
エレクトーン曲集　発売状況一覧 H28.12.15現在

※メーカー・問屋在庫状況・店舗在庫状況を元に作成しております。場合によっては
品切れ・再販未定・絶版となる商品がございます。在庫確認をご希望の方はスタッフへお気軽にご相談ください。

【ＥＬシリーズその他】
★エレクトーンで弾く★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

青春の歌謡ﾎﾟｯﾌﾟｽ3 ｻｳｽﾎﾟｰ ﾋﾟﾝｸ･ﾚﾃﾞｨｰ 6 販売終了

　ﾋﾟﾝｸﾚﾃﾞｨｰ 渚のｼﾝﾄﾞﾊﾞｯﾄﾞ ﾋﾟﾝｸ･ﾚﾃﾞｨｰ 6

ｶﾙﾒﾝ'77 ﾋﾟﾝｸ･ﾚﾃﾞｨｰ 5

ｳｫﾝﾃｯﾄﾞ(指名手配) ﾋﾟﾝｸ･ﾚﾃﾞｨｰ 6

ﾓﾝｽﾀｰ ﾋﾟﾝｸ･ﾚﾃﾞｨｰ 5

ﾍﾟｯﾊﾟｰ警部 ﾋﾟﾝｸ･ﾚﾃﾞｨｰ 6

UFO ﾋﾟﾝｸ･ﾚﾃﾞｨｰ 5

美しき日々 その日までさよなら 海外ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々｣ 5 発売中

～Beautiful Day～ あなたの後ろで ZERO 海外ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々｣ 6

約束 ZERO 海外ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々｣ 5

Heaven ｲ･ｼﾞｮﾝﾋｮﾝ 海外ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々｣ 5

Remembering Me S.E.N.S. 海外ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々｣ 6

For you 6

のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ 交響曲第7番第1楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ｱﾆﾒ･ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 6 発売中

ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第8番｢悲愴｣第2楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ｱﾆﾒ･ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 5

ｵｰﾎﾞｴ協奏曲第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｱﾆﾒ･ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 6

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第5番｢春｣第1楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ｱﾆﾒ･ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 5

2台のﾋﾟｱﾉのためのｿﾅﾀ第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｱﾆﾒ･ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 5

ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ ｱﾆﾒ･ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 5

ﾊﾘｰ･ﾎﾟｯﾀｰ　賢者の石 ﾌﾟﾛﾛｰｸﾞ ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと賢者の石｣ 発売中

(G-5-3) ﾊﾘｰの不思議な世界 ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと賢者の石｣

ﾀﾞｲｱｺﾞﾝ横丁 ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと賢者の石｣

ｸｨﾃﾞｨﾁ･ﾏｯﾁ ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと賢者の石｣



ﾍﾄﾞｳｨｸﾞのﾃｰﾏ ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと賢者の石｣

ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰ　秘密の部屋 ﾌﾟﾛﾛｰｸﾞ～ﾊﾘｰ･ﾎﾟｯﾀｰのﾃｰﾏ:第2巻とﾀﾞｰｽﾞﾘｰ家からの脱出 ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと秘密の部屋｣ 発売中

(G5～3) 不死鳥のﾌｫｰｸｽ ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと秘密の部屋｣

ｷﾞﾙﾃｨ･ﾛｯｸﾊｰﾄ ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 映画｢ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと秘密の部屋｣

naomi yoshimura muse 花 naomi yoshimura 6 発売中

ｺﾝﾍﾟｲﾄｳ naomi yoshimura 5

ｵﾚﾝｼﾞのすきま naomi yoshimura 5

the door naomi yoshimura 6

何度だって好きになる naomi yoshimura 6

幸せの湯 naomi yoshimura 5

★エレクトーンアンサンブル★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

<1> 月刊ｴﾚｸﾄｰﾝ ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ1 炎のﾗﾝﾅｰのﾃｰﾏ 映画｢炎のﾗﾝﾅｰ｣ 発売中

※ﾃﾞｰﾀ別売りのためFDなし ﾗｽﾄｴﾝﾍﾟﾗｰのﾃｰﾏ 坂本龍一

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ﾒﾄﾞﾚｰ

ﾕｰﾐﾝ･ﾒﾄﾞﾚｰ 松任谷由実

Real in `D' 窪田宏

巴里のｱﾒﾘｶ人 映画｢巴里のｱﾒﾘｶ人｣

Joyful Joyful(歓喜の歌)

古畑任三郎ﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢古畑任三郎｣

★ピアノ＆エレクトーン★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

<3> ｼﾈﾏ ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと賢者の石ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾘｰ･ﾎﾟｯﾀｰと賢者の石｣ 発売中

ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ｣

千と千尋の神隠しﾒﾄﾞﾚｰ 久石譲 映画｢千と千尋の神隠し｣

ﾌﾞｯｸ･ｵﾌﾞ･ﾃﾞｲｽﾞ 映画｢冷静と情熱のあいだ｣

荒野の七人 映画｢荒野の七人｣

ｴﾝﾀｰﾃｲﾅｰ ｽｺｯﾄ･ｼﾞｮﾌﾟﾘﾝ 映画｢ｽﾃｨﾝｸﾞ｣



<5> ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ作品集 風の谷のﾅｳｼｶ～ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ 映画｢風の谷のﾅｳｼｶ｣ 発売中

君をのせて 映画｢天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ｣

さんぽ～ねこﾊﾞｽ～となりのﾄﾄﾛﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣

もののけ姫～ｱｼﾀｶｾｯ記～ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢もののけ姫｣

いつも何度でも～帰る日～ふたたびﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢千と千尋の神隠し｣

<6> 冬のｿﾅﾀ はじめから今まで(最初から今まで) ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣ 発売中

初めて ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣

Moment Ryu ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣

あなただけが ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣

My Memory Ryu ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣

★ＨＥＬＬＯ！ＥＬ－１００ 入門～初級★　　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

<1> ｱｲｱｲ ほか ｱｲｱｲ ｱﾆﾒ｢とっとこﾊﾑ太郎 販売終了

ｻﾎﾟｰﾄ･ﾃﾞｰﾀ ﾊﾑ太郎 とっとこうた ｱﾆﾒ｢とっとこﾊﾑ太郎

　参考演奏ﾃﾞｰﾀ全曲付 ちょうちょう

山の音楽家

ﾛﾝﾄﾞﾝ橋

おもちゃの交響曲 ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾓｰﾂｧﾙﾄ

｢四季｣より``春'' ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ

ﾄﾞﾚﾐのうた ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ｣

★こどもの★エレクトーン 入門～初級★　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

<1> ｱﾆﾒ 販売終了

<2> ﾊｯﾋﾟｰ･ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ･ﾄｩ･ﾕｰ ﾊｯﾋﾟｰ･ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ･ﾄｩ･ﾕｰ 販売終了

ほか 慎吾ﾏﾏのおはﾛｯｸ 慎吾ﾏﾏ

大きな古時計

ｴﾘｰｾﾞのために ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

さんぽ 久石譲 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣



<3> ﾌﾚｰﾙ･ｼﾞｬｯｸ ほか 販売終了

<4> とんぼのﾒｶﾞﾈ ほか 販売終了

<5> ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ作品集 販売終了

<6> おかあさんといっしょ あ･い･う･え･おにぎり NHK｢おかあさんといっしょ｣ 発売中

ﾊﾟﾝﾀﾞ うさぎ ｺｱﾗ NHK｢おかあさんといっしょ｣

このゆびとまれ NHK｢おかあさんといっしょ｣

ｽﾌﾟﾗｯﾋﾟ ｽﾌﾟﾗｯﾊﾟ NHK｢おかあさんといっしょ｣

たこやきなんぼﾏﾝﾎﾞ NHK｢おかあさんといっしょ｣

あ･い･うー NHK｢おかあさんといっしょ｣

<7> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｿﾝｸﾞｽ 販売終了

<8> ｱﾆﾒ2 魔法戦隊ﾏｼﾞﾚﾝｼﾞｬｰ ｱﾆﾒ｢魔法戦隊ﾏｼﾞﾚﾝｼﾞｬｰ｣ 発売中

生きてこそ ｱﾆﾒ｢昆虫王者ﾑｼｷﾝｸﾞ～森の民の伝説～｣

DANZEN!ふたりはﾌﾟﾘｷｭｱ Ver.MaxHeart ｱﾆﾒ｢ふたりはﾌﾟﾘｷｭｱMaxHeart｣

ﾎﾟｹﾓﾝｼﾝﾌｫﾆｯｸﾒﾄﾞﾚｰ ｱﾆﾒ｢ﾎﾟｹｯﾄﾓﾝｽﾀｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ｣

にっぽん昔ばなし ｱﾆﾒ｢まんが日本昔ばなし｣

★５級セレクション★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

<1> 星に願いを　ほか 星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣ 販売終了

歌劇｢ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ｣より間奏曲 ﾏｽｶｰﾆ 歌劇｢ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ｣

ﾊｯﾋﾟｰ･ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ ｽﾃｨｰﾋﾞｰ･ﾜﾝﾀﾞｰ

情熱大陸 葉加瀬太郎with小松亮太 TBS｢情熱大陸｣

ﾆｶｽﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑ ﾃﾞｳﾞｨｯﾄ･ﾍｲｾﾞﾙﾀｲﾝ･ﾄﾘｵ

<2> ﾙﾊﾟﾝ三世'７８　ほか ﾙﾊﾟﾝ三世'78 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 発売中

明日に架ける橋 ｻｲﾓﾝ&ｶﾞｰﾌｧﾝｸﾙ

ｼｼﾘｴﾝﾇ ﾌｫｰﾚ

Y.M.C.A. ﾋﾞﾚｯｼﾞ･ﾋﾟｰﾌﾟﾙ

ﾜﾝ･ﾉｰﾄ･ｻﾝﾊﾞ ｾﾙｼﾞｵ･ﾒﾝﾃﾞｽ

<3> 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾘｶﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑﾗｲﾂ TDLｼｮｰ 販売終了



ｴﾚｸﾄﾘｶﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞ Oriental Wind 久石譲 CM｢ｻﾝﾄﾘｰ伊右衛門｣

ﾄﾞﾘｰﾑﾗｲﾂ　ほか 虹の彼方に 映画｢ｵｽﾞの魔法使い｣

｢ｶﾙﾒﾝ｣前奏曲 ﾋﾞｾﾞｰ

WALTZ　FOR　DEBBY ﾋﾞﾙ･ｴｳﾞｧﾝｽ

<4> スカイ・ハイ　ほか ｽｶｲ･ﾊｲ ｼﾞｸﾞｿﾞｰ 発売中

ﾕｰ･ﾚｲｽﾞ･ﾐｰ･ｱｯﾌﾟ ｹﾙﾃｨｯｸ･ｳｰﾏﾝ

歌劇｢ｱｲｰﾀﾞ｣より凱旋行進曲 G.ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 歌劇｢ｱｲｰﾀﾞ｣

世界の車窓から 溝口肇 ｢世界の車窓から｣ﾃｰﾏ

ﾃｲｸ･ﾌｧｲﾌﾞ ﾃﾞｲﾌﾞ･ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸ

<5> ALWAYS三丁目の夕日 ALWAYS三丁目の夕日OpeningTitle 映画｢ALWAYS三丁目の夕日｣ 発売中

OpeningTitle　ほか ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ･ﾗｸﾞ ｽｺｯﾄ･ｼﾞｮﾌﾟﾘﾝ CM｢SUZUKI　ﾗﾊﾟﾝ｣

交響曲第5番ﾊ短調｢運命第1楽章より ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ﾌﾞﾙｰ･ﾏｲﾅｰ ｿﾆｰ･ｸﾗｰｸ

ｼﾞｬﾝﾌﾟ ｳﾞｧﾝ･ﾍｲﾚﾝ

★エレクトーンレパートリー★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

8級　ﾕｰ･ｱｰ･ﾐ･ｻﾝｼｬｲﾝ ﾕｰ･ｱｰ･ﾏｲｻﾝｼｬｲﾝ 8 発売中

　ほか 運がよけりゃ 8

ﾊﾟﾘのお嬢さん 8

太陽がいっぱい 8

ﾄﾞﾅｳ川のさざ波 8

恋は水色 8

ｹﾝﾀｯｷｰの我が家 8

ﾋｱ･ｾﾞｱ･ｱﾝﾄﾞ･ｴｳﾞﾘｺﾞｪｱ 8

ｲｯﾂ･ｲﾝﾎﾟｼﾌﾞﾙ 8

ｼﾝｸﾞ 8

6級　誓い　ほか 誓い 6 発売中

おいしい水 6



風のささやき 6

虹の彼方に 6

ｹﾞｯﾃｨﾝｸﾞ・ﾄｩｰ･ﾉｳ･ﾕｰ 6

ﾋｱｽﾞ･ｻﾞｯﾄ･ﾚｲﾆｰ･ﾃﾞｲ 6

ｺﾝﾄﾞﾙは飛んで行く 6

ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞﾘｰ･ｴｱｰ 6

ﾓｰﾆﾝｸﾞ･ﾀﾞﾝｽ 6

君に夢中 6

★エレクトーンライブ★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

<1> ｴﾝｶ編 ﾊﾞﾗが咲いた ﾏｲｸ真木 発売中

千曲川 五木ひろし

若者たち

知床旅情

夜明けのｽｷｬｯﾄ

川の流れのように 美空ひばり

浪花節だよ人生は

くちなしの花

つぐない

<2> ｸﾗｼｯｸ編 交響曲第1番 ﾌﾞﾗｰﾑｽ 発売中

愛の夢 ﾘｽﾄ

ｶﾉﾝ ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙ

愛のあいさつ ｴﾙｶﾞｰ

ﾊﾞｲｵﾘﾝ協奏曲第1番 ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番 ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

別れの曲 ｼｮﾊﾟﾝ

ﾉｸﾀｰﾝ ｼｮﾊﾟﾝ

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第20番 ﾓｰﾂｧﾙﾄ



★エレクトーン・ア・ラ・モード★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

<1> 富岡ﾔｽﾔ(ＢＥＳＴ1) Watermelon Man 発売中

Caravan

Georgia On My Mind

ﾃｷｰﾗ

ひょっこりひょうたん島 NHK｢ひょっこりひょうたん島｣

<5> ラブ(ｽﾍﾟｼｬﾙ5) A WHOLE NEW WORLD 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ｣ 発売中

WITHOUT YOU

やさしく歌って

If We Hold On Together

<38> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ1 ﾊｲ･ﾎｰ 映画｢白雪姫｣ 発売中

お砂糖ひとさじで 映画｢ﾒﾘｰ･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ｣

くまのﾌﾟｰさん 映画｢くまのﾌﾟｰさん｣

ﾍﾞﾗ･ﾉｯﾃ 映画｢わんわん物語｣

ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ﾏｰﾁ ｱﾆﾒ｢ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ｸﾗﾌﾞ｣

<39> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ2 ｽｰﾊﾟｰｶﾘﾌﾗｼﾞﾘｽﾃｨｯｸｴｸｽﾋﾟｱﾘﾄﾞｰｼｬｽ 映画｢ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ｣ 発売中

狼なんてこわくない 映画｢三匹のこぶた｣

不思議の国のｱﾘｽ 映画｢不思議の国のｱﾘｽ｣

ｼﾞｯﾊﾟ･ﾃﾞｨｰ･ﾄﾞｩｰ･ﾀﾞｰ･ 映画｢南部の唄｣

星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣

<40> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ3 右から2番目の星 映画｢ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ｣ 発売中

口笛をふいて働こう 映画｢白雪姫｣

夢はひそかに 映画｢ｼﾝﾃﾞﾚﾗ｣

ﾗﾗﾙｰ 映画｢わんわん物語｣

いつか王子様が 映画｢白雪姫｣

<42> ラブ4 愛を感じて 映画｢ﾗｲｵﾝｷﾝｸﾞ｣ 発売中

ﾏｲ･ﾊｰﾄ･ｳｨﾙ･ｺﾞｰ･ｵﾝ ｾﾘｰﾇ･ﾃﾞｨｵﾝ 映画｢ﾀｲﾀﾆｯｸ｣



愛のﾊｰﾓﾆｰ

ONCE IN A BLUE MOON

CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵

<43> ｸｲﾝｼｰ･ｼﾞｮｰﾝｽ ｿｳﾙ･ﾎﾞｻﾉﾊﾞ 発売中

ﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ作品集 愛のゆくえ

ﾛｯｸ･ｳｨｽﾞ･ﾕｰ

ｱｲｱﾝｻｲﾄﾞ

ｳﾞｪﾗｽ

<44> ﾊｰﾋﾞｰ･ﾊﾝｺｯｸ作品集 ｶﾝﾀﾛｰﾌﾟ･ｱｲﾗﾝﾄﾞ ﾊｰﾋﾞｰ･ﾊﾝｺｯｸ 発売中

ｶﾒﾚｵﾝ ﾊｰﾋﾞｰ･ﾊﾝｺｯｸ

ﾃﾙ･ﾐｰ･ｱ･ﾍﾞｯﾄﾞﾀｲﾑ･ｽﾄｰﾘｰ ﾊｰﾋﾞｰ･ﾊﾝｺｯｸ

ｳｫｰﾀｰﾒﾛﾝﾏﾝ ﾊｰﾋﾞｰ･ﾊﾝｺｯｸ

ﾛｯｸｲｯﾄ ﾊｰﾋﾞｰ･ﾊﾝｺｯｸ

<45> ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ A列車で行こう ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ 発売中

ｽｳｨﾝｸﾞしなけりゃ意味がない ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ

ｿﾘﾁｭｰﾄﾞ ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ

ｿﾌｨｽﾃｨｹｲﾃｯﾄﾞ･ﾚﾃﾞｨ ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ

ｷｬﾗﾊﾞﾝ ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ

★エレクトーンクラシック曲集★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

ロマン派(G7-6) 歌劇｢魔弾の射手｣Op.77　狩人の合唱 ｳｪｰﾊﾞｰ 歌劇｢魔弾の射手｣ 6 発売中

3つの軍隊行進曲より第1番D.733-1 F.ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ 6

弦楽四重奏曲　第3番Op.44-1　第2楽章ﾒﾇｴｯﾄ F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ 7

練習曲　Op.10-3｢別れ｣ F.ｼｮﾊﾟﾝ 7

3つの夜想曲より　愛の夢 F.ﾘｽﾄ 7

歌劇｢ｱｲｰﾀﾞ｣より　祝いの歌 G.ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 7

あやつり人形の葬送行進曲 C.ｸﾞﾉｰ 6

ｳｨｰﾝの森の物語　Op.325 ｼｭﾄﾗｳｽ2世 6



ﾊﾞﾚｴ音楽｢ｺｯﾍﾟﾘｱ｣よりﾜﾙﾂ L.ﾄﾞﾘｰﾌﾞ 6

歌劇｢ｶﾙﾒﾝ｣よりｼﾞﾌﾟｼｰの歌 G.ﾋﾞｾﾞｰ 歌劇｢ｶﾙﾒﾝ｣ 6

ロマン派(G5) ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ 5 発売中

ｵﾍﾟﾚｯﾀ｢軽騎兵｣より序曲 ｽｯﾍﾟ 5

交響詩｢わが祖国｣より　ﾓﾙﾀﾞｳ ｽﾒﾀﾅ 5

ﾜﾙﾂ｢春の声｣Op.410 ｼｭﾄﾗｳｽ2世 5

ﾊﾝｶﾞﾘｱ舞曲　第5番 ﾌﾞﾗｰﾑｽ 5

劇付随音楽｢ｱﾙﾙの女｣よりｱﾀﾞｼﾞｪｯﾄ ﾋﾞｾﾞｰ 5

ﾉﾙｳｪｰ舞曲　Op.35第2番 ｸﾞﾘｰｸﾞ 5

ｳｨｰﾝはいつもｳｨｰﾝ ｼｭﾗﾝﾒﾙ 5

愛のあいさつ　Op.12 ｴﾙｶﾞｰ 5

おもちゃの兵隊の行進 ｲｴｯｾﾙ 5

バロック・古典1(G4-3) 8つの小ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞとﾌｰｶﾞ第1番よりﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ　BWV553 ﾊﾞｯﾊ 発売中

ｺﾗｰﾙ前奏曲｢いざ来れ、異教徒の救い主よ｣BWV661 ﾊﾞｯﾊ

交響曲第100番｢軍隊｣第1楽章 ﾊｲﾄﾞﾝ

ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄK.補追229-1　第1楽章ｱﾚｸﾞﾛ ﾓｰﾂｧﾙﾄ

弦楽五重奏曲　K.516第1楽章ｱﾚｸﾞﾛ ﾓｰﾂｧﾙﾄ

交響曲第1番　Op.21 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

バロック・古典2(G4-3) 8つの小ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞとﾌｰｶﾞ第6番　BWV558 ﾊﾞｯﾊ 発売中

ｺﾗｰﾙ前奏曲｢高き御空より我は来れり｣BWV700 ﾊﾞｯﾊ

ｼﾝﾌｫﾆｱOp.18-4　第1楽章ｱﾚｸﾞﾛ･ｺﾝ･ｽﾋﾟｰﾘﾄ

ﾌﾙｰﾄ四重奏曲　第1番K.285　第1楽章ｱﾚｸﾞﾛ ﾓｰﾂｧﾙﾄ

交響曲第25番　K.183 ﾓｰﾂｧﾙﾄ

交響曲第8番　Op.93第2楽章ｱﾚｸﾞﾛ･ｽｹﾙﾂｧﾝﾄﾞ ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝと管弦楽のためのﾛﾏﾝｽ　第2番Op.50 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

★エレクトーン　サウンドイン★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

<13> ﾏｰﾁ･ｻｳﾝﾄﾞ ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲 ｼｭﾄﾗｳｽ1世 販売終了



双頭の鷲の旗の下に ﾜｰｸﾞﾅｰ

ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾎﾟｽﾄ ｽｰｻﾞ

ﾄﾘｯﾁ･ﾄﾗｯﾁ･ﾎﾟﾙｶ ｼｭﾄﾗｳｽ2世

ｱﾙｳﾞｧﾏｰ序曲 ﾊﾞｰﾝｽﾞ

ｼｮｳ･ﾐｰ･ﾕｱ･ﾌｧｲｱｰﾄﾗｯｸ 映画｢ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗﾌﾄ｣

<19> ｼﾞｬｽﾞ 枯葉 発売中

ﾏｲ･ﾌｧﾆｰ･ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾍﾞｲﾌﾞｽ･ｲﾝ･ｱｰﾑｽ｣

ﾑｰﾝ･ﾘﾊﾞｰ 映画｢ﾃｨﾌｧﾆｰで朝食を｣

ｾﾝﾄ･ﾄｰﾏｽ

ﾌﾗｲ･ﾐｰ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾑｰﾝ

朝日のようにさわやかに ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾆｭｰ･ﾑｰﾝ｣

ｵｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾋﾞﾙ･ﾑｰﾝ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾌｧﾆｱﾝの虹｣

晴れた日に永遠が見える ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢晴れた日に永遠が見える｣

<27> 洋楽ﾋｯﾄ･ｺﾚｸｼｮﾝ ﾄﾞｩﾋﾞ･ﾄﾞｩﾊﾞ 発売中

ﾊﾟﾜｰ･ｵﾌﾞ･ｱ･ｳｰﾏﾝ

愛はきらめきの中に

ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ～愛のﾃｰﾏ

いとしのﾋﾞﾘｰ･ﾎﾞｰｲ

ﾄｩｰ･ﾗﾌﾞ･ﾕｰ･ﾓｱ

<29> ｼﾞｬｽﾞ2 枯葉 発売中

ﾅﾙﾃﾞｨｽ

ｷｬﾗﾊﾞﾝ

ﾎｴﾝ･ｱｲ･ﾌｫｰﾙ･ｲﾝ･ﾗﾌﾞ

ｵｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾋﾞﾙ･ﾑｰﾝ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾌｧﾆｱﾝの虹｣

晴れた日に永遠が見える ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢晴れた日に永遠が見える｣

<34> ｼﾝﾌｫﾆｯｸ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ 婚礼の合唱 R.ﾜｰｸﾞﾅｰ 歌劇｢ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝ｣ 発売中

結婚行進曲

CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵



ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ J.S.ﾊﾞｯﾊ

主よ、人の望みの喜びよ J.S.ﾊﾞｯﾊ

星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣

ｼﾞｭ･ﾄｨ･ｳﾞ

<35> ﾃﾞｨｽｺ・ﾋｯﾂ2 ﾚｯﾂ･ｸﾞﾙｰｳﾞ 発売中

ﾍﾞｽﾄ･ｵﾌﾞ･ﾏｲ･ﾗｳﾞ

ｽﾃｲﾝ･ｱﾗｲﾌﾞ

愛がすべて

ﾘﾗｲﾄ･ﾏｲ･ﾌｧｲｱ

ﾌﾞｷﾞｰ･ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ

<39> 洋楽ﾋｯﾄ･ｺﾚｸｼｮﾝ3　80's ｼﾞｬﾝﾌﾟ ｳﾞｧﾝ･ﾍｲﾚﾝ 発売中

ﾌﾙｰﾀﾞﾑ ﾜﾑ

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾏﾝ･ｲﾝ･ﾆｭｰﾖｰｸ ｽﾃｨﾝｸﾞ

ﾆｭｰﾖｰｸ･ｼﾃｨ･ｾﾚﾅｰﾃﾞ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ・ｸﾛｽ

ﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄ ｽｳｨﾝｸﾞ･ｱｳﾄ･ｼｱﾀｰ

ﾛｻﾞｰﾅ TOTO

<42> 洋楽ﾋｯﾄ･ｺﾚｸｼｮﾝ4 ﾐｽ･ｱ･ｼﾝｸﾞ ｴｱﾛｽﾐｽ 発売中

ﾋﾞﾘｰｳﾞ ｼｪｰﾙ

ﾕｰﾙ･ﾋﾞｰ･ｲﾝ･ﾏｲ･ﾊｰﾄ ﾌｨﾙ･ｺﾘﾝｽﾞ

ｴﾆﾜﾝ･ｱｯﾄ･ｵｰﾙ ｷｬﾛﾙ･ｷﾝｸﾞ

5,6,7,8 ｽﾃｯﾌﾟｽ

ﾌｰｽﾞ・ﾋﾞｰﾝ･ｽﾘｰﾋﾟﾝｸﾞ ｽｳｨﾝｸﾞ･ｱｳﾄ･ｼｱﾀｰ

<43> J-R&B Shake doudle 発売中

morning prayer SILVA

SOULS bird

been so long m-flo

BELIEVE Misia

Close To You CubicU



★エレクトーン　パーソナルアルバム★      　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

倉沢大樹 いつか王子様が 映画｢白雪姫｣ 発売中

黒いｵﾙﾌｪ 映画｢黒いｵﾙﾌｪ｣

朝日のようにさわやかに ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾆｭｰ･ﾑｰﾝ｣

ﾏｲ･ﾜﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｵﾝﾘｰ･ﾗｳﾞ

ｿｳﾙ･ﾎﾞｻﾉﾊﾞ

ｳｪﾙ･ﾕｰ･ﾆｰﾄﾞﾝﾄ

富岡ﾔｽﾔ ﾊｲｳｪｲ･ｽﾀｰ 富岡ﾔｽﾔ 発売中

ﾜｲﾄﾞ･ｱﾝｸﾞﾙ 富岡ﾔｽﾔ

ﾉｰ･ﾏﾝｽﾞ･ﾗﾝﾄﾞ 富岡ﾔｽﾔ

ｻｳﾞｫｲ 富岡ﾔｽﾔ

ﾚﾃﾞｨ･ﾊﾞｲｵﾚｯﾀ 富岡ﾔｽﾔ

富岡ﾔｽﾔ2 燃えよﾄﾞﾗｺﾞﾝ 映画｢燃えよﾄﾞﾗｺﾞﾝ｣ 発売中

可愛いｱｲｼｬ ｽﾃｨｰﾋﾞｰ･ﾜﾝﾀﾞｰ

non b. 富岡ﾔｽﾔ

Ode To Joy ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 映画｢天使にﾗﾌﾞ･ｿﾝｸﾞを2｣

Gate Of Glory 富岡ﾔｽﾔ 長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ

Ultimate Power 富岡ﾔｽﾔ 長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ

★アーチスト・ベストコレクション★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

<64> ｾﾘｰﾇ･ﾃﾞｨｵﾝ TO LOVE YOU MORE ｾﾘｰﾇ･ﾃﾞｨｵﾝ 発売中

THE POWER OF LOVE ｾﾘｰﾇ･ﾃﾞｨｵﾝ

BEAUTY AND THE BEAST ｾﾘｰﾇ･ﾃﾞｨｵﾝ 映画｢美女と野獣｣

WHEN I FALL IN LOVE ｾﾘｰﾇ･ﾃﾞｨｵﾝ 映画｢めぐり逢えたら｣

THE POWER OF THE DREAM ｾﾘｰﾇ･ﾃﾞｨｵﾝ

BE THE MAN ｾﾘｰﾇ･ﾃﾞｨｵﾝ

<66> MISIA 陽のあたる場所 MISIA 発売中



K.I.T MISIA

I'm over here～気づいて～ MISIA

つつみ込むように･･･ MISIA

Never gonna cry! MISIA

THE GLORY DAY MISIA

<67> ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘｰ2 Honey ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘｰ 発売中

Always Be My Baby ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘｰ

Do You Know Where You're Going To ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘｰ

One Sweet Day ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘｰ

Hero ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘｰ

Whenever You Call ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘｰ

★エレクトーン・ピース★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

冬のｿﾅﾀ はじめから今まで(最初から今まで) ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣ 5 発売中

My Memory Ryu ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣ 5

あなただけが ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣ 5

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ OPENING TDLｼｮｰ 5 発売中

　ﾜﾝﾏﾝｽﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑⅡ LOVE TDLｼｮｰ 5

1st FINALE TDLｼｮｰ 6

ｽﾀｰｳｫｰｽﾞ･ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ2 ｱｸﾛｽ･ｻﾞ･ｽﾀｰｽﾞ 映画｢ｽﾀｰｳｫｰｽﾞ･ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ2｣ 7 販売終了

｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ 映画｢ｽﾀｰｳｫｰｽﾞ･ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ2｣ 6

ｹﾞﾄﾞ戦記 時の歌 映画｢ｹﾞﾄﾞ戦記｣ 6 発売中

ﾃﾙｰの唄 映画｢ｹﾞﾄﾞ戦記｣ 5

旅路 映画｢ｹﾞﾄﾞ戦記｣ 5

ﾌｧｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾆﾓ ﾆﾓの卵～今日から学校ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾌｧｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾆﾓ｣ 7 発売中

ﾋﾞﾖﾝﾄﾞ･ｻﾞ･ｼｰ 映画｢ﾌｧｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾆﾓ｣ 6

NANA GLAMOROUS SKY NANAstarringMIKA NAKASHIMA 映画｢NANA｣ 6 発売中

MY MEDICINE NANAstarringMIKA NAKASHIMA 映画｢NANA｣ 6



ENDLESS STORY REIRAstarringYUNA ITO 映画｢NANA｣ 5

NANA2 一色 NANAstarringMIKA NAKASHIMA 映画｢NANA2｣ 6 発売中

Truth REIRAstarringYUNA ITO 映画｢NANA2｣ 5

EYES FOR THE MOON NANAstarringMIKA NAKASHIMA 映画｢NANA2｣ 6

ﾌﾞﾗｻﾞｰ･ﾍﾞｱ ﾌﾞﾗｻﾞｰ･ﾍﾞｱ 映画｢ﾌﾞﾗｻﾞｰ･ﾍﾞｱ｣ 7 発売中

ｸﾞﾚｲﾄ･ｽﾋﾟﾘｯﾄ 映画｢ﾌﾞﾗｻﾞｰ･ﾍﾞｱ｣ 6

変身 映画｢ﾌﾞﾗｻﾞｰ･ﾍﾞｱ｣ 6

恋のﾏｲｱﾋ　ほか 恋のﾏｲｱﾋ O-ZONE 7 発売中

PECORI　NIGHT Gorie with Jasmine&Joann 6

ﾏﾂｹﾝｻﾝﾊﾞⅢ 松平健 6

千住明　ﾋﾟｱﾉ協奏曲 ﾋﾟｱﾉ協奏曲｢宿命｣第1楽章(ｿﾛ) 千住明 映画｢砂の器｣ 発売中

｢宿命｣第1楽章 ﾋﾟｱﾉ協奏曲｢宿命｣第1楽章(P&EL) 千住明 映画｢砂の器｣

RealFace ほか Real Face KAT-TUN 6 発売中

Will Be All Right KAT-TUN 6

GLORIA KAT-TUN 7

ﾜﾑ!ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ ｳｷｳｷ･ｳｪｲｸ･ﾐｰ･ｱｯﾌﾟ ﾜﾑ 5 発売中

ﾗｽﾄ･ｸﾘｽﾏｽ ﾜﾑ 6

ﾌﾘｰﾀﾞﾑ ﾜﾑ 5

★大人向け★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

やさしく弾ける　 慕情 映画｢慕情｣ 発売中

大人のｴﾚｸﾄｰﾝｱﾗﾓｰﾄﾞⅠ ﾑｰﾝ･ﾘﾊﾞｰ 映画｢ﾃｨﾌｧﾆｰで朝食を｣

夏の日の恋 映画｢避暑地の出来事｣

ﾊﾟﾘのめぐり逢い 映画｢ﾊﾟﾘのめぐりあい｣

虹の彼方に 映画｢ｵｽﾞの魔法使い｣

やさしく弾ける ｽｶﾎﾞﾛｰ･ﾌｪｱ 詠唱 映画｢卒業｣ 発売中

　大人のｴﾚｸﾄｰﾝ① ﾀﾗのﾃｰﾏ 映画｢風と共に去りぬ｣

映画音楽 虹の彼方に 映画｢風と共に去りぬ｣



ｴﾃﾞﾝの東 映画｢ｴﾃﾞﾝの東｣

第三の男 映画｢第三の男｣

やさしく弾ける はじめから今まで(最初から今まで) ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣ 発売中

大人のｴﾚｸﾄｰﾝ④冬のｿﾅﾀ My Memory Ryu ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣

あなただけが ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣

初めて ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣

Moment Ryu ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣

少し経験のある大人の よろこびのうた 販売終了

ための　ｴﾚｸﾄｰﾝ悠々塾 春が来た

　入門編 ﾊｯﾋﾟｰ･ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ･ﾄｩ･ﾕｰ

花嫁人形

ふるさと

みかんの花咲く丘

荒城の月

真珠貝の歌

ﾊﾞﾗが咲いた

家路

幸せなら手をたたこう

黒い瞳

少し経験のある大人の ｽﾜﾆｰ河 販売終了

ためのｴﾚｸﾄｰﾝ悠々塾 お正月

入門編ﾚﾊﾟｰﾄﾘｰ集(CD付) たきび

きよしこの夜

ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ

あざみの歌

ﾃﾈｼｰ･ﾜﾙﾂ

枯葉

琵琶湖就航の歌



ｱﾛﾊ･ｵｴ

旅の夜風

ﾄﾞﾅｳ河のさざなみ

黒田節

夜のﾀﾝｺﾞ

ﾀﾞｲｱﾅ

少し経験のある大人の ﾕｰ･ｱｰ･ﾏｲ･ｻﾝｼｬｲﾝ 販売終了

ためのｴﾚｸﾄｰﾝ悠々塾 せいくらべ

基礎編(CD付) 赤とんぼ

南国の夜

ｼﾞﾝｸﾞﾙ･ﾍﾞﾙ

ﾎﾜｲﾄ･ｸﾘｽﾏｽ

四季より｢春｣

ﾗ･ｸﾝﾊﾟﾙｼｰﾀ

愛のﾛﾏﾝｽ(禁じられた遊び)

知床旅情

ｴﾘｰｾﾞのために

★その他★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

新ﾚｯﾂ･ｱﾚﾝｼﾞ　導入編 小さな世界 TDL｢ｲｯﾂ･ｱ･ｽﾓｰﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ｣ 発売中

※付属FDなし 聖者の行進

ﾑｰﾝ･ﾘﾊﾞｰ

ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ

ﾌﾗｲ･ﾐｰ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾑｰﾝ

翼をください

いとしのﾎﾞﾆｰ

ｵｰﾗ･ﾘｰ

新ﾚｯﾂ･ｱﾚﾝｼﾞ　実践編Ⅰ いつか王子様が(JazzWaltz編) 映画｢白雪姫｣ 発売中



※付属FDなし いつか王子様が(PopsOrchestra編) 映画白雪姫｣

枯葉(BigBand編)

枯葉(Tango編)

虹の彼方に(Ballad編)

虹の彼方に(BossaNova編)

ﾋﾟｱﾉｿﾅﾀ第8番(SemiClassic編) ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ﾋﾟｱﾉｿﾅﾀ第8番(16Beat編) ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ｻﾎﾟｰﾄ付曲集(2)　ｸﾗｼｯｸ ｴﾘｰｾﾞのために ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 発売中

おもちゃの交響曲 L.ﾓｰﾂｧﾙﾄ

｢ｱﾙﾙの女｣第2組曲より``ﾒﾇｴｯﾄ'' ﾋﾞｾﾞｰ

ﾎﾞﾚﾛ ﾗｳﾞｪﾙ

ｴﾚｸﾄｰﾝで歌おう 青春ｱﾐｰｺﾞ 修二と彰 ﾄﾞﾗﾏ｢野ﾌﾞﾀをﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ｣ 発売中

　ｶﾗｵｹ･ﾍﾞｽﾄ･ﾋｯﾄ 涙そうそう 夏川りみ

さくら ｹﾂﾒｲｼ

花 ORANGE RANGE 映画｢いま、会いにゆきます｣

ﾊﾅﾐｽﾞｷ 一青窈

POP STAR 平井堅

居酒屋 五木ひろし&木の実ﾅﾅ

ｴﾚｸﾄｰﾝで歌おう ﾐﾁｼﾙﾍﾞ～a road home～ ORANGE RANGE 発売中

　卒業ｱﾙﾊﾞﾑ 想い出がいっぱい H2O ｱﾆﾒ｢みゆき｣

卒業 ZONE

さくら(独唱) 森山直太朗

贈る言葉 海援隊 ﾄﾞﾗﾏ｢3年B組金八先生｣

ありがとうのうた V６

卒業 尾崎豊

栄光の架橋 ゆず ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ

ｴﾚｸﾄｰﾝで歌おう あ～よかったな 花*花 発売中

　ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｱﾙﾊﾞﾑ Best Friend Kiroro ﾄﾞﾗﾏ｢ちゅらさん｣



世界に一つだけの花 SMAP

LOVE LOVE LOVE DREAMS COME TRUE

しあわせになろうよ 長渕剛

君をさがしてた CHEMISTRY

明日への扉 I WiSH

Voyage 浜崎あゆみ

それがすべてさ 福山雅治

ね、がんばるよ。 Kinki　Kids

ｴﾚｸﾄｰﾝで弾く　 古畑任三郎のﾃｰﾏ～主題 ﾄﾞﾗﾏ｢古畑任三郎｣ 発売中

ﾃﾚﾋﾞ･ﾃｰﾏ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ déjà vuがいにげる頃 日本テレビ｢おしゃれｶﾝｹｲ｣

ｼｬ･ﾘｵﾝ ｢ﾜｰｽﾞﾜｰｽの冒険｣

はるかなる大地 ﾄﾞﾗﾏ｢北の国から｣

太陽にほえろ!ﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢太陽にほえろ!｣

王様のﾚｽﾄﾗﾝﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢王様のﾚｽﾄﾗﾝ｣

ｴﾚｸﾄｰﾝ　ﾘﾄﾙﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ 弦楽ｾﾚﾅｰﾃﾞよりﾜﾙﾂ 6 発売中

　6級①※付属FDなし 5匹の子ぶたとﾁｬｰﾙｽﾄﾝ 6

ｻｲﾄﾞ ﾊﾞｲ ｻｲﾄﾞ 6

愛のﾛﾏﾝｽ 6

のんきとたんき 6

ﾊﾞﾝｼﾞｮｰを鳴らせ 6

舟歌 6

赤いｻﾗﾌｧﾝ 6

ｲｴｽﾀﾃﾞｨ ﾜﾝｽ ﾓｱ  6

｢うつろな心｣変奏曲 6

地球は廻るよ 6

ﾀﾝﾌﾞﾗﾝ 6

ｴﾚｸﾄｰﾝ　ﾘﾄﾙﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ ﾒﾇｴｯﾄ 7 発売中

　7級①※付属FDなし ﾑｺｳの横町の 7



風の色は何色 7

草競馬 7

ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀ 7

通りゃんせ 7

ｽﾃｨﾝｸﾞよりｴﾝﾀｰﾃｲﾅｰ 7

部屋を出て下さい 7

小さな嘆き 7

ﾌｰｶﾞ 7

小さい秋見つけた 7

ｲｯﾋ ﾘｰﾍﾞ ﾃﾞｨｯﾋ 7

ｴﾚｸﾄｰﾝﾚﾊﾟｰﾄﾘｰ　 哀しみの終わりに 発売中

GRADE4-3 仔象の行進

碧空

ﾃﾞｲ ﾄﾘｯﾊﾟｰ

二人でお茶を

恋はﾌｪﾆｯｸｽ

ﾙﾅ ﾛｯｻ

ﾚｯﾂ ﾀﾞﾝｽ

淡き光に

瞳をみつめて

あの愛をふたたび

ﾛﾏﾝﾁｯｸじゃない？

ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾘﾊﾞｰ

★教本★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 発売状況

ｴﾚｸﾄｰﾝ･ﾊﾉﾝ(FD付) 練習曲多数 発売中

ｴﾚｸﾄｰﾝ･ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗｰ25の練習曲(FD付) 練習曲多数 発売中

ｴﾚｸﾄｰﾝ・ﾂｪﾙﾆｰ30番練習曲(FD付) 練習曲多数 発売中



ｴﾚｸﾄｰﾝ･ｴｸｻｻｲｽﾞ 曲目多数 発売中

ｴﾚｸﾄｰﾝﾍﾞｰｽ奏法 曲目多数 発売中

実践　聴音ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　初級編（FD付） 練習曲多数 発売中

実践　聴音ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　初級編（CD付） 練習曲多数 発売中

実践　聴音ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　中･上級編（FD付） 練習曲多数 発売中

見る　聴く　弾く　ｴﾚｸﾄｰﾝ即興Ⅰ　5～3級(ﾃﾞｰﾀ別売りの為なし) 練習曲多数 発売中

見る　聴く　弾く　ｴﾚｸﾄｰﾝ即興Ⅱ　5～3級(ﾃﾞｰﾀ別売りの為なし) 練習曲多数 発売中

見る　聴く　弾く　ｴﾚｸﾄｰﾝ即興Ⅲ　5～3級(ﾃﾞｰﾀ別売りの為なし) 練習曲多数 発売中

見る　聴く　弾く　ｴﾚｸﾄｰﾝ即興Ⅳ　5～3級(ﾃﾞｰﾀ別売りの為なし) 練習曲多数 発売中

見る　聴く　弾く　ｴﾚｸﾄｰﾝ即興Ⅰ　5～3級(FD付) 練習曲多数 発売中

見る　聴く　弾く　ｴﾚｸﾄｰﾝ即興Ⅱ　5～3級(FD付) 練習曲多数 発売中

見る　聴く　弾く　ｴﾚｸﾄｰﾝ即興Ⅲ　5～3級(FD付) 練習曲多数 発売中

見る　聴く　弾く　ｴﾚｸﾄｰﾝ即興Ⅳ　5～3級(FD付) 練習曲多数 発売中

見る　聴く　弾く　ｴﾚｸﾄｰﾝ即興Ⅴ　5～3級(FD付) 練習曲多数 発売中

見る　聴く　弾く　ｴﾚｸﾄｰﾝ即興Ⅵ　5～3級(FD付) 練習曲多数 発売中

こどものｴﾚｸﾄｰﾝ　ﾒｲﾄﾌｫﾘｵ1 練習曲多数 発売中

こどものｴﾚｸﾄｰﾝ　ﾒｲﾄﾌｫﾘｵ3.4 練習曲多数 発売中

ｴﾚｸﾄｰﾝｴﾁｭｰﾄﾞ4 練習曲多数 発売中

ｴﾚｸﾄｰﾝﾒﾄｰﾄﾞ3 練習曲多数 発売中

よいこのｴﾚｸﾄｰﾝ1 練習曲多数 発売中

よいこのｴﾚｸﾄｰﾝ2 練習曲多数 発売中

よいこのｴﾚｸﾄｰﾝ4 練習曲多数 発売中

けんばんでｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ 練習曲多数 販売終了


