの使者/さすらい/オールウェイズ・ラヴ・ユー/ミス・
ア・シング/Isn't She Lovely/ルージュの伝言/いとしのエリー/HANABI/水平
線/マリーゴールド/Fly Me to the Moon/TRAIN-TRAIN/ドライフラワー/若
者のすべて/三日月/なんでもないや/猫/青と夏/私のお気に入り/OH MY 
LITTLE GIRL/丸の内サディスティック/ルパン三世のテーマ/SUN/たしかなこ
と/エイリアンズ/SMILE ～晴れ渡る空のように～/夜に駆ける/枯葉　全45曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56394

第1弾の「吹きたい曲でうまくなるブルース
ハーモニカの楽譜」と難易度は変わらず、
定番曲から最新ヒット曲までを網羅。第1弾
と併せて全90曲がレパートリーに。C調の
ブルースハーモニカ1本で45曲演奏可能。

W e b で
聴 ける

吹きたい曲でうまくなる
ブルースハーモニカの楽譜

ハッピー・バースデー・トゥ・ユー/茶色の小瓶/歓喜の歌/赤い河の谷間/聖者
の行進/おおスザンナ/草競馬/家路より/大きな古時計/ジングルベル/アニー・
ローリー/アメイジング・グレイス/ジュピター/情熱の薔薇/ムーン・リバー/イエス
タデイ・ワンス・モア/サマータイム/涙そうそう/カントリー・ロード/雨にぬれても/
いつも何度でも/365日の紙飛行機/どんなときも。/Tomorrow never knows/
スタンド・バイ・ミー/ハナミズキ/栄光の架橋/言葉にできない/ひこうき雲/Hero/
クリスマスソング/夢路より/夜空ノムコウ/ザ・ウォーター・イズ・ワイド/糸/桜坂/
ひまわりの約束/バンザイ/デイ・ドリーム・ビリーバー/タマシイレボリューション/
スマイル/ありがとう/RPG/ロビンソン/いつか王子様が　全45曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56391

ブルースハーモニカを吹いてみたいけ
れど、何から始めよう？と迷っている方
へおすすめの楽譜集。C調のブルース
ハーモニカ1本で、全45曲演奏可能。

W e b で
聴 ける

吹きたい曲でうまくなる
クロマチックハーモニカの楽譜

聖者の行進/ふるさと/夕焼け小焼け/赤とんぼ/浜辺の歌/翼をください/ド
レミの歌/My Way/オー・シャンゼリゼ/上を向いて歩こう/花は咲く/アヴェ・
マリア/G線上のアリア/いそしぎ/セサミストリートのテーマ/ホワイト クリスマ
ス/虹の彼方に/負けないで/やさしさに包まれたなら/星に願いを/Fly Me 
To The Moon/Isn't She Lovely/枯葉/オリビアを聴きながら/イパネマの
娘/世界に一つだけの花/さくら(独唱）/I LOVE YOU/Desperado/パプリ
カ/TOMORROW/3月9日/歩いて帰ろう/カブトムシ/Honesty/ルパン三
世 愛のテーマ/Story/Lemon/Pretender/情熱大陸/銀河鉄道９９９/マ
リーゴールド/Butterfly/ルパン三世のテーマ/奏（かなで）　全45曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56392

クロマチックハーモニカを吹いてみたいけ
れど、何から始めよう？と迷っている方へ
おすすめの楽譜集。12穴クロマチック
ハーモニカ1本で、全45曲演奏可能。

W e b で
聴 ける 吹きたい曲でうまくなる

複音ハーモニカの楽譜

ふるさと/シャボン玉/冬の星座/仰げば尊し/サマータイム/ザ・ウォーター・
イズ・ワイド/悲しくてやりきれない/裸の心/糸/岬めぐり/大空と大地の中で/
花は咲く/空も飛べるはず/ニューシネマパラダイス（愛のテーマ）/君をのせ
て/小さな旅/恋人よ/越冬つばめ/愛の讃歌/初恋/星影のエール/春よ、
来い/SAKURA/ひまわりの約束/海の声/打上花火/秋桜/雪の華/まち
がいさがし/天城越え/ハッピー・バースデー・トゥ・ユー/サリーガーデン/若
者たち/私の青空/赤鼻のトナカイ/とんがり帽子（鐘の鳴る丘）/思い出の
アルバム/オー・シャンゼリゼ/さんぽ/いのちの歌/蘇州夜曲/きよしこの夜/
スカボロー・フェア/少年時代/この道　全45曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.56393

複音ハーモニカを吹いてみたいけれど、
何から始めよう？と迷っている方へオス
スメの楽譜集。C調とC＃調の21穴複
音ハーモニカで全45曲演奏可能。

W e b で
聴 ける
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複音ハーモニカ教本 初級

キラキラ星／人形／ちょうちょう／かえるの合唱／こいぬのマーチ／春
の小川／たんぽぽ／ たなばたさま／チューリップ ／うみ　　全10曲

税込価格 ￥1,540
（本体 ￥1,400） CN.56610

複音ハーモニカ初級者用に基
礎知識・基本奏法を解説。

複音ハーモニカ教本 中級

どんぐりころころ／冬の夜／あめふり／アニーローリー／かえるの合唱／
静かな湖畔／かねが鳴る／ちょうちょう／キラキラ星(3ホールズ奏法)／
ふるさと(3ホールズ奏法)／旅愁(3ホールズ奏法)／家路(3ホールズ奏
法)／早春賦(3ホールズ奏法)／キラキラ星／子守唄／ふるさと／早春
賦／旅愁(二重奏)／家路(二重奏)／野ばら(3ホールズ奏法)／河は呼
んでる(3ホールズ奏法)／浜千鳥(ベース奏法)／駅馬車(ベース奏法)　
全23曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.56630

複音ハーモニカ中級者用に3
ホールズ奏法・ベース奏法を学
ぶ内容です。

複音ハーモニカ教本 上級

キラキラ星／春の小川／ふるさと／旅愁／ちょうちょう／魔弾の射手 序
曲より／野ばら／魔弾の射手 序曲より(二重奏)／家路／魔弾の射手 
序曲より(三重奏)／夢路より／ 荒城の月／山のロザリア／月の砂漠／
雪の降る街を／追憶 ／もみじ／冬景色／早春賦／今日の日はさような
ら／グリーンスリーブス／野ばら(二重奏)／さくらさくら(3ホールズ・5ホー
ルズ奏法)／ちいさい秋みつけた　全25曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.56650

複音ハーモニカ上級者用に5ホールズ
奏法・半音奏法を学ぶ内容。転調やマ
イナーハーモニカの使用方法を解説。

複音ハーモニカ教本 研究課程

故郷の廃家／モーツァルトの子守歌／ピクニック／キラキラ星／ブラー
ムスの子守歌／早春賦／ちょうちょう／もみじ／海／さくらさくら／ふるさ
と／野ばら（ウェルナー）／野ばら（シューベルト）／花のメルヘン／真珠
採りのうたより　全15曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.56670

複音ハーモニカ上級修了者向
けに分散和音奏法などの各種
奏法と音楽理論を解説。

複音ハーモニカ教本 
研究課程アンサンブル編

駅馬車／旅愁／スワニー河／ふるさと／黄色いリボン／赤い河の谷
間／グリーンスリーブス／てんとう虫のサンバ　全8曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.56672

コードハーモニカ、バスハーモニ
カの知識と奏法を学ぶ内容で
す。トリオ、カルテットの練習曲を
掲載。

CDブック
クロマチックハーモニカ教本 初級

ちょうちょう／かっこう／キラキラ星／大きな栗の木の下で／浜千鳥／
楽しいワルツ／故郷／オーラ・リー／平城山　全9曲

税込価格 ￥3,080
（本体 ￥2,800） CN.56603

クロマチックハーモニカ初心者
用に基礎知識・基本奏法を解
説。音域毎に段階的に練習でき
ます。

1オクターブで吹けるハーモニカ曲集1

ぶんぶんぶん／はと／山の音楽家／つき／日の丸の旗／ゆき／アマ
リリス／めだかの学校／かたつむり／グッドバイ／かすみかくもか／小
ぎつね／たき火／とんぼのめがね／こいのぼり／くつが鳴る／富士
山／大きな栗の木の下で／キューピーさん／虫の声／ほたる／とん
び／うさぎとかめ／かわいい魚屋さん／おつかいアリさん／菩提樹／
春の日の花と輝く／草競馬　全28曲

税込価格 ￥1,760
（本体 ￥1,600） CN.56511

１オクターブ以内で演奏できる曲
を選曲。複音ハーモニカ初・中級
者向き。

ハーモニカ出版物

CDブック
NEXT! クロマチックハーモニカ

オーラ・リー／ムーン・リバー／ふるさと／川の流れのように／ジュピター
（組曲「惑星」より）／シェルブールの雨傘／雪の華／ニューシネマパラ
ダイス（メインテーマ）／白鳥（動物の謝肉祭より）／シチリアーノ／聖者
の行進／枯葉／ハナミズキ／Fly Me To The Moon／A列車で行こ
う／ルパン三世のテーマ／リベルタンゴ／情熱大陸／ブルース・ベース
ライン／ニューシネマパラダイス（愛のテーマ）／無伴奏チェロ組曲第1
番プレリュード　全21曲

税込価格 ￥3,080
（本体 ￥2,800） CN.56607

自分らしい表情のつけ方やアドリブに
チャレンジしながら、クロマチックハー
モニカの表現力に迫る教本。バスク
ロマチックハーモニカの楽譜も掲載。

教本準拠 音楽CD（別売） CN.56611
税込価格 ￥2,750（本体 ￥2,500）

曲集準拠 音楽CD（別売） CN.56470
税込価格 ￥3,630（本体 ￥3,300）

曲集準拠 音楽CD（別売） CN.56472
税込価格 ￥3,630（本体 ￥3,300）

教本準拠 音楽CD（別売） CN.56674
税込価格 ￥3,080（本体 ￥2,800）

教本準拠 音楽CD（別売） CN.56651
税込価格 ￥3,080（本体 ￥2,800）

教本準拠 音楽CD（別売） CN.56631
税込価格 ￥3,080（本体 ￥2,800）

CDブック
START! クロマチックハーモニカ

ハッピー・バースディ・トゥー・ユー／ラバーズコンチェルト／LOVE／虹の
彼方に／ダニーボーイ／エーデルワイス／スマイル／愛のロマンス／ア
メージング・グレイス／ひまわり／トップ・オブ・ザ・ワールド／千の風に
なって／北の国から／少年時代　全14曲

税込価格 ￥2,750
（本体 ￥2,500） CN.56606

クロマチックハーモニカの構造、
基本奏法、練習方法、お手入れ
方法まで解説した充実の一冊。
CD付きです。

1オクターブで吹けるハーモニカ曲集2

かっこう／メリーさんの羊／漕げよマイケル／聖者の行進／たこの歌／ひ
よこ／むすんでひらいて／ロンドン橋／赤い鳥小鳥／勝利をたたえる歌／
ことりのうた／どじょっこふなっこ／若者たち／埴生の宿／一月一日／別
れ／もろびとこぞりて／桃太郎／手をたたきましょう／ボルガの舟歌／ブ
ラームスの子守唄／夢のお馬車／森の小径／静かにねむれ／こうま　
全25曲

税込価格 ￥1,760
（本体 ￥1,600） CN.56512

１オクターブ以内で演奏できる曲
を選曲。複音ハーモニカ初・中級
者向き。

複音ハーモニカスタンダード曲集1

にっぽん昔ばなし/おぼろ月夜/みかんの花咲く丘/夏は来ぬ/夕やけこや
け/赤とんぼ/里の秋/椰子の実/砂山（中山晋平）/竹田の子守歌/女
ひとり/千曲川/知床旅情/星影のワルツ/バラが咲いた/世界は二人の
ために/ダニーボーイ/スワニー河/峠のわが家/黄色いリボン/エーデル
ワイス/ムーンリバー /ジングルベル/赤い河の谷間/北帰行/ここに幸あ
り/波浮の港/宵待草/砂山（山田耕筰）/あの子はたあれ/花かげ/四季
の歌/出船/わたしの城下町/赤い靴/母さんの歌/ともしび/トロイカ/菩
提樹/埴生の宿/おおブレネリ/オールドブラックジョー /夏の思い出/聖
夜－きよしこの夜　全44曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.56460

国内外の名曲より幅広く選んだ
曲集。初心者から上級者まで。

複音ハーモニカスタンダード曲集2

どこかで春が/七つの子/雨降りお月/白いブランコ/てんとう虫のサンバ/
花嫁/少年時代/昂－すばる－/故郷の空/なつかしきバージニア/ケンタッ
キーのわが家/久しき昔/おおスザンナ/聖者の行進/浜辺の歌/思い出の
渚/川の流れのように/ローレライ/オーソレミオ /アロハ オエ/80日間世
界一周/エデンの東/うれしいひなまつり/花嫁人形/五木の子守唄/鈴懸
の径/いい日旅立ち/南国土佐を後にして/夜霧のしのび逢い/コンドルは
飛んで行く/もろびとこぞりて/故郷を離るる歌/金髪のジェニー /サンタル
チア/草競馬/もみの木　全36曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.56461

国内外の名曲より幅広く選んだ
曲集。初心者から上級者まで。
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ハーモニカ出版物

曲集準拠 音楽CD（別売） CN.56475
税込価格 ￥3,630（本体 ￥3,300）

曲集準拠 音楽CD（別売） CN.56495
税込価格 ￥3,080（本体 ￥2,800）

曲集準拠 音楽CD（別売） CN.56493
税込価格 ￥3,080（本体 ￥2,800）

曲集準拠 音楽CD（別売） CN.56494
税込価格 ￥3,080（本体 ￥2,800）

準拠 音楽CD（別売） CN.56702
税込価格 ￥3,080（本体 ￥2,800）

準拠 音楽CD（別売） CN.56704
税込価格 ￥3,080（本体 ￥2,800）

準拠 音楽CD（別売） CN.56706
税込価格 ￥3,080（本体 ￥2,800）

曲集準拠 音楽CD（別売） CN.56474
税込価格 ￥3,630（本体 ￥3,300）

ハーモニカ出版物

複音ハーモニカスタンダード曲集3

<ソロ>　アメイジング・グレイス/カチューシャの唄/あの素晴らしい愛
をもう一度/悲しき雨音/茶つみ/星の世界/銀色の道/あなたの心に
/さとうきび畑/ハナミズキ/時の流れに身をまかせ/かなりや/悲しき天
使/ふれあい/ブルーシャトー /千の風になって /真珠貝の唄/テネ
シーワルツ/ある恋の物語/小さな喫茶店 /琵琶湖周航の歌/涙そう
そう/小さなスナック

<二重奏>　我は海の子/亜麻色の髪の乙女/遠い世界に/見上げ
てごらん夜の星を/愛のロマンス　全28曲

税込価格 ￥2,420
（本体 ￥2,200） CN.56462

国内外の名曲より幅広く選んだ
曲集。初心者から上級者まで。

複音ハーモニカスタンダード曲集4

<ソロ>　もしもピアノが弾けたなら/ジョニーへの伝言/木綿のハンカチー
フ/君といつまでも/学生時代/贈る言葉/オリビアを聴きながら/PRIDE/く
ちなしの花/あの鐘をならすのはあなた

<二重奏>　乾杯/想い出がいっぱい/卒業写真/若草の髪かざり/瀬戸の花嫁/
お嫁においで/青春時代/この広い野原いっぱい/嫁に来ないか/また君に恋してる

<三重奏>　翼をください/赤いスイートピー /青葉城恋唄/DAY DREAM 
BELIEVER/アヴェ・マリア　全25曲

税込価格 ￥2,420
（本体 ￥2,200） CN.56463

国内外の名曲より幅広く選んだ曲集で
す。二重奏、三重奏を豊富に入れました。

ハーモニカアンサンブル曲集1

ふるさと／赤とんぼ／大きな古時計／ケンタッキーのわが家／ムーン・リ
バー／サモア島の歌／どこまでも行こう／聖者の行進／オーラ・リー／
アメージング・グレース　全10曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.56441

複音（クロマチック）ハーモニカ2パー
ト、コード、バスの4部編成に編曲。
五線譜と数字譜を併記しています。

ハーモニカアンサンブル曲集2

切手のないおくりもの／もののけ姫／花／北の国から～遥かなる大地よ
り螢のテーマ～／少年時代／TSUNAMI／ 夜空ノムコウ／NHKテレ
ビ「生き物地球紀行」より Tomorrow／WAになって踊ろう／川の流れ
のように　全10曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.56442

複音（クロマチック）ハーモニカ2パー
ト、コード、バスの4部編成に編曲。
五線譜と数字譜を併記しています。

ハーモニカアンサンブル曲集3

丘を越えて／アイネ・クライネ・ナハトムジーク／恋は水色／銀色の
道／お座敷小唄／おどるポンポコリン／いい日旅立ち／パフ／茶色
の小瓶／気球に乗ってどこまでも　全10曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.56443

複音（クロマチック）ハーモニカ2パー
ト、コード、バスの4部編成に編曲。
五線譜と数字譜を併記しています。

複音ハーモニカ名曲レパートリー 1

森のくまさん／結婚行進曲／お富さん／ボニーよ我に帰れ ／故郷の廃
家／ サウンド・オブ・サイレンス／七つの子／好きだった／大きな古時
計／てぃんさぐぬ花　全10曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.56701

研究課程教本と併用して各種奏
法を習得しながら演奏できる曲集。

複音ハーモニカ名曲レパートリー 2

おおブレネリ／山の音楽家／小さな木の実／線路は続くよどこまでも／
ハイ・ホー～白雪姫より～／花は咲く／スキーの歌／さくら貝の歌／北
の宿から／いつも何度でも 全10曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.56703

複音ハーモニカの様々な奏法を取
り入れた編曲になっています。

複音ハーモニカ名曲レパートリー 3

たしかなこと／町の居酒屋／牧場の朝／ピクニック／ありがとう さようなら／
夜汽車／ちゃっきり節／命くれない／古い日記／芭蕉布　全10曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.56705

複音ハーモニカの各種奏法を習得
しながら演奏できる曲集です。

ハーモニカアンサンブル曲集4
Tango特集

月下の蘭／ジェラシー／ラ・クンパルシータ／リベルタンゴ／碧空／ 
ラストダンスは私に／ブルー・タンゴ／黒ネコのタンゴ／夜のタンゴ ／
雪の降る街を　全10曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.56444

複音（クロマチック）ハーモニカ2パー
ト、コード、バスの4部編成に編曲。
五線譜と数字譜を併記しています。

バスハーモニカ入門

スワニー河／駅馬車　全2曲

税込価格 ￥880
（本体 ￥800） CN.56596

バスハーモニカ初級者用に、基
礎知識や基本奏法について解
説しています。

コードハーモニカ入門

スワニー河／駅馬車　全2曲

税込価格 ￥880
（本体 ￥800） CN.56597

コードハーモニカ初級者用に、
基礎知識や基本奏法について
解説しています。

ハーモニカ歌謡曲集1

みだれ髪／祝い船／北の漁場／花／望郷十年／箱根八里の半次郎／
あばれ太鼓／酒よ／二輪草／孫　全10曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.56581

演歌や歌謡曲のヒット曲を中心
に編集した複音ハーモニカ曲集。
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ハーモニカ出版物

CDブック ハーモニカプレイヤーズアルバム
ノーブランズ 歌謡曲集

川の流れのように／影法師／異邦人／魅せられて／石狩挽歌／シクラ
メンのかほり／天城越え／夜桜お七　全8曲

税込価格 ￥3,520
（本体 ￥3,200） CN.56484

ザ・ノーブランズの演奏活動の
中で、特に演奏回数の多い曲を
集めたCDブックです。

CDブック
ハーモニカアンサンブルアルバム1

旅愁／里の秋／夏は来ぬ／冬景色／早春賦／浜辺の歌／みかんの花咲
く丘／夢路より／波浮の港／母さんの歌／荒城の月／月の砂漠　全12曲

税込価格 ￥3,410
（本体 ￥3,100） CN.56491

ハーモニカアンサンブルカルテット
の楽譜集。アザレアカルテットの
演奏CD付きです。

CDブック
カラオケコンサート 演歌・歌謡曲編

長崎は今日も雨だった／涙そうそう／花／ いつでも夢を／好きになった人／ブラン
デーグラス／襟裳岬／時の流れに身をまかせ／二人でお酒を／酒よ　全10曲

税込価格 ￥3,410
（本体 ￥3,100） CN.56521

吹いてみたかったあの曲があなた
の十八番に。ハーモニカ演奏とカ
ラオケを収録したCD付曲集。
数字譜と五線譜を掲載。

CDブック
カラオケコンサート GS・フォーク編

さらば恋人／いつまでもいつまでも／白い色は恋人の色／心もよう／精霊
流し／風／心の旅／なごり雪／小さなスナック／ブルーシャトー　全10曲

税込価格 ￥3,410
（本体 ￥3,100） CN.56522

吹いてみたかったあの曲があなた
の十八番に。ハーモニカ演奏とカ
ラオケを収録したCD付曲集。
数字譜と五線譜を掲載。

CDブック
カラオケコンサート ポップス編

野に咲く花のように／星に祈りを／世界に一つだけの花／恋の季節／ TSUNAMI ／
グッドバイマイラブ／時代／別れの朝／京都の恋／銀色の道　全10曲 

税込価格 ￥3,410
（本体 ￥3,100） CN.56523

吹いてみたかったあの曲があなた
の十八番に。ハーモニカ演奏とカ
ラオケを収録したCD付曲集。
数字譜と五線譜を掲載。

CDブック
カラオケコンサート 美空ひばり編

東京キッド／港町十三番地／真赤な太陽／あの丘越えて／津軽の
ふるさと／悲しい酒／悲しき口笛／川の流れにように／みだれ髪／
愛燦燦　全10曲

税込価格 ￥3,410
（本体 ￥3,100） CN.56524

美空ひばりさんの歌った数々の
名曲を一冊に。ハーモニカ演奏と
カラオケを収録したCD付曲集。
数字譜と五線譜を掲載。

DVD はじめての
コード＆バスハーモニカ

＜基礎編＞ 切手のないおくりもの／北の国から
＜演奏編＞ さらば青春／赤とんぼ／大きな古時計／サモア島の歌／花　全7曲

税込価格 ￥3,850
（本体 ￥3,500） CN.56595

コードハーモニカ、バスハーモニカの入
門DVD。基礎編と演奏編の2部構成。
演奏法の解説や音楽ジャンル別に吹き
分けたバスとコードの実演などを収録。

涙くんさよなら／亜麻色の髪の乙女／夢の中へ／迷い道／さらば涙と言おう／
どんなときも。／北の国から／サボテンの花／桜坂／少年時代　全10曲

税込価格 ￥3,410
（本体 ￥3,100） CN.56526

Ｃ調の１３穴複音ハーモニカ（ハミング
メイト SU-13M）で演奏できるように編纂。
ハーモニカ演奏とカラオケを収録した
CD付曲集。数字譜と五線譜を掲載。

ハーモニカ曲集 小椋佳のうた

<ソロ> 俺たちの旅／白い一日／シクラメンのかほり／しおさいの詩
<二重奏> 愛燦燦／愛しき日  々 <三重奏> さらば青春／夢芝居　全8曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.56504

小椋佳氏のヒットナンバー集。

CDブック ハーモニカプレイヤーズアルバム
オジョイメイトリオ TVテーマ編

ラジオ体操の歌／サザエさん／ドラえもんのうた／今日の料理テーマ／
おもちゃの兵隊の行進／男はつらいよ／ああ人生に涙あり　　全7曲

税込価格 ￥2,860
（本体 ￥2,600） CN.56483

馴染みのあるテレビ番組のテー
マソングを集めたCDブック。
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CDブック
カラオケコンサート クラシック編

別れの曲／アニー・ローリー／オンブラ・マイ・フ（LARGO）／ジュ・
トゥ・ヴ／アヴェ・マリア／愛の喜び／愛の夢第３番／歌の翼に／主
よ人の望みの喜びよ／組曲「惑星」より木星　全10曲

税込価格 ￥3,410
（本体 ￥3,100） CN.56525

クラシックの名曲を一冊の本にま
とめました。ハーモニカ演奏とカラ
オケを収録したCD付曲集。
数字譜と五線譜を掲載。

ベース音付
コードハーモニカをはじめよう（DVD付）

赤い河の谷間／いつか王子様が／黒い瞳／天国と地獄　全4曲

税込価格 ￥4,950
（本体 ￥4,500） CN.56891

ベース音付コードハーモニカBCH-48
を初めて吹く方のために、楽器の取り
扱い・奏法などを詳しく説明している
DVD付の曲集です。

CDブック
カラオケコンサート １オクターブ＋編

プラス
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ハーモニカ出版物
大正琴出版物

大正琴出版物

ご当地演歌・歌謡曲集（ろ）

＜一斉奏または二重奏＞
小樽のひとよ／津軽恋女／潮来笠／よこはま・たそがれ／はぐれコキリコ／
女ひとり／熊野古道／喝采／無法松の一生（度胸千両入り）／長崎は今
日も雨だった／火の国の女／薩摩の女　全１２曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.52972

「ご当地ソング」を集めた第２弾。
その土地ならではの歌詞や文化
などが織り交ぜられた楽曲を掲載
しました。

「あの場面」で弾きたい大正琴曲集 
感謝のとき編

＜三部合奏＞
Best Friend ／ありがとう…感謝／日々／さよならの向う側
＜二重奏＞
おかあさん　全5曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.58675

「あの場面」の第3弾として、日頃の
『ありがとう』の気持ちを曲に乗せ、
様々な感謝の場面に大正琴で弾
きたくなるような曲を掲載しました。

「あの場面」で弾きたい大正琴曲集 
応援歌編

＜三部合奏＞
人生一路／負けないで／ Runner ／夢をあきらめないで
＜二重奏＞
ひょっこりひょうたん島　全5曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.58673

「あの場面」の第2弾として、様々
な応援の場面に大正琴で弾きた
くなるような曲を掲載しました。

「あの場面」で弾きたい大正琴曲集 
クリスマス編

＜三部合奏＞
クリスマスおめでとう（We Wish You a Merry Christmas）／クリスマスのうた
メドレー（あわてんぼうのサンタクロース・きよしこの夜・ジングルベル）／もろび
とこぞりて／白い恋人達／すてきなホリデイ　全5曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.58671

「あの場面」の第１弾として、クリ
スマスに大正琴で弾きたくなるよ
うな曲を掲載しました。

CDブック  大正琴教則本
弾いたらきっと、好きになる。
～ようこそ大正琴の世界へ～

オーラ・リー／モーツァルトの子守歌／愛のロマンス／ふるさと／若者たち／今日の日は
さようなら／喜びの歌／知床旅情／赤い花、白い花／旅愁／涙くんさよなら／浜辺の
歌／夜明けのスキャット／五番街のマリーへ／きよしのズンドコ節／見上げてごらん夜
の星を／北上夜曲／虹と雪のバラード／川の流れのように／五木の子守唄　全20曲

税込価格 ￥3,300
（本体 ￥3,000） CN.59587

大正琴の教本とお手本・カラオ
ケを収録したCDがセットに。この
一冊で初級～上級まで順を追っ
て楽しめます。

ご当地演歌・歌謡曲集（い）

＜一斉奏または二重奏＞ 
大空と大地の中で／新潟ブルース／想い出の九十九里浜／ラブユー東京／能
登はいらんかいね／奥飛驒慕情／大阪で生まれた女／奈良の春日野／鳥取砂
丘／南国土佐を後にして／漁歌／島人ぬ宝　全１２曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.52971

「ご当地ソング」を集めた第１弾。
その土地ならではの歌詞や文化
などが織り交ぜられた楽曲を掲載
しました。

「あの場面」で弾きたい大正琴曲集 
旅立ち編

＜三部合奏＞ 
銀河鉄道999 ／わが人生に悔いなし／川の流れのように／娘に…
＜二重奏＞ 
千の風になって　全５曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.58679

「あの場面」の第５弾として、嬉し
くもあり哀しくもある、旅立ちの場
面にぴったりな曲を掲載しました。

「あの場面」で弾きたい大正琴曲集 
しあわせ編

＜三部合奏＞
あなたのすべてを／祝い酒／家族になろうよ／ハッピーサマーウェディ
ング／君だけに　全５曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.58677

「あの場面」の第４弾として、恋愛、
結婚や出産など“しあわせ”な場面
にぴったりな曲を掲載しました。

ご当地演歌・歌謡曲集（は）

＜一斉奏または二重奏＞
みちのくひとり旅／チャンチキおけさ／渡良瀬橋／なみだ恋／箱根八里の
半次郎／千曲川／旅姿三人男／琵琶湖周航の歌／ふたりの大阪／そし
て、神戸／おやじの海／あばれ太鼓　全１２曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.52973

「ご当地ソング」を集めた第３弾。
その土地ならではの歌詞や文化
などが織り交ぜられた楽曲を掲載
しました。

ボランティア演奏曲集
～介護施設訪問演奏のための～

<一斉奏または二重奏> 
瀬戸の花嫁／東京音頭／ふるさと／七つの子／別れの一本杉／学生時代／
北国の春／幸せなら手をたたこう／炭坑節／港町十三番地／Happy 
Birthday To You／見上げてごらん夜の星を／川の流れのように　全13曲

税込価格 ￥3,850
（本体 ￥3,500） CN.59394

ボランティア演奏で、一緒に歌っ
たり体を動かしたりできる曲を掲
載した曲集です。お手本と伴奏
を収録したオーディオCD付。

懐かしの琴城ライフ楽譜集

税込価格 ￥2,750
（本体 ￥2,500） CN.93681

日本の唱歌や外国民謡など、３
部や４部のアンサンブルを気軽
に楽しめる難易度の編曲になっ
ています。四季折々の行事での
演奏会にご活用ください。

あら野のはてに／たなばたさま／きよしこの夜／一月一日／ふじの山／おぼ
ろ月夜／海／われは海の子／もみじ／星の世界／よろこびの歌／もろびと
こぞりて／プレリュード／かもめの水兵さん／トロイカ／春風／ともしび／十
五夜お月さん／茶色の小びん／まきびとひつじを／春よ来い／別れの曲／
早春賦／アロハ・オエ／サモア島の歌／こいのぼり／花笠踊り／琵琶湖周
航の歌／牧場の朝／もりのくまさん／雪山賛歌／どこかで春が／故郷の
人 ・々星の世界／わらの中の七面鳥／おお牧場は緑／冬の星座／ローレ
ライ／森へ行きましょう／あんたがたどこさ／ソーラン節／背くらべ　全41曲

懐かしの琴城ライフ楽譜集
ザ・Premium

税込価格 ￥2,750
（本体 ￥2,500） CN.93682

童謡唱歌、外国民謡、演歌、歌謡曲など
バラエティ豊かな楽曲を2重奏から4部
合奏までのアンサンブルに編曲しました。
気軽に演奏を楽しめる難易度になっています
ので、多様な場面で活用できる楽譜集です。

うれしいひなまつり／ひなまつり／大きな栗の木の下で／おもいでのアル
バム／里の秋／しゃぼんだま／船頭さん／たきび／とんぼのめがね／めだか
のがっこう／何て素晴らしい音なんだろう（魔笛より）／ホルディリディア／春
の唄／森の小人／山の唄／山のロザリア／夜汽車／ゆりかごの歌／アカ
シヤの花／あわてんぼうのサンタクロース／アメイジンググレイス／雨降りお
月さん／栄冠は君に輝く／かあさんの歌／切手のないおくりもの／今日の日
はさようなら／サザエさん／さようなら／ちいさい秋みつけた／祝い船／大き
な古時計／風になる／島人ぬ宝／空を見上げて／花の街／春の風／南
の島のハメハメハ大王／椰子の実　全38曲
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わたしの青春ソング 昭和前期

<一斉奏> 哀愁列車／あざみの歌／田舎のバス／柿の木坂の家／君
の名は／すみれの花咲く頃／二人は若い／星は何でも知っている／水
色のワルツ／南の花嫁さん
<ソプラノ二重奏> 一杯のコーヒーから／素敵なランデブー／星空に両
手を／山小舎の灯／若いお巡りさん　全15曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.59341

昭和の前期にヒットした曲を集め
ました。青春時代に歌った懐かし
い曲を大正琴で演奏してみま
しょう。

続・わたしの青春ソング 昭和前期

<一斉奏> 夜来香／新雪／おーい中村君／朝はどこから／東京の花
売娘／青春サイクリング／月がとっても青いから／白い花の咲く頃／街
のサンドイッチマン／高原列車は行く
<ソプラノ二重奏> 銀座カンカン娘／憧れのハワイ航路／月光仮面は
だれでしょう／東京のバスガール／星屑の街　全15曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.59343

昭和前期のヒット曲を集めた大
好評の曲集の続編です。青春
時代を彩った数々の名曲を大正
琴で奏でましょう。

わたしの青春ソング 昭和後期

＜一斉奏＞ おはなはん／勇気あるもの／走れコウタロー／さらば涙と言おう／学園
天国／いちご白書をもう一度／嫁に来ないか／季節の中で／風立ちぬ／長い夜
＜ソプラノ二重奏＞ ルージュの伝言／キッスは目にして！／めだかの兄妹／
クリスマスイブ／タッチ　全15曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.59345

大変好評をいただいております
『わたしの青春ソング』シリーズの
昭和後期編です。ぜひあの頃の
思い出とともにお楽しみください。

季節の抒情歌集1

朧月夜／春が来た／早春賦／花の街／しゃぼん玉／かあさんの歌／わ
れは海の子／紅葉／旅愁／村祭／ペチカ／雪　全12曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.59331

伝統的な四季折々の抒情歌を
大正琴で楽しんでいただけるよう
編集しました。

季節の抒情歌集2

牧場の朝／花／みかんの花咲く丘／鯉のぼり／うみ／里の秋／夕焼小
焼／茶摘／冬景色／浜千鳥／浜辺の歌／椰子の実　　全12曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.59333

伝統的な四季折々の抒情歌を
大正琴で楽しんでいただけるよう
編集しました。

ラテンで楽しむ大正琴

この世の花（マンボ）／ソーラン節（サンバ）／別れても好きな人（チャ
チャチャ）／ちゃっきり節（マンボ）　　全4曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.60191

おなじみの歌謡曲や民謡をラテ
ン音楽風にアレンジしました。ラ
テンのリズムにのって弾いてみま
しょう。

魅惑のメロディ2

ローレライ／故郷を離るる歌／オールド ブラック ジョー／夢路より／ぼだい樹／追
憶／グリーンスリーブス／故郷の空／おゝブレネリ／バイカル湖のほとり／赤い河
の谷間／オーソレ・ミオ／カリンカ／通りゃんせ／河はよんでる／ワシントン広場の
夜は更けて／チムチムチェリー／日曜はだめよ／ロシアより愛をこめて　全19曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.59420

世界中で親しまれている名曲を
編纂しました。

こどもアニメ曲集

カントリー・ロード（映画「耳をすませば」より）／となりのトトロ（映画「となり
のトトロ」より）／さんぽ（映画「となりのトトロ」より）／君をのせて（映画「天
空の城ラピュタ」より）　全4曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.60071

こども達の好きな“スタジオ・ジブ
リ”のアニメ映画から選曲し、や
さしい大正琴４部合奏に編曲し
ました。

大正琴歌謡曲集

＜入門曲＞ 
荒城の月/さくらさくら/こきりこ節/知床旅情/船頭小唄/早春賦/千曲川/浜
千鳥/ふるさと/夕やけこやけ

＜演歌＞ 
あばれ太鼓/天城越え/帰ってこいよ/河内おとこ節/川の流れのように/北
国の春/北の宿から/くちなしの花/せんせい/珍島物語/津軽海峡・冬景色/
長良川艶歌/浪花節だよ人生は/二輪草/風雪ながれ旅/まつり/雪國

＜懐メロ＞ 
影を慕いて/カチューシャの唄/ミヨちゃん/高校三年生/ここに幸あり/古城/
ゴンドラの唄/人生劇場/野崎小唄/名月赤城山/明治一代女

＜ムード歌謡＞ 
粋な別れ/襟裳岬/想い出迷子/京都の恋/恋の町札幌/心のこり/人生い
ろいろ/時の流れに身をまかせ/涙くんさよなら/釜山港へ帰れ/二人でお酒を
/ふたりの大阪/星降る街角/もしかしてパートII/別れても好きな人

＜ポップス＞ 
赤い風船/あずさ2号/熱き心に/恋のバカンス/小指の思い出/私鉄沿線/
空に太陽があるかぎり/花の首飾り/ひとりじゃないの/ブルーライト・ヨコハマ
/星のフラメンコ/真赤な太陽/また逢う日まで/よろしく哀愁/別れの予感

＜GS/フォークソング＞ 
青葉城恋唄/想い出の渚/結婚しようよ/秋桜/なごり雪/花/ブルー・シャトー
/ふれあい/岬めぐり/もしもピアノが弾けたなら/夢の中へ

＜ウエディング＞ 
祝い酒/祝い船/贈る言葉/お嫁においで/乾杯/君といつまでも/兄弟船/世
界は二人のために/瀬戸の花嫁/花嫁/娘よ　

全90曲 

税込価格 ￥3,410
（本体 ￥3,100） CN.60112

心に残る名曲を演歌、
ポップスなどのジャンル
別に編集しております。

大正琴出版物

わたしの青春ソング 平成

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.59347

大変好評をいただいております
『わたしの青春ソング』シリーズの
平成版です。ぜひあの頃の思い
出とともにお楽しみください。

イマドキこども大正琴曲集

Happy Birthday To You／喜びの歌／サザエさん／翼をください／歌え
バンバン／手のひらを太陽に／太陽がくれた季節／夢をかなえてドラえも
ん／勇気100％／世界に一つだけの花／旅立ちの日に／ジングルベル／
Believe／パッヘルベルのカノン／手紙～拝啓十五の君へ～　全15曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.59361

次代を担う子どもたちにも大正琴
音楽を楽しんでもらいたいという
思いを込めて編纂しました。

＜一斉奏＞Diamonds ／それが大事／どんなときも。／愛は勝つ／私がオバさんに
なっても／負けないで／ PRIDE ／夫婦みち／夜空ノムコウ／きよしのズンドコ節
＜ソプラノ二重奏＞浪漫飛行／ロビンソン／未来へ
＜ソプラノ、アルト二重奏＞麦畑／いとしき日々よ　全15曲
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大正琴出版物

大正琴邦楽曲集（二）

長唄 娘道成寺（替手付）／長唄 蛙／長唄 鶴亀　全3曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.60113

日本の伝統芸能である邦楽よ
り、長唄の魅力をより深く、広く
味わっていただくために編集しま
した。

大正琴邦楽曲集（三）

長唄 神田祭より／端唄 綱は上意／長唄 土蜘（切禿より）／歌舞
伎下座・セリの合方（本調子）　全4曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.60114

この曲集は、日本の伝統である
邦楽をより深く、広く味わってい
ただくために編集しました。

弓弾き大正琴 悠弓 入門書

さくらさくら／早春賦／ゆりかごの歌／浜辺の歌／ふるさと／冬景色／旅
愁／きよしこの夜／浜千鳥／オーラ・リー／アメイジング・グレイス／家路
（新世界より）／愛のロマンス／アニー・ローリー／星の世界　全15曲

税込価格 ￥1,320
（本体 ￥1,200） CN.60241

弓弾き大正琴悠弓用の入門書。
この入門書で悠弓の弾き方を覚
えたら、他楽器との合奏にもチャ
レンジしてみましょう。

大正琴邦楽曲集（一）

長唄 越後獅子／長唄「都風流」より 屋台獅子／長唄 靭猿／長唄 新
曲 浦島　全4曲

税込価格 ￥1,870
（本体 ￥1,700） CN.60111

日本の伝統芸能である邦楽よ
り、長唄の魅力をより深く、広く
味わっていただくために編集しま
した。

大正琴出版物

大正琴愛好家のための音楽通論 改訂版

税込価格 ￥3,300
（本体 ￥3,000） CN.60061

音階やフレーズといった音楽の
基礎から日本音楽の系譜まで大
正琴愛好家として知っておきた
い知識をまとめました。

CD The 大正琴

ラヴ・イズ・オーヴァー／ろくでなし／舟唄／風雪ながれ旅／天城越え／
津軽海峡・冬景色／恋におちて／愛の讃歌　全8曲

税込価格 ￥1,100
（本体 ￥1,000） CN.59403

大正琴（こはく・瑞穂）で名曲を
綴った全８曲を収録。アンサンブル
と独奏のインストゥルメンタルＣＤ
です。いつもあなたの傍で、大正琴
の音色をお楽しみください。

悠弓入門書をテキストに
したDVDです。

はじめての悠弓（別売） CN.60132
税込価格 ￥3,080（本体 ￥2,800）
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ハモンドレパートリー Vol.1

ユー アー マイ サンシャイン／マイ ボニー／雪山讃歌／カチューシャ／
マルセリーノの歌／ 500マイル／テネシー ワルツ／ビューティフル サン
デー／哀しみのソレアード／サンタ ルチア／カントリー ロード／セーラー
服と機関銃／ザ ロンゲスト デイ／モア／北酒場／遠くへ行きたい／太
陽がいっぱい／もしも明日が　全18曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.69170

ジョイフルハモンドの副教材で
す。身に付けたテクニックを使っ
て、レパートリーをさらに拡げたい
方に。

ハモンドレパートリー Vol.2

季節の中で／シェリト リンド／赤いサラファン／想い出の渚／すばる／
ムーン リバー／ブラジル／いい日旅立ち／イエスタデイ ワンス モア／ラ
ラルー／愛と追憶の日々／見つめあう恋／サイド バイ サイド／オンリー 
ユー／マリア エレナ／レット イット ビー／モルダウ／赤いスイートピー／
誰もいない海／さらば夏の日／枯葉　全21曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.69171

ジョイフルハモンドの副教材で
す。身に付けたテクニックを使っ
て、レパートリーをさらに拡げたい
方に。

ハモンドレパートリー Vol.3

フィーリング／フラッシュ ダンス／オー シャンゼリゼ／シャルメイヌ／エ
ンターテイナー／ソラメンテ ウナ べス／悲しみがとまらない／時計／
あなたしか見えない／トゥルース／涙色の微笑／マルディ グラにつれ
てって／慕情／飾りのついた四輪馬車／哀愁のアダージオ／アイ ラ
イク ショパン／真珠とりのタンゴ／瞳はダイヤモンド／旅情　全19曲

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.69172

ジョイフルハモンドの副教材で
す。身に付けたテクニックを使っ
て、レパートリーをさらに拡げたい
方に。

リトルハモンド Vol.1

どうぶつのオーケストラ（イラストのみ）／グリッサンドマーチ（イラストの
み）／ピクニック／てをたたこう／さあひきましょう／さあのぼろう／あ
めふり／みんなでランラン／なにかな／みみのうた／うみ／ひげなが
のねこ／がっそう／ざんぶりこ／あしおと／キツツキつつき／かがみの
中に／いちにのたいそう／なあに／ずいずいずっころばし／ひみつの
はなし／ふゆ／かえるのうた／はなつみ／ふね／めをさまそう／ちょう
ちょ／はちさん／わになって／かがやくまち／むかしのおんがく／○○
ちゃんのひつじ　全32曲

税込価格 ￥1,980
（本体 ￥1,800） CN.69250

子どもたちの発育に合わ
せ、音感を養っていくよう
編集しています。

税込価格 ￥1,980
（本体 ￥1,800） CN.69251

子どもたちの発育に合わ
せ、音感を養っていくよう
編集しています。

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.69252

子どもたちの発育に合わ
せ、音感を養っていくよう
編集しています。

リトルハモンド Vol.2

ちょうちょ／○○ちゃんのうた／みんなのマーチ／がっこう／すてきならし
ど／やまのでんしゃ／さぁ おどろう／フレーフレー／あちゃぱちゃのちゃ／
もりのポルカ／あかちゃんぞうさん／よぎしゃ／こもりうた／ゴロゴロかみ
なり／おふろでキュッキュッ／ブーブーじどうしゃ／こどものたいこ／さよう
なら／かねがなる／もりのあさ／ことりのけっこんしき／ぞうのこうしん／
なまりのへいたい／ポップ／おひるねのゆめ／みんなでわらおう／スイス
イさかな／ダンス　全28曲

リトルハモンド Vol.3

かみなりゴロゴロ／こぎつね／ルーとおどろう／きらきらぼし／あしけん
ばん／おどろう！たのしいポーレチケ／山寺のおしょうさん／パパのたん
じょう日／もっきん／ 10人のインデアン／ラ・クカラーチャ／気のいい
あひる／ぞう／コロラドの月／一日のおわりに／アンダルコのうた／き
いろいリボン／もっきん／メキシカン・ハット・ダンス／おほしがひかる／
ディス・オールドマン／あかいとりことり／どんぐりころころ／アビニョン
のはしの上で／はしれ、なみ木を／ いえじ／かんぱいのうた／ネリー・
ブライ／おお、まきばはみどり／アイルランドのこもりうた　全30曲

ハモンドオルガン出版物

ジョイフルハモンド Vol.1

チョップスティック／河は呼んでいる／家路／聖者の行進／茶色の
小びん／一週間／浜辺の歌／四季の歌／アロハ・オエ／ハッピー 
バースディー トゥー ユー／ジングル ベル／今日の日はさようなら／
知床旅情／ダイアナ／ラブ ミー テンダー　全15曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.69110

民謡、クラシック、ジャズまで様々
な音楽ジャンルを楽しみながら、
ハモンドオルガンのテクニックと
音楽性が身に付く内容です。

ジョイフルハモンド Vol.2

よろこびの歌／オブラディ オブラダ／ユー オール カム／モリタート／
愛のロマンス／ドナ ドナ／赤い河の谷間／想い出のグリーングラス／
ジャンバラヤ／大脱走マーチ／シバの女王／峠の我が家／悲しき雨音
全13曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.69111

民謡、クラシック、ジャズまで様々
な音楽ジャンルを楽しみながら、
ハモンドオルガンのテクニックと
音楽性が身に付く内容です。

ジョイフルハモンド Vol.4

ルージュの伝言／夜のストレンジャー／ロンドンデリーエアー／Mr.ロ
ンリー／知りたくないの／黒いひとみ／パトリシア／カチート／ある愛
の詩／教会へいそごう／ティル／リンボージャズ／時の踊り／オリー
ブの首飾り　全14曲

税込価格 ￥1,980
（本体 ￥1,800） CN.69113

民謡、クラシック、ジャズまで様々
な音楽ジャンルを楽しみながら、
ハモンドオルガンのテクニックと
音楽性が身に付く内容です。

ジョイフルハモンド Vol.5

エンドレスラブ／雨にぬれても／パピヨン／そよ風の誘惑／サン トワ 
マミー／真珠貝のうた／ワルツ～白鳥の湖より～／アルハンブラの
想い出／トップ オブ ザ ワールド／パーフィディア／ラストワルツ／
森をあるこう／ブルータンゴ／追憶　全14曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.69114

民謡、クラシック、ジャズまで様々
な音楽ジャンルを楽しみながら、
ハモンドオルガンのテクニックと
音楽性が身に付く内容です。

ジョイフルハモンド Vol.6

ハモンド ボサノヴァ／明るい街角で／メモリー／Mr.ボージャングル／
クァンド クァンド クァンド／ヒア ゼア アンド エブリホエア／ウェーブ／ロ
マンス／エル チョクロ／ティコ ティコ／オール ザ シングス ユー アー／
アモール　全12曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.69115

民謡、クラシック、ジャズまで様々
な音楽ジャンルを楽しみながら、
ハモンドオルガンのテクニックと
音楽性が身に付く内容です。
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ハモンドオルガン出版物

ハモンドポップス Vol.3

サンシャイン／恋／くよくよするなよ！／ トゥー･シャイ･トゥー･セイ／ア
ナザー･スター／可愛いアイシャ／美の鳥／愛するデューク／トゥー･
ハイ／今はひとりぼっち　全10曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.69162

ハモンドオルガンで奏でるポップ
ス曲集。

ハモンドポップス Vol.4

幸せはパリで／煙が目にしみる／ブルー・ボッサ／トゥー･ヤング／ロン
リー･ワン／南京豆売り／ロッキーのテーマ／荒野の7人／ユー･ライト･
アップ・マイ･ライフ／イット・クッド・ハップン・トゥ・ユー／ムーラン・ルー
ジュの歌／シング・シング・シング／長い夜／トルコ行進曲　全14曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.69163

ハモンドオルガンで奏でるポップ
ス曲集。

ハモンドポップス Vol.8

グレムリン ラグ／ティー フォー トゥー／すべてをあなたに／オール オブ 
ミー／イパネマの娘／アイ ゴット リズム／トライ トゥー リメンバー／チャ
カ／リンゴ追分／アズ タイム ゴーズ バイ／ネバー セイ ネバー アゲイ
ン　全11曲

税込価格 ￥1,980
（本体 ￥1,800） CN.69166

ハモンドオルガンで奏でるポップ
ス曲集。

ハモンドアーティストアルバム
（片山 きみこ編）

税込価格 ￥2,200
（本体 ￥2,000） CN.69253

子どもたちの発育に合わ
せ、音感を養っていくよう
編集しています。

税込価格 ￥1,430
（本体 ￥1,300） CN.69290

リトルハモンドの副教材で
す。リトルハモンドの進行
に合わせて学べます。演
奏の表現力の向上に。

バイ バイ ブラックバード／恋人よ我に帰れ／里の秋／金毘羅船々／ポ
ルトガルの4月（コインブラ）／オール バイ マイセルフ／ザ マン アイ ラ
ブ／朝日の如くさわやかに　全8曲

税込価格 ￥2,530
（本体 ￥2,300） CN.69361

ハモンドオルガン講師、片山きみ
こ氏によりアレンジされた曲集。

ハモンドアーティストアルバム
（森 玲子編）

ジーパーズ クリーパーズ／ポルカ ドッツ アンド ムーンビームス／アウア 
ラブ イズ ヒア トゥ ステイ／ジャスト フレンズ／シークレット ラブ／ロンド
ンデリー エアー（ダニーボーイ）／ステップ フォー ユー　全7曲

税込価格 ￥2,530
（本体 ￥2,300） CN.69362

ハモンドオルガン講師、森玲子
氏によりアレンジされた曲集。

リトルハモンド Vol.4

われは海の子／わらの中の七面鳥／こじかのバンビ／アイアイ／大
きなたいこ／五月のゆめ／王様の行進／春がよんでるよ／トロイカ／
一週間／カチューシャ／聖者がまちにやってくる／ペチカ／エーデル
ワイス／グッドナイトレディース／赤い川の谷間／とうげのわが家／ハ
イホー／ピクニック／オーソレミオ／帰れソレントへ／故郷の人々／
茶色のこびん／アニー　ローリー／ストドラパンパ／春の日の花とか
がやく／ブランコ／勇ましい騎手／浜辺の歌／ララルー　全30曲

リトルハモンド Vol.5

おどる人形／メキシコのおどり／ハンガリアンダンスNo.4 ／ゆかいに歩け
ば／楽しいショティッシュ／楽しい夜／アルザスのおどり／北風ふけば／
私の回転木馬／ゲレンデの穴／大きな古時計／ゆりかごのうた／あの峰
さして／おどりあかそう／かめ／子どもたちのつどい／ジングルベル／ちいさ
い秋見つけた／太陽がいっぱい／愛のコレクション／メロディー・フェア／
グリーングリーン／想い出のグリーングラス／グローリア／マイアミ・ビーチ・
ルンバ／森へいきましょう／キェン・セラ／さらばジャマイカ／メヌエット／真
珠貝のうた／黒いオルフェ／二つのギター／海のマーチ 全33曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.69254

子どもたちの発育に合わせ、音
感を養っていくよう編集していま
す。

リトルハモンド Vol.6

クシコスポスト／リパブリック讃歌／哀しみのソレアード／草競馬／子象
の行進／キャラバン／夢見るシャンソン人形／こきりこ節／赤とんぼ／
ローレライ／星に願いを／大脱走のマーチ／バラ色のメヌエット／恋は
水色／ラ メール／美しきロスマリン／くまばちの飛行／この世の果てま
で／ラ ノビア／エル クンバンチェロ／こんぺい糖の踊り／夜明けの
カーニバル／メヌエット／幸せの黄色いリボン／ユーアーマイサンシャイ
ン／ブルー・ハワイ／ルパン3世のテーマ　全27曲

税込価格 ￥1,650
（本体 ￥1,500） CN.69255

子どもたちの発育に合わせ、音
感を養っていくよう編集していま
す。

リトルレパートリー 上巻

よろこびのうた／きつつきとみみずく／かわいいオーガスティン／丸と三
角と四角／ロンドン橋／スケート／かわいいポルカ／チャパネカス／あわ
てんぼうのサンタクロース／今日の日はさようなら／どこまでも行こう／め
だかの兄妹／日本昔ばなし／おもちゃの兵隊の行進／ほたるこい（アン
サンブル）／タ フワフワイ（アンサンブル）　全16曲

リトルレパートリー 中巻

夏の山／調子のよいかじや／四季の歌／南の島のハメハメハ大王／マ
マに捧げる詩／もしも世界にタヌキがいたら／サモア島の歌／シェリト・
リンド／琵琶湖周航の歌／いつか夢で／ミッキー・マウス・マーチ／コン
ドルは飛んでいく／シング（アンサンブル）／オリバーのマーチ（アンサン
ブル） 全14曲

税込価格 ￥1,430
（本体 ￥1,300） CN.69291

リトルハモンドの副教材です。リ
トルハモンドの進行に合わせて
学べます。演奏の表現力の向
上に。

リトルレパートリー 下巻

帰り来ぬ青春／「冬」より第2楽章／金婚式／ワン／スイート・メモリー
ズ／マイ・ウェイ／涙のトッカータ／街角のカフェ／おてもやん／フニク
リ・フニクラ／ペルシャの市場にて（アンサンブル）　全11曲

税込価格 ￥1,430
（本体 ￥1,300） CN.69292

リトルハモンドの副教材です。リ
トルハモンドの進行に合わせて
学べます。演奏の表現力の向
上に。

ハモンドオルガン出版物
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購入画面

スズキオンラインショップ 検 索検 索

スズキオンラインショップで楽譜を
カンタンダウンロード購入！！

※本ページに掲載の画面データは、実際のものと異なる場合があります。

www.suzuki-onlineshop.jp

楽譜をさがしてダウンロードして、
自宅でプリントできる便利なサイトです。
どうぞご活用ください。 検索画面

続々更新中!!続々更新中!!

大正琴 ケン
ハモ

ハモンド
オルガン

トーン
チャイム

ハーモニカ

続々更新中!!
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