
エレクトーン曲集　発売状況一覧 H29.8.10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。

【ＳＴＡＧＥＡシリーズ　その他】

★ＳＴＡＧＥＡで弾く★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> 美しき日々 その日までさよなら ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々～Beautiful Days～｣ 5 発売中

～Beautiful Days～ (G6-5) あなたの後ろで ZERO ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々～Beautiful Days～｣ 6

約束 ZERO ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々～Beautiful Days～｣ 5

Heaven ｲ･ｼﾞｮﾝﾋｮｲ ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々～Beautiful Days～｣ 5

Remenbering S.E.N.S ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々～Beautiful Days～｣ 6

For you ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々～Beautiful Days～｣ 6

<2> ﾊｳﾙの動く城 (G6-5) 世界の約束 久石譲 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣ 6 発売中

引越し 久石譲 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣ 6

花園 久石譲 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣ 5

ｿﾌｨｰの城 久石譲 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣ 5

星をのんだ少年 久石譲 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣ 5

人生のﾒﾘｰｺﾞｰﾗﾝﾄﾞ 久石譲 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣ 6

<3> ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴｽﾄⅦ (G7-5) 販売終了

<4> ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅦ Kiss Me Good-Bye ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅩⅡ｣ 7 発売中

 (G7-5) 剣の一閃 ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅩⅡ｣ 5

東ﾀﾞﾙﾏｽｶ砂漠 ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅩⅡ｣ 5

交響詩｢希望｣ ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅩⅡ｣ 5

FINAL FANTASY ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅩⅡ｣ 6

帝国のﾃｰﾏ ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅩⅡ｣ 6

<5> 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 ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 6 発売中

 (G6-5) 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 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 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 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 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 ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 5

★エレクトーンで弾く★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ (G7-5) 発売中

<2> ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ ｼﾞｬｯｸ･ｽﾊﾟﾛｳ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ/ﾃﾞｯﾄﾞﾏﾝｽﾞ･ﾁｪｽﾄ｣ 5 発売中

 (G6-5) 彼こそが海賊 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ/呪われた海賊たち｣ 5

ﾃﾞｲｳﾞｨ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ/ﾃﾞｯﾄﾞﾏﾝｽﾞ･ﾁｪｽﾄ｣ 6

霧の境界線～黄金のﾒﾀﾞﾙﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ/呪われた海賊たち｣ 6

``深海の魔物''ｸﾗｰｹﾝ～彼こそが海賊ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾃﾞｯﾄﾞﾏﾝｽﾞ･ﾁｪｽﾄ/呪われた海賊たち｣ 5

<3> ﾙﾊﾟﾝ三世 (G6-5) ﾙﾊﾟﾝ三世'78 ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 5 発売中

ﾙﾊﾟﾝ三世 愛のﾃｰﾏ ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 6

THEME FROM LUPINⅢ'97 ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 5

ｽｰﾊﾟｰﾋｰﾛｰ ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 6

ﾙﾊﾟﾝ三世主題歌1～ﾙﾊﾟﾝ三世主題歌Ⅱﾒﾄﾞﾚｰ ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 5

THEME FROM LUPINⅢ' 80 ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 5

<4> ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙで 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ ﾜｰﾙﾄﾞ･ｴﾝﾄﾞ｣ 5 発売中

～ﾜｰﾙﾄﾞ･ｴﾝﾄﾞ～(G6-5) 上は下、下は上 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ ﾜｰﾙﾄﾞ･ｴﾝﾄﾞ｣ 5

何に命を懸ける？ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ ﾜｰﾙﾄﾞ･ｴﾝﾄﾞ｣ 6

さあ、飲み干そう 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ ﾜｰﾙﾄﾞ･ｴﾝﾄﾞ｣ 5

旗を掲げよ～彼こそが海賊ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ ﾜｰﾙﾄﾞ･ｴﾝﾄﾞ｣ 6

<5> のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ (G6-5) 交響曲第104番｢ﾛﾝﾄﾞﾝ｣第1楽章 J.ﾊｲﾄﾞﾝ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 5 発売中

交響曲第9番｢新世界より｣第4楽章 A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｼﾞｬｰｸ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 6

交響曲第1番第4楽章 J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 6

以下続刊



歌劇｢ｲｰｺﾞﾘ公｣よりﾀﾞｯﾀﾝ人の踊り A.ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾝ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 5

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲ニ長調第1楽章 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 5

交響曲第7番第1楽章～ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰﾒﾄﾞﾚｰ L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ/G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 5

<6> ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ2 (G5-3) 販売終了

<7> 魔法にかけられて (G6-5) 真実の愛のｷｽ 映画｢魔法にかけられて｣ 5 発売中

歌ってお仕事 映画｢魔法にかけられて｣ 5

想いを伝えて 映画｢魔法にかけられて｣ 6

そばにいて 映画｢魔法にかけられて｣ 5

ﾅﾘｯｻのﾃｰﾏ 映画｢魔法にかけられて｣ 6

<8> やさしく弾ける 交響曲第7番イ長調第1楽章より L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 7 発売中

のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ (G6-5) 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｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 8

きらきら星変奏曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 9

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番ハ短調第1楽章 S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 7

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

おなら体操 ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 9

<9> ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ3 (G6-5) 組曲｢仮面舞踏会｣よりﾜﾙﾂ ﾊﾁｬﾄｩﾘｬﾝ 浅田真央ﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5 発売中

月の光 ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ 浅田真央ｼｮｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 6

ﾊﾞﾚｴ音楽｢ｼﾞｾﾞﾙ｣第1幕より ｱﾀﾞﾝ 中野友加里ﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5

交響詩｢死の舞踏｣作品40 ｻﾝ=ｻｰｽ ｷﾑ･ﾖﾅｼｮｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5

映画｢ﾛﾐｵとｼﾞｭﾘｴｯﾄ｣より ﾆｰﾉ･ﾛｰﾀ 小塚崇彦ﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 6

交響組曲｢ｼｪｴﾗｻﾞｰﾄﾞ｣作品35より ﾘﾑｽｷｰ=ｺﾙｻｺﾌ ｷﾑ･ﾖﾅﾌﾘｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5

<10> ﾊｲｽｸｰﾙ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 自由をつかめ ﾄﾞﾗﾏ｢ﾊｲｽｸｰﾙ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｣ 6 発売中

･ｾﾚｸｼｮﾝ (G6-5) みんなｽﾀｰ! ﾄﾞﾗﾏ｢ﾊｲｽｸｰﾙ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｣ 5

ﾎﾜｯﾄ･ﾀｲﾑ･ｲｽﾞ･ｲｯﾄ ﾄﾞﾗﾏ｢ﾊｲｽｸｰﾙ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ2｣ 5

ﾅｳ･ｵｱ･ﾈｳﾞｧｰ 映画｢ﾊｲｽｸｰﾙ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ/ｻﾞ･ﾑｰﾋﾞｰ｣ 5

踊りましょう 映画｢ﾊｲｽｸｰﾙ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ/ｻﾞ･ﾑｰﾋﾞｰ｣ 6

ﾊｲｽｸｰﾙ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 映画｢ﾊｲｽｸｰﾙ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ/ｻﾞ･ﾑｰﾋﾞｰ｣ 6



ROOKIES～卒業～ 遥か～movie size～ GReeeeN 映画｢ROOKIES-卒業-｣ 発売中

 (G7-6) ROOKIESﾒｲﾝﾃｰﾏHero's version 映画｢ROOKIES-卒業-｣

道を切り拓くものは自信と勇気だ! 映画｢ROOKIES-卒業-｣

ROOKIES愛のﾃｰﾏ 映画｢ROOKIES-卒業-｣

Dream'sEnd 映画｢ROOKIES-卒業-｣

ROOKIESﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ROOKIES-卒業-｣

<11> のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ (G5-3) 販売終了

<12> のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ (G8-6) ｵｰﾎﾞｴ協奏曲 第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 8 発売中

交響曲第9番ニ短調｢合唱付き｣第4楽章(歓喜の歌) L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 8

ﾄﾙｺ行進曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 7

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲ニ長調第1楽章 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 6

ﾎﾞﾚﾛ M.ﾗｳﾞｪﾙ ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 7

交響曲第7番イ長調第4楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 6

<13> ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ4 (G6-5) 前奏曲｢嬰ﾊ短調作品3-2｢鐘｣ S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 浅田真央ﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5 発売中

eye coba 高橋大輔ｼｮｰﾄﾌﾟﾘｸﾞﾗﾑ 6

｢24のｶﾌﾟﾘｰｽﾞ｣第24番イ短調 N.ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆ 浅田真央ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ 5

映画｢道｣より La Strada 高橋大輔ﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 6

ﾋﾟｱﾉ協奏曲ﾍ調より G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ ｷﾑ･ﾖﾅﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5

<14> のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ (G6-5) 交響曲第7番イ長調第4楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 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番ﾊ短調｢悲愴｣第2楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 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 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 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 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 ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 5

<15> ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵｼﾘｰｽﾞ 地上BGM～ﾌﾟﾚｲﾔｰﾀﾞｳﾝ～ｹﾞｰﾑｵｰﾊﾞｰ ｹﾞｰﾑ｢ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ｣ 発売中

/ｽｰﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ ｢ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ｣ﾒﾄﾞﾚｰ ｹﾞｰﾑ｢ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ｣

地上BGM(ｵｰｹｽﾄﾗ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) ｹﾞｰﾑ｢ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ｣



ﾏｯﾌﾟ1～地上BGM～ﾌﾟﾚｲﾔｰﾀﾞｳﾝ ｹﾞｰﾑ｢ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ3｣

ﾏｯﾌﾟ2～ｱｽﾚﾁｯｸBGM～ｺｰｽｸﾘｱ･ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ ｹﾞｰﾑ｢ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ3｣

地上BGM～ｺｰｽｸﾘｱ・ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ ｹﾞｰﾑ｢Newｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞwii｣

水中BGM ｹﾞｰﾑ｢Newｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞwii｣

城BGM ｹﾞｰﾑ｢Newｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞwii｣

砂漠BGM ｹﾞｰﾑ｢Newｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞwii｣

ｽﾀｯﾌｸﾚｼﾞｯﾄ ｹﾞｰﾑ｢Newｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞwii｣

<16> ｾﾞﾙﾀﾞの伝説／ｽｰﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ 販売終了

<17> ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾍﾞｽﾄ 交響組曲ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰSCENEⅢ ｹﾞｰﾑ｢SYMPHONIC SUITE FINAL FANTASY｣ 5 発売中

ﾁｮｺﾎﾞ･ﾒﾄﾞﾚｰ ｹﾞｰﾑ｢SYMPHONIC SUITE FINAL FANTASY｣ 6

海底神殿 ｹﾞｰﾑ｢FINAL FANTASY｣ 8

反乱軍のﾃｰﾏ ｹﾞｰﾑ｢FINAL FANTASYⅡ｣ 7

悠久の風 ｹﾞｰﾑ｢FINAL FANTASYⅢ｣ 7

愛のﾃｰﾏ ｹﾞｰﾑ｢FINAL FANTASYⅣ｣ 8

ｴｱﾘｽのﾃｰﾏ ｹﾞｰﾑ｢FINAL FANTASYⅦ｣ 5

F.F.Ⅶﾒｲﾝﾃｰﾏ ｹﾞｰﾑ｢FINAL FANTASYⅦ｣ 5

ｻﾞﾅﾙｶﾝﾄにて ｹﾞｰﾑ｢FINAL FANTASYⅩ｣ 6

FINAL FANTASYⅩⅢﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ ｹﾞｰﾑ｢FINAL FANTASYⅩⅢ｣ 6

FINAL FANTASYⅩⅢ誓い～奇跡ﾒﾄﾞﾚｰ ｹﾞｰﾑ｢FINAL FANTASYⅩⅢ｣ 5

閃光 ｹﾞｰﾑ｢FINAL FANTASYⅩⅢ｣ 5

ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ～交響組曲ﾌｧｲﾅﾙ･ﾌｧﾝﾀｼﾞｰSCENEⅢﾒﾄﾞﾚｰ

ｿﾝｺﾞdeﾁｮｺﾎﾞ

<18> ｽﾍﾟｼｬﾙ･ﾍﾞｽﾄ～ｱｲﾄﾞﾙ夢の共演!女子編～ 発売中

<19> ｴﾚｸﾄｰﾝの定番& I♥××× 大塚愛 6 発売中

ｻﾞ･ﾋｯﾄ30 ﾏｲｶﾞｰﾙ 嵐 ﾄﾞﾗﾏ｢ﾏｲｶﾞｰﾙ｣ 7

会いたくて会いたくて 西野ｶﾅ 7

My Station EXILE 7



Troublemaker 嵐 ﾄﾞﾗﾏ｢特上ｶﾊﾞﾁ｣ 7

This is love SMAP 7

LOVE RAIN～恋の雨～ 久保田利伸 6

Going! KAT-TUN 5

ありがとう いきものがかり ﾄﾞﾗﾏ｢ｹﾞｹﾞｹﾞの女房｣ 6

Love Rainbow 嵐 ﾄﾞﾗﾏ｢夏の恋は虹色に輝く｣ 5

瞳の中のｽｸﾘｰﾝ Hey!Say!JUMP ﾄﾞﾗﾏ｢左目探偵ＥＹＥ｣ 7

涙 FUNKY MONKEY BABYS 7

逢いたくていま MISIA ﾄﾞﾗﾏ｢JIN-仁ー｣ 6

残像 flumpool ﾄﾞﾗﾏ｢ﾌﾞﾗｯﾃﾞｨ･ﾏﾝﾃﾞｲ｣ 7

Monster 嵐 ﾄﾞﾗﾏ｢怪物くん｣ 6

eye coba 5

Butterfly 木村ｶｴﾗ 6

いつか王子様が 5

また君に恋してる 坂本冬美 7

Arrietty's Song 映画｢借りぐらしのｱﾘｴｯﾃｨ｣ 7

Rhythm And Police ﾄﾞﾗﾏ｢踊る大捜査線｣ 6

TRUTH T-SQUARE 7

Fantastic Story～時間旅行～ T-SQUARE 5

ﾙﾊﾟﾝ三世のﾃｰﾏ'78 大野雄二 ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 6

ｶｰﾃﾝｺｰﾙ～End Roll 映画｢ｻﾞ･ﾏｼﾞｯｸｱﾜｰ｣ 5

おくりびと～memory～ 映画｢おくりびと｣ 5

龍馬伝 大河ﾄﾞﾗﾏ｢龍馬伝｣ 5

天地人～ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾃｰﾏ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢天地人｣ 5

行進曲｢威風堂々｣第1番 E.ｴﾙｶﾞｰ 5

ﾚｸｲｴﾑ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 5

<20> ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ5 (G5) 発売中



<21> ｽﾍﾟｼｬﾙ･ﾍﾞｽﾄ～ｱｲﾄﾞﾙ夢の共演!男子編～ (G7-5) 発売中

<22> ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵｼﾘｰｽﾞ 地上BGM～ｹﾞｰﾑｵｰﾊﾞｰ ｹﾞｰﾑ｢ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ｣ 8 発売中

/ｽｰﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ (G9-8) 地上BGM ｹﾞｰﾑ｢ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ｣

水中BGM ｹﾞｰﾑ｢ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ｣ 8

地上BGM ｹﾞｰﾑ｢Newｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞwii｣ 9

水中BGM ｹﾞｰﾑ｢Newｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞwii｣ 9

砂漠BGM ｹﾞｰﾑ｢Newｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞwii｣ 8

ﾚｲﾝﾎﾞｰﾛｰﾄﾞ ｹﾞｰﾑ｢ﾏﾘｵｶｰﾄwii｣ 8

<23> ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰ 英雄の証 ｹﾞｰﾑ｢ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰ｣ 5 発売中

恵の深い人々の村 ｹﾞｰﾑ｢ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰ2｣ 6

狩人よ、前へ ｹﾞｰﾑ｢ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰ2｣ 5

闇に走る赤い残光/ﾅﾙｶﾞｸﾙｶﾞ ｹﾞｰﾑ｢ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ2ndG｣ 5

海と陸の共震/ﾗｷﾞｱｸﾙｽ ｹﾞｰﾑ｢ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰ3｣ 5

生命ある者へ ｹﾞｰﾑ｢ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰ3｣ 6

英雄の証(2台) ｹﾞｰﾑ｢ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰ｣

<24> ｴﾚｸﾄｰﾝの定番&ｻﾞ･ﾋｯﾄ30② 発売中

<25> ﾎﾞｰｶﾛｲﾄﾞ･ｻｳﾝｽﾞ 千本桜 6 発売中

裏表ﾗﾊﾞｰｽﾞ 5

紅一葉 6

ﾏﾄﾘｮｼｶ 5

Tell Your World 5

<26> ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ6 ﾊﾞﾚｴ音楽｢白鳥の湖｣より ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 浅田真央ﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5 発売中

歌劇｢道化師｣より ﾙｯｼﾞｪｰﾛ･ﾚｵﾝｶｳﾞｧｯﾛ 高橋大輔ﾌﾘｰﾌﾟﾗｸﾞﾗﾑ 5

映画｢栄光への脱出｣ﾒｲﾝﾃｰﾏ 小塚崇彦ｼｮｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 6

ﾊﾟﾘの散歩道 ｹﾞｲﾘｰ･ﾑｰｱ 羽入結弦ｼｮｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 7

ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ 浅田真央ｼｮｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5

<27> 大人が弾きたい! ﾖｲﾄﾏｹの唄 三輪明宏 5 発売中



日本の名曲･歌謡曲 夜明けのｽｷｬｯﾄ 6

あの鐘を鳴らすのはあなた 和田ｱｷ子 5

津軽海峡･冬景色 石川さゆり 5

川の流れのように 美空ひばり 5

夜桜お七 坂本冬美 5

<28> NHK連続ﾃﾚﾋﾞ小説 あまちゃんｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾃｰﾏ(ﾛﾝｸﾞﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) 大友良英 ﾄﾞﾗﾏ｢あまちゃん｣ 5 発売中

　あまちゃん あまちゃんｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾃｰﾏ(ﾚｷﾞｭﾗｰﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) 大友良英 ﾄﾞﾗﾏ｢あまちゃん｣ 8

ｱｷのﾃｰﾏ ﾄﾞﾗﾏ｢あまちゃん｣ 7

暦の上ではﾃﾞｨｾﾝﾊﾞｰ ﾄﾞﾗﾏ｢あまちゃん｣ 6

潮騒のﾒﾓﾘｰ ﾄﾞﾗﾏ｢あまちゃん｣ 6

<29> ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ7 (G7-5) ｢ｴﾃﾞﾝの東｣より 町田樹ｼｮｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 7 発売中

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番ﾊ短調第1楽章より S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 浅田真央ﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 7

ｱﾃﾞｨｵｽ･ﾉﾆｰﾉ ｱｽﾄﾙ･ﾋﾟｱｿﾗ ｷﾑ･ﾖﾅﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 6

ﾉｸﾀｰﾝ第2番 F.ｼｮﾊﾟﾝ 浅田真央ｼｮｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 6

ｽﾏｲﾙ/この素晴らしき世界 IMA 浅田真央ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ 5

愛の讃歌 ｴﾃﾞｨｯﾄ･ﾋﾟｱﾌ 鈴木明子ｼｮｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5

<30> ｴﾚｸﾄｰﾝの定番& Asian Roses 葉加瀬太郎 5 発売中

ｻﾞ･ﾋｯﾄ30③ (G7-5) KAGEMUSHA 2CELLOS 6

夢やぶれて ｱﾝ･ﾊｻｳｪｲ 5

犬神家の一族愛のﾊﾞﾗｰﾄﾞ 大野雄二 6

ﾈﾊﾞｰｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｽﾄｰﾘｰのﾃｰﾏ ﾘﾏｰﾙ 映画｢ﾈﾊﾞｰｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｽﾄｰﾘｰ｣ 7

ﾊﾋﾟﾈｽ･ｲｽﾞ･ﾋｱ TDLｼｮｰ 7

ｼﾞｯﾊﾟ･ﾃﾞｨｰ･ﾄﾞｩｰﾀﾞｰ TDL｢ｽﾌﾟﾗｯｼｭ･ﾏｳﾝﾃﾝ｣ 6

ひこうき雲 荒井由実 映画｢思い出のﾏｰﾆｰ｣ 6

ﾃｰﾏ･ｵﾌﾞ･半沢直樹～Main Title～ 服部隆之 ﾄﾞﾗﾏ｢半沢直樹｣ 5

ｳｨﾘｱﾑ･ﾃﾙ序曲 ｼﾞｮｱｷｰﾉ・ﾛｯｼｰﾆ 5

僕らの音楽ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ･ﾃｰﾏ 武部聡志 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ｢僕らの音楽｣ 5



八重の桜ﾒｲﾝﾃｰﾏ 坂本龍一 大河ﾄﾞﾗﾏ｢八重の桜｣ 5

theme of nightmare change 横山克 5

あまちゃんｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾃｰﾏ(ﾛﾝｸﾞﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) 大友良英 ﾄﾞﾗﾏ｢あまちゃん｣ 7

花は咲く 花は咲くﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾛ 7

暦の上ではﾃﾞｨｾﾝﾊﾞｰ ﾄﾞﾗﾏ｢あまちゃん｣ 7

Endless Game 嵐 6

Breathless 嵐 7

EXILE PRIDE～こんな世界を愛するため～ EXILE 6

RPG SEKAI NO OWARI 7

Joy!! SMAP 6

ｷﾐとのｷｾｷ Kis-My-Ft2 6

永遠ﾌﾟﾚｯｼｬｰ AKB48 7

ﾋｶﾘへ miwa 7

ﾐｭｰｼﾞｯｸ ｻｶﾅｸｼｮﾝ 6

女々しくて ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾎﾞﾝﾊﾞｰ 7

ｻﾗﾊﾞ、愛しき悲しみたちよ ももいろｸﾛｰﾊﾞｰZ 7

にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 7

紅蓮の弓矢 Linked Horizon 6

千本桜 黒うさP 5

<31> ｴﾚｸﾄｰﾝの定番& ﾌｧｯｼｮﾝﾓﾝｽﾀｰ きゃりーぱみゅぱみゅ 8 発売中

ｻﾞ･ﾋｯﾄ20　(G9-8) 恋するﾌｫｰﾁｭﾝｸｯｷｰ AKB48 9

ﾏﾙ･ﾏﾙ･ﾓﾘ･ﾓﾘ! 薫と友樹、たまにﾑｯｸ。 8

ﾍﾋﾞｰﾛｰﾃｰｼｮﾝ AKB48 8

勇気100% NYC ｱﾆﾒ｢忍たま乱太郎｣ 9

崖の上のﾎﾟﾆｮ 藤岡藤巻と大橋のぞみ 映画｢崖の上のﾎﾟﾆｮ｣ 8

まあるいいのち ｲﾙｶ 9

ｱﾙﾌﾟｽ一万尺 9



ｸﾗﾘﾈｯﾄこわしちゃった 9

妖怪人間ﾍﾞﾑ ｱﾆﾒ｢妖怪人間｣ 8

ｶﾞｯﾁｬﾏﾝの歌 ｱﾆﾒ｢ｶﾞｯﾁｬﾏﾝ｣ 8

おしえて ｱﾆﾒ｢ｱﾙﾌﾟｽの少女ﾊｲｼﾞ｣ 8

ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝのﾏｰﾁ ｱﾆﾒ｢それいけ!ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝ｣ 8

おめでとうｸﾘｽﾏｽ 8

きよしこの夜 8

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｣ 9

星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣ 8

夢はひそかに 映画｢ｼﾝﾃﾞﾚﾗ｣ 8

ｱﾝﾀﾞｰ･ｻﾞ･ｼｰ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ｣ 8

ﾄﾞﾚﾐﾌｧだいじょーぶ 8

<32> 思い出のﾏｰﾆｰ 杏奈 映画｢思い出のﾏｰﾆｰ｣ 5 発売中

ﾏｰﾆｰ 映画｢思い出のﾏｰﾆｰ｣ 5

ボートの上の2人 映画｢思い出のﾏｰﾆｰ｣ 6

久子の話② 映画｢思い出のﾏｰﾆｰ｣ 7

思い出のﾏｰﾆｰ 映画｢思い出のﾏｰﾆｰ｣ 7

Fine On The Outside 映画｢思い出のﾏｰﾆｰ｣ 6

<33> たのしくひける ﾎﾞｰｶﾛｲﾄﾞ ﾓｻﾞｲｸﾛｰﾙ DECO*27 発売中

(初中級) みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 ika

*ﾊﾛｰ､ﾌﾟﾗﾈｯﾄ。 sasakure.UK

ｶｹﾞﾛｳﾃﾞｲｽﾞ じん(自然の敵P)

千本桜 黒うさP

<34> ﾓｱ!ﾎﾞｰｶﾛｲﾄﾞｻｳﾝｽﾞ ﾁﾙﾄﾞﾚﾝﾚｺｰﾄﾞ じん(自然の敵P) 6 発売中

夜咄ﾃﾞｨｾｲﾌﾞ じん(自然の敵P) 7

ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ｽﾀｰ 八王子P 7

脳漿炸裂ｶﾞｰﾙ れるりり 6



千本桜 黒うさP-ﾋﾟｱﾉﾊﾞﾗｰﾄﾞVer.- 6

千本桜 黒うさP-和楽器Ver.- 7

<35> 妖怪ｳｫｯﾁ ｹﾞﾗｹﾞﾗﾎﾟｰのうた ｷﾝｸﾞ･ｸﾘｰﾑｿｰﾀﾞ ｱﾆﾒ｢妖怪ｳｫｯﾁ｣ 8 発売中

祭り囃子でｹﾞﾗｹﾞﾗﾎﾟｰ ｷﾝｸﾞ･ｸﾘｰﾑｿｰﾀﾞ ｱﾆﾒ｢妖怪ｳｫｯﾁ｣ 7

初恋峠でｹﾞﾗｹﾞﾗﾎﾟｰ ｷﾝｸﾞ･ｸﾘｰﾑｿｰﾀﾞ ｱﾆﾒ｢妖怪ｳｫｯﾁ｣ 8

ようかい体操第一 Dream5 ｱﾆﾒ｢妖怪ｳｫｯﾁ｣ 9

ﾀﾞﾝ･ﾀﾞﾝ･ﾄﾞｩﾋﾞ･ｽﾞﾊﾞｰ! Dream5 ｱﾆﾒ｢妖怪ｳｫｯﾁ｣ 9

<36> 大人が弾きたい! ｺﾊﾞﾙﾄの空 ﾚｲﾓﾝﾄﾞ服部 TBSｽﾎﾟｰﾂﾃｰﾏ 6 発売中

日本のﾏｰﾁ名曲集(G6-5) ｽﾎﾟｰﾂ行進曲 黛敏郎 日本ﾃﾚﾋﾞｽﾎﾟｰﾂﾃｰﾏ 5

朝日に栄光あれ 神津善行 ﾃﾚﾋﾞ朝日ｽﾎﾟｰﾂﾃｰﾏ 5

野球大会行進曲 山田耕筰 全国高校野球選手権大会行進曲 6

祝典行進曲 團伊玖磨 5

<37> ﾊﾞｹﾓﾉの子(G7-5) Starting Over Mr.Children 映画｢ﾊﾞｹﾓﾉの子｣ 7 発売中

Starting Over Mr.Children 映画｢ﾊﾞｹﾓﾉの子｣ 5

祝祭 映画｢ﾊﾞｹﾓﾉの子｣ 5

まだ生まれてもいない大地から 映画｢ﾊﾞｹﾓﾉの子｣ 6

わたしの名は 映画｢ﾊﾞｹﾓﾉの子｣ 5

<38> ｴﾚｸﾄｰﾝの定番& Bitteraweet 嵐 6 発売中

ｻﾞ･ﾋｯﾄ30④(G8-4) 青空の下、ｷﾐのとなり 嵐 6

Beautiful Superfly 7

にじいろ 絢香 6

麦の唄 中島みゆき ﾄﾞﾗﾏ｢ﾏｯｻﾝ｣ 6

Darling 西野ｶﾅ 7

R.Y.U.S.E,I 三代目J soul Brothers from EXILE TRIBE 7

Battery SMAP 6

足音～Be Stong Mr.Children 6

ｵﾓｲﾀﾞﾏ 関西ｼﾞｬﾆ∞ 6



心のﾌﾟﾗｶｰﾄﾞ AKB48 8

ひまわりの約束 秦基博 6

他人の関係feat.SOIL&''PIMP''SESSIONS 一青窈 6

OLA!! ゆず 6

君はともだち 映画｢ﾄｲ･ｽﾄｰﾘｰ｣ 7

ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ～ありのままで～ 松たか子 映画｢ｱﾅと雪の女王｣ 7

とびら開けて 神田沙也加、津田英佑 映画｢ｱﾅと雪の女王｣ 7

愛さえあれば 杉村里加、安崎求 映画｢ｱﾅと雪の女王｣ 5

妖怪ｳｫｯﾁﾒﾄﾞﾚｰ ｱﾆﾒ｢妖怪ｳｫｯﾁ｣ 7

ふなふなふなっしー♪ ふなっしー 7

ｽﾍﾟｲﾝ ﾁｯｸ･ｺﾘｱ 5

宝島 ｻﾞ･ｽｸｴｱ 5～4

ﾎﾞﾚﾛ M･ﾗｳﾞｪﾙ 5

HEROﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢HERO｣ 5～4

attack On titan 澤野弘之 5

ﾄﾞｸﾀｰXのﾃｰﾏ 沢田完 5～4

ｻﾞ･ｳｫｰﾀｰ･ｲｽﾞ･ﾜｲﾄﾞ(広い河の岸辺) 8

私の青空 ｼﾞｰﾝ･ｵｰｽﾃｨﾝ 6

THE 有頂天ﾎﾃﾙMainTitle 本間勇輔 映画｢THE有頂天ﾎﾃﾙ｣ 6

主よ、人の望みの喜びよ J.S.ﾊﾞｯﾊ 5～4

<39> ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ～ ｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ﾒｲﾝ･ﾀｲﾄﾙ 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ 発売中

ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ作品集(G5-3) 運命の闘い 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣

ｱｸﾛｽ･ｻﾞ･ｽﾀｰｽﾞ～愛のﾃｰﾏ～ 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣

帝国のﾏｰﾁ(ﾀﾞｰｽ･ﾍﾞｲﾀﾞｰのﾃｰﾏ) 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣

酒場のﾊﾞﾝﾄﾞ 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣

ﾖｰﾀﾞのﾃｰﾏ 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣

ﾙｰｸとﾚｲｱ～ｲｳｫｰｸ族のﾊﾟﾚｰﾄﾞ(ﾒﾄﾞﾚｰ) 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣



王座の間 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣

<40> ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ～ ｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ﾒｲﾝ･ﾀｲﾄﾙ 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ 6 発売中

ｼﾞｮﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ作品集(G7-6)
運命の闘い 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ 6

ｱｸﾛｽ･ｻﾞ･ｽﾀｰｽﾞ～愛のﾃｰﾏ～ 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ 7

帝国のﾏｰﾁ(ﾀﾞｰｽ･ﾍﾞｲﾀﾞｰのﾃｰﾏ) 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ 7

酒場のﾊﾞﾝﾄﾞ 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ 6

ﾖｰﾀﾞのﾃｰﾏ 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ 7

王座の間 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ 6

<41> ﾙﾊﾟﾝ三世 ﾙﾊﾟﾝ三世のﾃｰﾏ'78 ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 5 発売中

ﾍﾞｽﾄｺﾚｸｼｮﾝ(G6-5) ﾙﾊﾟﾝ三世愛のﾃｰﾏ ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 6

ﾙﾊﾟﾝ三世'79 ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 5

THEME FROM LUPINⅢ'97 ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 5

THEME FROM LUPINⅢ'80( 2005Version) ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 5

THEME FROM LUPINⅢ2005 ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 5

ちゃんと言わなきゃ愛せない ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 6

<42> ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ8(G7-5) ﾊﾞﾗｰﾄﾞ第1番 F.ｼｮﾊﾟﾝ 羽入結弦ｼｮｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5 発売中

映画｢陰陽師｣より 羽入結弦ﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 7

素敵なあなた 浅田真央ｼｮｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 6

歌劇｢蝶々夫人｣より 浅田真央ﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5

歌劇｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣より 宇野昌磨ﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 6

<43> ｴﾚｸﾄｰﾝの定番 花束を君に 宇多田ﾋｶﾙ ﾄﾞﾗﾏ｢とと姉ちゃん｣ 6 発売中

&ｻﾞ･ﾋｯﾄ30⑤ 365日の紙飛行機 AKB48 ﾄﾞﾗﾏ｢あさが来た｣ 8

ﾄﾗｲ･ｴｳﾞﾘｼﾝｸﾞ Dream Ami 映画｢ｽﾞｰﾄﾋﾟｱ｣ 6

Power of the Paradise 嵐 2016ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ 6

SUN 星野源 ﾄﾞﾗﾏ｢心がﾎﾟｷっとね｣ 6

PERFECT HUMAN RADIO　FISH 6

あなたがここにいて抱きしめることができるなら miwa ﾄﾞﾗﾏ｢ｺｳﾉﾄﾞﾘ｣ 6



Ｈｅｒｏ 安室奈美恵 2016ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ 6

Have a nice day 西野ｶﾅ ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ｢めざましﾃﾚﾋﾞ｣ 8

千本桜 和楽器ﾊﾞﾝﾄﾞ 6

海の声 浦島太郎(桐谷健太) CM｢au｣ 8

みんながみんな英雄 AI CM｢ｺｶ･ｺｰﾗ｣ 9

はなまるぴっぴはよいこだけ A応P ｱﾆﾒ「ｺｶ･ｺｰﾗ｣ 7

世界に一つだけの洟 SMAP ﾄﾞﾗﾏ｢僕の生きる道｣ 7

Happiness 嵐 ﾄﾞﾗﾏ｢山田太朗ものがたり｣ 6

Love so sweet 嵐 ﾄﾞﾗﾏ｢花より男子2｣ 6

Beauyiful Days 嵐 ﾄﾞﾗﾏ｢流星の絆｣ 6

Paradise Has No Border 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ CM｢KIRIN　氷結｣ 6

残酷な天使のﾃｰｾﾞ 東京ﾌﾞﾗｽｽﾀｲﾙ ｱﾆﾒ｢新世紀ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｵﾝ｣ 5

銀河鉄道999 ｺﾞﾀﾞｲｺﾞ ｱﾆﾒ｢銀河鉄道999｣ 7

ｵｰﾒﾝｽﾞ･ｵﾌﾞ･ﾗﾌﾞ T-SQUARE 6

君の瞳に恋してる ﾎﾞｰｲｽﾞ･ﾀｳﾝ･ｷﾞｬﾝｸﾞ 7

青い影 ﾌﾟﾛｺﾙ･ﾊﾙﾑ 7

小ﾌｰｶﾞ ﾄ短調 BWV578 J.S.ﾊﾞｯﾊ 5

亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧｰﾇ M.ﾗｳﾞｪﾙ 5

白色彗星 宮川泰 5

真田丸　ﾒｲﾝﾃｰﾏ 服部隆之 大河ﾄﾞﾗﾏ｢真田丸｣ 5

ｺﾞｼﾞﾗ･ﾒｲﾝﾀｲﾄﾙ 伊福部昭 映画｢ｺﾞｼﾞﾗ｣ 6

ｺﾞｰｽﾄﾊﾞｽﾀｰｽﾞ ﾚｲ･ﾊﾟｰｶｰＪｒ. 映画｢ｺﾞｰｽﾄﾊﾞｽﾀｰｽﾞ｣ 6

夢灯篭～前前前世～ｽﾊﾟｰｸﾙ～なんでもないや RADWIMPS 映画｢君の名は。｣ 6

<44> 演歌&歌謡曲 川の流れのように 美空ひばり 7 発売中

～津軽海峡･冬景色～ 津軽海峡･冬景色 石川さゆり 6

浪花節だよ人生は 細川たかし 5

また君に恋してる 坂本冬美 7



つぐない ﾃﾚｻ･ﾃﾝ 6

天城越え 石川さゆり 5

<45> ﾎﾞｰｶﾛｲﾄﾞ･ﾒﾛﾃﾞｨｰｽﾞ 千本桜 黒うさ 5 発売中

天ノ弱 164 7

六兆年と一夜物語 kemu 6

桜ノ雨 halyosy 7

からくりピエロ 40mP 6

踊ル猫日ク まらしぃ･kors　k 5

★５級セレクション★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> 星に願いを ほか 星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣ 発売中

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･ﾒﾝﾃﾞｽﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

<3> 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 ほか 発売中

<4> ｽｶｲ･ﾊｲ ほか ｽｶｲ･ﾊｲ ｼﾞｸﾞｿｰ 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 ﾃﾚﾋﾞ朝日「世界の車窓から｣

ﾃｲｸ･ﾌｧｲﾌﾞ ﾃﾞｲﾌﾞ･ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸ 販売終了

以下続刊



<5> AWAYS三丁目の夕日Opening Title ほか

★ＳＴＡＧＥＡピース★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> STAGEAで弾くｸﾘｽﾏｽ ｸﾘｽﾏｽ･ｷｬﾛﾙ･ﾒﾄﾞﾚｰ 6 販売終了

きよしこの夜 5

ｸﾘｽﾏｽ･ﾒﾄﾞﾚｰ 5

<2> 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

<3> いま、会いにゆきます ｷｽﾞﾅ ORANGE RANGE ﾄﾞﾗﾏ「いま、会いにゆきます」 6 発売中

いま、会いにゆきます 妹尾武 ﾄﾞﾗﾏ「いま、会いにゆきます」 5

<4>ｽﾀｰｳｫｰｽﾞ:ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ3 ｼｽの復習 販売終了

<5>ﾅﾙﾆｱ国物語 第1章 ﾗｲｵﾝと魔女 販売終了

<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 手島葵 映画｢ｹﾞﾄﾞ戦記｣ 5

旅路 映画｢ｹﾞﾄﾞ戦記｣ 5

★ＨＥＬＬＯ！ＳＴＡＧＥＡｍｉｎｉ★　　　　　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> 入門～初級　 かえるのうた 発売中

かえるのうた ほか DANZEN!ふたりはﾌﾟﾘｷｭｱ ｱﾆﾒ｢ふたりはﾌﾟﾘｷｭｱ｣

となりのﾄﾄﾛ 久石譲 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣

ﾗﾗﾙｰ 映画｢わんわん物語｣

おお牧場はみどり

大きな古時計

<2> 入門～初級　 POP STAR 平井堅 発売中

以下続刊

以下続刊



POP STAR ほか BANG!BANG!ﾊﾞｶﾝｽ! SMAP

さくらさくら

星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣

ｴﾘｰｾﾞのために ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｲｽ

★エレクトーン３セレクションズ(Ｇ５－３）★　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> 稲垣千草 ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ﾏｰﾁ ｱﾆﾒ｢ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ｸﾗﾌﾞ｣ 発売中

ｺﾊﾟｶﾊﾞｰﾅ ﾊﾞﾘｰ･ﾏﾆﾛｳ

ﾏｰﾁ･ﾌｧｰ･ｻﾞ･ｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

<2> 矢口理津子 ﾀﾞﾆｰ･ﾎﾞｰｲ 発売中

ﾌﾞﾙｰ･ﾎﾞｻ ｹﾆｰ･ﾄﾞｰﾊﾑ

ﾏｲ･ﾌｧﾆｰ･ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾄﾞｰｼﾞｬｽ

<3> 長野洋二 東京ﾌﾞｷﾞｳｷﾞ 発売中

明日に架ける橋 ｻｲﾓﾝ&ｶﾞｰﾌｧﾝｸﾙ

ﾏｲ･ﾎﾞﾆｰ

<4> 鳥居達子 ﾍﾟｯﾊﾟｰ警部 ﾋﾟﾝｸﾚﾃﾞｨｰ 発売中

愛は夢の中で

素顔のままで

<5> 小林陽一 ｵｰ･ｼｬﾝｾﾞﾘｾﾞ 発売中

あの素晴しい愛をもう一度

ｱｼﾞｱﾝ･ﾄﾞｰﾙ･ﾀｳﾝ

<6> 日下将太郎 ｶﾒﾚｵﾝ ﾊｰﾋﾞｰ･ﾊﾝｺｯｸ 発売中

ｺｰﾘﾝｸﾞ･ﾕｰ 映画｢ﾊﾞｸﾞﾀﾞｯﾄﾞ･ｶﾌｪ｣

ｺﾝﾃｨﾆｭｱｽﾘｰ

<7> 水野義子 販売終了

以下続刊



<8> David Upfield ｶｳﾞｧﾃｨﾅ 発売中

ｵｰﾙ･ｻﾞ･ｼﾝｸﾞｽ･ﾕｰ･ｱｰ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢5月にしては暑すぎる｣

ｸﾗｳﾄﾞ･ﾅｲﾝ

<9> 上野みゆき ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾎﾟｰｷｰ 発売中

ﾀﾞｯﾀﾝ人の踊り

ｼｽﾀｰ･ｾｲﾃﾞｨ

<10> 小林淑子 ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ﾗﾃﾝ･ﾒﾄﾞﾚｰ 発売中

恋人よ我に帰れ

見上げてごらん夜の星を

★エレクトーン＆エレクトーン★　　　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ作品集 (中～上級) 販売終了

<2> Super Organ Works BEST (上級) 販売終了

<3> JAZZ&FUSION (中～上級) 販売終了

<4> J-BRASS (中～上級) SAMBA DE恋して PE'Z 発売中

Crush! SOIL&''PIMP''SESSIONS

I'M A SLUGGER PE'Z

SPAIN 熱帯JAZZ楽団

BANG! BANG!ﾊﾞｶﾝｽ～DearWOMAN～''Shake''REMIX

<5> TV&ｼﾈﾏ (中～上級) ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ｣ 発売中

BACKDRAFTﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾞｯｸ･ﾄﾞﾗﾌﾄ｣

風林火山ﾒﾄﾞﾚｰ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢風林火山｣

｢HERO｣ﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢HERO｣

<6> FUNKY FOX (中～上級) Driving Power F.F. 発売中

ｹﾙﾃｨｯｸ･ﾛﾏﾝｽ

Happy-Go-Lucky

以下続刊



Emotion･･･Songs for You

君にﾃﾞｼﾞｬ･ｳﾞ

<7> のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ (中～上級) 交響曲第7番ｲ長調第1楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 発売中

交響曲第1番ﾊ短調第4楽章 J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣

2台のﾋﾟｱﾉのためのｿﾅﾀﾆ長調第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣

交響曲第7番イ長調第4楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ｱﾆﾒ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣

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｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣

<8> ｼﾞｬｽﾞ&ﾌｭｰｼﾞｮﾝ2 いつか王子様が 映画｢白雪姫｣ 発売中

(中～上級) Smile 安藤禎央

puma TRIX

DONNA LEE GRP ALL STAR BIG BAND

<9> 派手ｸﾗｼｯｸ 交響詩｢ﾛｰﾏの松｣よりｱｯﾋﾟｱ街道の松 O.ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ 発売中

｢ｱﾙﾙの女｣第2組曲よりﾌｧﾗﾝﾄﾞｰﾙ G.ﾋﾞｾﾞｰ

ﾜﾙｷｭｰﾚの騎行 R.ﾜｰｸﾞﾅｰ

｢ｽﾍﾟｲﾝ狂詩曲｣より祭り M.ﾗｳﾞｪﾙ

交響詩｢ﾛｰﾏの松｣より主顕祭 O.ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ

<10> ﾋﾞｯｸ･ﾊﾞﾝﾄﾞ･ｼﾞｬｽﾞ A列車で行こう ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ 発売中

ｼﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞ ﾙｲ･ﾌﾟﾘﾏ

ｽ･ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ ｶﾞｰｼｭｲﾝ

ﾌｫｰ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ ｳﾃﾞｨ･ﾊｰﾏﾝ

ｵｰﾙ･ｻﾞ･ｼﾝｸﾞｽ･ﾕｰ･ｱｰ ｼﾞｪﾛｰﾑ･ｶｰﾝ

<11> ｼﾝﾌｫﾆｯｸ･ｻｳﾝｽﾞ ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅠ 発売中

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｣

威風堂々第1番 E.ｴﾙｶﾞｰ

交響曲第3番ﾊ短調Op.78《ｵﾙｶﾞﾝ付》第2楽章より ｻﾝ=ｻｰｽ

となりのﾄﾄﾛﾒﾄﾞﾚｰ 久石譲 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣

<12> ｼﾈﾏ ｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣ 発売中



｢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｣

ﾊﾞｯｸ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ 映画｢ﾊﾞｯｸ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ｣

ｷｬﾗﾊﾞﾝの到着 映画｢ﾛｼｭﾌｫｰﾙの恋人たち｣

<13> 吹奏楽作品集 ｱﾙｳﾞｧﾏｰ序曲 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾞ 発売中

ｴﾙ･ｶﾐｰﾉ･ﾚｱﾙ ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ･ﾘｰﾄﾞ

ﾃﾞｨｽｺ･ｷｯﾄﾞ 東海林修

吹奏楽のための｢風之舞｣ 福田洋介

ｽｰｻﾞ ﾒﾄﾞﾚｰ ｽｰｻﾞ

★ピアノ＆エレクトーン★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> ﾋﾟｱﾆｽﾞﾑ 販売終了

<2> ｸﾗｼｯｸ ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番第1楽章 ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 発売中

ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第15番第1楽章K.545 ﾓｰﾂｧﾙﾄ

華麗なる大円舞曲 ｼｮﾊﾟﾝ

組曲「動物の謝肉祭」より「白鳥」～「ﾌｨﾅｰﾚ」ﾒﾄﾞﾚｰ ｻﾝ=ｻｰｽ

亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧｰﾇ ﾗｳﾞｪﾙ

<3> のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ 販売終了

<4> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｿﾝｸﾞｽ 星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ」 発売中

ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣

白雪姫ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢白雪姫｣

ｱﾗｼﾞﾝﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ」

ｼﾝﾌｫﾆｯｸ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾒﾄﾞﾚｰ

<5> ﾊﾞﾗｰﾄﾞ 販売終了

<6> ｼﾈﾏ ﾚｲﾀﾞｰｽ･ﾏｰﾁ 映画｢ﾚｲﾀﾞｰｽ失われたｱｰｸ｣ 発売中

ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘﾒﾄﾞﾚｰ

ALWAYS三丁目の夕日Opening Title～希望を胸にﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ALWAYS三丁目の夕日｣

以下続刊



組曲「くるみ割り人形」より

最期の銃弾～彼こそが海賊ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ/呪われた海賊たち」

月刊ｴﾚｸﾄｰﾝ Best Selection 販売終了

<7> ｸﾘｽﾏｽ ｼﾞﾝｸﾞﾙ･ﾍﾞﾙ～ｻﾝﾀｸﾛｰｽがやってくる～ゆきだるまのﾌﾛｽﾃｨ<ｼﾞｬｽﾞ編> 発売中

諸人こぞりて～そりすべり<ﾎﾟｯﾌﾟｽ･ｵｰｹｽﾄ編>

きよしこの夜～世の人忘れるな～ひいらぎ飾ろう<ｼﾞｬｽﾞ編>

赤鼻のﾄﾅｶｲ～ﾏﾏがｻﾝﾀにｷｽをした～ｳｨﾝﾀｰ･ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ<ﾎﾟｯﾌﾟｽ･ｵｰｹｽﾄﾗ編>

<8> ﾐｭｰｼﾞｶﾙ ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ｸﾚｲｼﾞｰ･ﾌｫｰ･ﾕｰ」 発売中

ﾜﾝ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ｺｰﾗｽﾗｲﾝ」

ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞ･ｸｲｰﾝ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ﾏﾝﾏ･ﾐｰｱ!」

ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ」

ﾊﾟﾘのｱﾒﾘｶ人 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ﾊﾟﾘのｱﾒﾘｶ人」

<9> ｴﾚｸﾄｰﾝﾌﾟﾚｲﾔｰ REAL in'D' 窪田宏 発売中

 ｵﾘｼﾞﾅﾙ作品集 YES!! 安藤禎央

Grace 中村幸代

Misty Dialogue 柏木玲子

道 松田昌

<10> のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ2 交響曲第7番ｲ長調第1楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ｱﾆﾒ「のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ」 発売中

きらきら星変奏曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｱﾆﾒ「のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ」

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番ﾎ短調第1楽章 F.ｼｮﾊﾟﾝ ｱﾆﾒ「のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ」

ﾄﾙｺ行進曲 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｱﾆﾒ「のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ」

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第3番ニ短調第1楽章 S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ ｱﾆﾒ「のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ」

<11> ﾗﾌﾞ&ﾊﾞﾗｰﾄﾞ ﾀｲﾑ･ﾄｩ･ｾｲ･ｸﾞｯﾊﾞｲ ｻﾗ･ﾌﾞﾗｲﾄﾏﾝ 発売中

ﾋｭｰﾏﾝ･ﾈｲﾁｬｰ ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｬｸｿﾝ

Butterfly 木村ｶｴﾗ

また君に恋してる 坂本冬美

いつか王子様が 映画｢白雪姫｣



<12> ﾊｰﾄﾌﾙ･ｿﾝｸﾞｽ ありがとう いきものがかり ﾄﾞﾗﾏ「ｹﾞｹﾞｹﾞの女房」 発売中

もっと強く EXILE 映画｢THE LAST MESSAGE海猿｣

果てない空 嵐 ﾄﾞﾗﾏ「ﾌﾘｰﾀｰ家を買う」

365日 Mr.Children

世界に一つだけの花 SMAP

<13> ﾃﾚﾋﾞ･ﾃｰﾏ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ JIN-仁-Main Title ﾄﾞﾗﾏ「JIN-仁-」 発売中

おひさまﾒｲﾝﾃｰﾏ明日へ ﾄﾞﾗﾏ「おひさま」

情熱大陸 葉加瀬太郎 TBS「情熱大陸」

江～姫たちの戦国～（ﾒｲﾝﾃｰﾏ） 大河ﾄﾞﾗﾏ「江～姫たちの戦国｣

風の詩～THE世界遺産 TBS「世界遺産」

<14> ﾀﾝｺﾞ ﾗ･ｸﾝﾊﾟﾙｼｰﾀ 発売中

ｴﾙ･ﾁｮｸﾛ

Come Across The Wind～風たちとの出逢い～

ﾘﾍﾞﾙﾀﾝｺﾞ

奥様お手をどうぞ

<15> ｸﾘｽﾏｽ2 ｼﾞｮｲﾌﾙ･ｸﾘｽﾏｽ･ﾒﾄﾞﾚｰ 発売中

ﾒﾘｰ･ｸﾘｽﾏｽ･ﾐｽﾀｰ･ﾛｰﾚﾝｽ 映画｢戦場のﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ｣

ｼﾝﾌｫﾆｯｸ･ｷｬﾛﾙ･ﾒﾄﾞﾚｰ

ﾋﾞｯｸﾞ･ﾊﾞﾝﾄﾞ･ｸﾘｽﾏｽ･ﾒﾄﾞﾚｰ

ﾌｧﾝｷｰ･ｸﾘｽﾏｽ･ﾒﾄﾞﾚｰ

<16> 発表会で弾きたい 戦国絵巻「かごめかごめ｣（かごめかごめ） 発売中

 ﾃﾞｭｴｯﾄdeｱﾚﾝｼﾞ こうまといっしょにﾀﾝｺﾞ･ｽﾃｯﾌﾟ（草競馬） S.C.ﾌｫｽﾀｰ

ごきげんﾈｺのさんぽ道（ねこふんじゃった）

ﾋﾞｰﾄでﾗ･ｸｶﾗﾁｬ（ﾗ･ｸｶﾗﾁｬ）

おしゃれな乗馬（乗馬） ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗｰ

<17> 名曲ｾﾚｸｼｮﾝ ﾙﾊﾟﾝ三世のﾃｰﾏ'78 ｱﾆﾒ「ﾙﾊﾟﾝ三世」 発売中

花は咲く



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ﾊﾟﾚｰﾄﾞ

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

威風堂々 E.ｴﾙｶﾞｰ

<18> ｼﾞｬｽﾞ いつか王子様が 映画｢白雪姫｣ 発売中

ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ

A列車で行こう

ﾘｶｰﾄﾞ･ﾎﾞｻﾉﾊﾞ

ﾁｭﾆｼﾞｱの夜

<19> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾌﾟﾘﾝｾｽ ｢塔の上のﾗﾌﾟﾝﾂｪﾙ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢塔の上のﾗﾌﾟﾝﾂｪﾙ｣ 発売中

ﾎｰﾙ･ﾆｭｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ｣

｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ｣

美女と野獣　序曲 映画｢美女と野獣｣

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ﾌﾟﾘﾝｾｽ･ﾒﾄﾞﾚｰ

★エレクトーン・アンサンブル★　　　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> 月刊ｴﾚｸﾄｰﾝ 炎のﾗﾝﾅｰのﾃｰﾏ ｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽ 映画｢炎のﾗﾝﾅｰ｣ 発売中

Best Selection ﾗｽﾄｴﾝﾍﾟﾗｰのﾃｰﾏ 坂本龍一 映画｢ﾗｽﾄｴﾝﾍﾟﾗｰ｣

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 G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ

Joyful Joyful(喜びの歌) 映画｢天使にﾗﾌﾞｿﾝｸﾞを2｣

古畑任三郎のﾃｰﾏ ﾄﾞﾗﾏ｢古畑任三郎｣

<2> SUMMER GODDESS ほか SUMMER GODDESS SOIL&''PIMP''SESSIONS 発売中

THE INCREDITS 映画｢Mr.ｲﾝｸﾚﾃﾞｨﾌﾞﾙ｣

LIBERTY CITY Jaco Pastorius

以下続刊



ｽｹｰﾀｰｽﾞ・ﾜﾙﾂ

<3> ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ作品集 販売終了

<4> ﾎﾟｰﾙ･ﾓｰﾘｱﾒﾄﾞﾚｰ ほか 販売終了

<5> 月刊ｴﾚｸﾄｰﾝBest Selection2 販売終了

<6> ｸﾗｼｯｸ～木星～ 威風堂々 E.ｴﾙｶﾞｰ 発売中

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

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

組曲｢惑星｣より木星 G.ﾎﾙｽﾄ

<7> ｸﾗｼｯｸ～くるみ割り人形～ 歌劇｢ｶﾙﾒﾝ｣より前奏曲 G.ﾋﾞｾﾞｰ 歌劇｢ｶﾙﾒﾝ｣ 発売中

ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲 J.ｼｭﾄﾗｳｽ1世

おもちゃの交響曲 L.ﾓｰﾂｧﾙﾄ

くるみ割り人形ﾒﾄﾞﾚｰ P.I．ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

<8> ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ作品集2 となりのﾄﾄﾛﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣ 発売中

風の谷のﾅｳｼｶﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢風の谷のﾅｳｼｶ｣

崖の上のﾎﾟﾆｮﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢崖の上のﾎﾟﾆｮ｣

千と千尋の神隠しﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢千と千尋の神隠し｣

<9> 月刊ｴﾚｸﾄｰﾝ ｾｨｽﾞﾆｰ･ｼﾞｬｽﾞ･ﾒﾄﾞﾚｰ 発売中

　ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ3 ｷﾗｷﾗ星

ｷｬﾗﾊﾞﾝの到着

世界に一つだけの花～青いｲﾅｽﾞﾏ～がんばりましょう～shakeﾒﾄﾞﾚｰ

彼こそが海賊 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ｣

A Night in Tunisia PE'Z

ﾊﾞﾚｴ組曲｢くるみ割り人形｣行進曲

<10> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ作品集 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 発売中

｢ﾘﾛ&ｽﾃｨｯﾁ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾘﾛ&ｽﾃｨｯﾁ｣

｢ﾘﾄﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾘﾄﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ｣ﾒﾄﾞﾚｰ

ﾋﾞｯｸﾞ･ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾒﾄﾞﾚｰ



<11> ｸﾗｼｯｸ名曲集2 祝典序曲｢1812年｣ P.I．ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 映画｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣ 発売中

～祝典序曲｢1812年｣～ 狂詩曲｢ｽﾍﾟｲﾝ｣ ｼｬﾌﾞﾘｴ

星条旗よ永遠なれ ｽｰｻﾞ

英雄ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ F.ｼｮﾊﾟﾝ

<12> 月刊ｴﾚｸﾄｰﾝ ﾍﾞｽﾄ 龍馬伝 大河ﾄﾞﾗﾏ｢龍馬伝｣ 発売中

ｾﾚｸｼｮﾝ4～NHK大河ﾄﾞﾗﾏ～ 伝説、そして神話へ～ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ～ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢義経｣

功名が辻ﾒｲﾝﾃｰﾏ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢功名が辻｣

天地人～ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾃｰﾏ 大河ﾄﾞﾗﾏ「天地人」

風林火山-ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ- 大河ﾄﾞﾗﾏ「風林火山」

「新撰組!」ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ 大河ﾄﾞﾗﾏ「新撰組!」

<13> ｱﾆﾒ ｽｲｰﾄﾌﾟﾘｷｭｱ♪ﾒﾄﾞﾚｰ ｱﾆﾒ「ｽｲｰﾄﾌﾟﾘｷｭｱ」 発売中

残酷な天使のﾃｰｾﾞ 高橋洋子 ｱﾆﾒ「新世紀ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｵﾝ｣

SPACE BATTLESHIP ﾔﾏﾄOpening Title 映画「SPACEBATTLESHIPﾔﾏﾄ」

Sky high!～featuring「翔べ!ｶﾞﾝﾀﾞﾑ｣ ｱﾆﾒ「機動戦士ｶﾞﾝﾀﾞﾑ」

ﾙﾊﾟﾝ三世'80 ｱﾆﾒ「ﾙﾊﾟﾝ三世」

<14> こどものための ﾛｯｸﾝ･ﾚｲﾙｳｪｲ（線路は続くよどこまでも） 発売中

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙdeｱﾚﾝｼﾞ 天神祭りだ!とおりゃんせ（通りゃんせ）

ﾋﾞﾝｺﾞdeｶｰﾆﾊﾞﾙ（ﾋﾞﾝｺﾞ）

ｹﾙﾃｨｯｸ･ﾌﾞﾘｰｽﾞ（ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの釣鐘草）

どうぶつ山のｵｰｹｽﾄﾗ（山の音楽家）

<15> こどものための ほたるの舞（ほたるこい） 発売中

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙdeｱﾚﾝｼﾞ2 おもちゃｺﾚｸｼｮﾝ（ﾁｮｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ）

ﾛｯｸ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ﾌﾗﾜｰｽﾞ（花のﾜﾙﾂ）

小人のﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ（小人がひとり森の中で） CM「ﾔﾏﾊ音楽教室」

黄河ものがたり（ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰﾌﾞｽ）

<16> ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ作品集 小さな世界 TDL「ｲｯﾂ･ｱ･ｽﾓｰﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ」 発売中

ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ﾏｰﾁ ｱﾆﾒ「ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ｸﾗﾌﾞ」



「ｱﾅと雪の女王」ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ｱﾅと雪の女王｣

「白雪姫」ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢白雪姫｣

ﾊﾟｰﾄ･ｵﾌﾞ･ﾕｱ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ」

<17> ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ作品集 となりのﾄﾄﾛ 久石譲 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣ 発売中

ねこﾊﾞｽ 久石譲 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣

ﾐﾐちゃんとﾊﾟﾝﾀﾞｺﾊﾟﾝﾀﾞ 久石譲 映画｢ﾊﾟﾝﾀﾞｺﾊﾟﾝﾀﾞ｣

君をのせて 久石譲 映画｢天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ｣

いつも何度でも 木村弓 映画｢千と千尋の神隠し｣

★エレクトーン・アンサンブル　ディズニー★　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> ｱﾅと雪の女王 雪だるまつくろう/ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ～ありのままで～ 映画｢ｱﾅと雪の女王｣ 発売中

ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ～ありのままで～ 松たか子 映画｢ｱﾅと雪の女王｣

ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ ｲﾃﾞｨﾅ･ﾒﾝｾﾞﾙ 映画｢ｱﾅと雪の女王｣

ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ～ありのままで～ 松たか子 映画｢ｱﾅと雪の女王｣

生まれてはじめて 神田沙也加/松たか子 映画｢ｱﾅと雪の女王｣

★エレクトーン５０周年記念★　　　　　　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> ｼﾞｬｽﾞ (G5-3) 販売終了

<2> ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ1 (G5-3) 販売終了

<3> ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ2 (G5-3) 海溝 三原善隆 発売中

さよならを教えて 道志郎

ﾊﾟﾘのあやつり人形 菊地雅春

ﾌｧｯｼﾈｲｼｮﾝ 岩間稔

ｷｬﾌﾟﾃﾝ･ｶﾘﾌﾞ 山口隆一

二人でお茶を 松田昌

以下続刊

以下続刊



ｵｰﾗ･ﾘｰ 長野洋二

ｷｬﾗﾊﾞﾝの到着 鷹野雅史

ﾊﾞﾄｩｶｰﾀﾞ 尾野ｶｵﾙ

ｳｨﾝﾀｰ･ｹﾞｰﾑｽ 加曽利康之

<4> ｵﾘｼﾞﾅﾙ&ｸﾗｼｯｸ1 (G5-3) NEW YORK PASSION STREET 松田昌 発売中

道 松田昌

DREAM OF DREAM 柏木玲子

公園通りで 柏木玲子

交響曲第3番｢ｵﾙｶﾞﾝ付き｣第2楽章よりﾏｴｽﾄｰｿ 内海源太

Your Song 中村幸代

ｵﾚﾝｼﾞ･ｻﾝｼｬｲﾝ 塚山ｴﾘｺ

ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ 森俊雄 ﾄﾞﾗﾏ｢のだめｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ｣

Another Century 安藤禎王

Tears～mohitotsu-no-namida～ 平沼有梨

<5> ｵﾘｼﾞﾅﾙ&ｸﾗｼｯｸ2 (G5-3) The Electric Future 窪田宏 発売中

MARBLE MARBLE 窪田宏

NIGHT RIDER 三原善隆

Count Down 三原善隆

竹林 平部やよい

ｶﾘﾌﾞの夢 野田ﾕｶ

君にﾃﾞｼﾞｬ･ｳﾞ FUNKY FOX

時経-Picturesque Time 冴咲賢一

Comical Train 渡辺睦樹

組曲『惑星』より｢木星-快楽の神-｣ 渡辺睦樹

<6> 7～5級ｾﾚｸｼｮﾝ1 (G7-5) ﾘﾄﾙ･ﾘﾝﾀﾞ 松田昌 5 販売終了

｢ｱﾙﾙの女｣第2組曲よりﾒﾇｴｯﾄ 岩間稔 5

Voyager 矢口理津子 5～3



ｵｰﾙ･ｵﾌﾞ･ﾐｰ 岸田哲 5

煙が目にしみる 佐々木昭雄 6

星に願いを 倉沢大樹 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ」 6

追憶 加曽利康之 6

青い影 井上晴夫 6

ひまわり 飛田君夫 7

交響曲第9番｢新世界｣より第2楽章 小林陽一 7

<7> 7～5級ｾﾚｸｼｮﾝ2 (G7-5) ﾌﾗｲ･ﾐｰ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾑｰﾝ 佐々木昭雄 5 発売中

夏の日の恋 菊地雅春 5

MATADOR 鈴木一浩 5～3

ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ﾏｰﾁ(ﾕｰﾛﾋﾞｰﾄ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) 上野みゆき ｱﾆﾒ｢ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ｸﾗﾌﾞ｣ 5～3

China Junk 窪田宏 6

｢王様のﾚｽﾄﾗﾝ｣ﾒﾄﾞﾚｰ 矢口理津子 ﾄﾞﾗﾏ｢王様のﾚｽﾄﾗﾝ｣ 6

A列車で行こう 小林淑子 6

組曲｢くるみ割り人形｣より花のﾜﾙﾂ 稲垣千章 6

別れの曲 峰村知子 7

ｼﾞﾝｸﾞﾙ･ﾍﾞﾙ 長野洋二 7

<8> 7～5級ｾﾚｸｼｮﾝ3 (G7-5) 酒とﾊﾞﾗの日々 三原善隆 5～4 発売中

愛のﾃｰﾏ 島田義夫 5

ﾁｭﾆｼﾞｱの夜 倉沢大樹 5～3

つぐない 富岡ﾔｽﾔ 5

ｽﾊﾟｲ大作戦 鈴木一浩 6

ﾒｲﾝ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ･ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 小林陽一 TDLｼｮｰ 6

ｼﾝｺﾍﾟｲﾃｯﾄﾞ･ｸﾛｯｸ 三羽哲郎 6

DREAM OF DREAM 柏木玲子 7

ﾏﾙﾀ島の砂 増沢徹 7

戦場のﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ 加曽利康之 7



<9> 5ｾﾚｸｼｮﾝｽﾞ ﾕｰ･ｱｰ･ﾏｲ･ｻﾝｼｬｲﾝ 松田昌 発売中

松田昌 BEST (G4-3) ﾒｲ･ﾋﾞｰﾄﾙ 松田昌

ﾛﾝﾄﾞﾝ橋のﾛﾝﾄﾞ 松田昌

ﾍﾞｱｰｽﾞ･ﾋﾞｱｰﾄﾞ 松田昌

ﾃﾝﾀﾞﾘｰ 松田昌

<10> 5ｾﾚｸｼｮﾝｽﾞ ｻﾏｰ･ｻﾝﾊﾞ 佐々木昭雄 発売中

佐々木昭雄 BEST (G4-3) ﾛｯｸﾝ･ﾛｰﾙ･ﾍﾞｲﾋﾞｰ 佐々木昭雄

ﾅﾝｼｰ 佐々木昭雄

ｶﾒﾚｵﾝ 佐々木昭雄

ﾉｰ･ﾓｱ･ﾌﾞﾙｰｽ 佐々木昭雄

<11> 5ｾﾚｸｼｮﾝｽﾞ 虹の彼方に 塚山ｴﾘｺ 発売中

 塚山ｴﾘｺ BEST (G4-3) 恋はﾌｪﾆｯｸｽ 塚山ｴﾘｺ

ﾓｱ'80 塚山ｴﾘｺ

ﾄﾙｺ行進曲 塚山ｴﾘｺ

ｴﾙ･ﾄﾞﾗﾄﾞ 塚山ｴﾘｺ

★レジストレーションで弾く★　　　　　　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

ﾍﾞｽﾄ･ﾒﾛﾃﾞｨｰｽﾞ165 曲目多数 発売中

ﾍﾞｽﾄ･ﾒﾛﾃﾞｨｰｽﾞ165 Vol.2 曲目多数 発売中

ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ ﾎﾜｲﾄ･ｸﾘｽﾏｽ 発売中

ｻﾝﾀが町にやってくる

ｸﾘｽﾏｽ･ｿﾝｸﾞ

ｼﾞﾝｸﾞﾙ･ﾍﾞﾙ

ｸﾘｽﾏｽ･ｲﾌﾞ

おめでとうｸﾘｽﾏｽ

ひいらぎ飾ろう

以下続刊



きよしこの夜

もみの木

神の御子は

赤鼻のﾄﾅｶｲ

あわてんぼうのｻﾝﾀｸﾛｰｽ

あら野のはてに

戦場のﾒﾘｰ･ｸﾘｽﾏｽ

ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ

ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｲｽ

ﾒﾘｰ･ﾘﾄﾙ･ｸﾘｽﾏｽ

ｵｰ･ﾊｯﾋﾟｰﾃﾞｲ

ﾊｯﾋﾟｰ･ｸﾘｽﾏｽ

白い恋人達 桑田圭祐

ｼﾙﾊﾞｰ･ﾍﾞﾙ

ゆきだるまのﾌﾛｽﾃｨ

そりすべり

牧人ひつじを

ﾏﾏがｻﾝﾀにｷｯｽした

ﾊﾚﾙﾔ･ｺｰﾗｽ

恋人がｻﾝﾀｸﾛｰｽ

もろびとこぞりて

主よ、人の望みの喜びよ

ｵｰ･ﾎｰﾘｰ･ﾅｲﾄ

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ名曲集（mini用） ﾊｲ･ﾎｰ 映画｢白雪姫｣ 販売終了

いつか王子様が 映画｢白雪姫｣

狼なんかこわくない 映画｢3匹のこぶた｣

星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ」



愛のうたごえ 映画｢ﾊﾞﾝﾋﾞ」

ｼﾞｯﾊﾟ･ﾃﾞｨｰ･ﾄﾞｩ\ﾀﾞｰ TDL「ｽﾌﾟﾗｯｼｭ･ﾏｳﾝﾃﾝ」

ﾋﾞﾋﾞﾃﾞｨ･ﾊﾞﾋﾞﾃﾞｨ･ﾌﾞｰ 映画｢ｼﾝﾃﾞﾚﾗ」

夢はひそかに 映画｢ｼﾝﾃﾞﾚﾗ」

不思議の国のｱﾘｽ 映画｢不思議の国のｱﾘｽ｣

いつか夢で 映画｢眠れる森の美女｣

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｣

ﾁﾑ･ﾁﾑ･ﾁｪﾘｰ 映画｢ﾒﾘｰ･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ｣

美女と野獣 映画｢美女と野獣｣

ﾊﾟｰﾄ･ｵﾌﾞ･ﾕｱ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ」

ｱﾝﾀﾞｰ･ｻﾞ･ｼｰ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ」

ひとりぼっちの晩餐会 映画｢美女と野獣｣

ﾎｰﾙ･ﾆｭｰﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ」

ﾌﾚﾝﾄﾞ･ﾗｲｸ･ﾐｰ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ」

ｻｰｸﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣

愛を感じて 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣

君はともだち 映画｢ﾄｲ･ｽﾄｰﾘｰ」

くまのﾌﾟｰさん｣ 映画｢くまのﾌﾟｰさん」

ﾊﾜｲｱﾝ･ﾛｰﾗｰｺｰｽﾀｰ･ﾗｲﾄﾞ 映画｢ﾘﾛ&ｽﾃｨｯﾁ」

ｱﾛﾊ･ｴｺﾓ･ﾏｲ 映画｢ﾘﾛ&ｽﾃｨｯﾁ」

君がいないと 映画｢ﾓﾝｽﾀｰｽﾞｲﾝｸ」

ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ﾏｰﾁ ｱﾆﾒ「ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ｸﾗﾌﾞ」

小さな世界 TDL「ｲｯﾂ･ｱ･ｽﾓｰﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ」

ﾊﾞﾛｯｸ･ﾎｳﾀﾞｳﾝ TDLｼｮｰ

ｻﾝﾃﾞｨ･ｸﾛｰｽﾞを誘拐しろ 映画｢ﾅｲﾄﾒｱ･ﾋﾞﾌｫｱｰ･ｸﾘｽﾏｽ」

想いを伝えて 映画｢魔法にかけられて｣

STAGEAmini 販売終了



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

 (増補版) 「鳥の人」～ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 映画｢風の谷のﾅｳｼｶ｣

ﾗｳｼｶ･ﾚｸｲｴﾑ 映画｢風の谷のﾅｳｼｶ｣

ｼｰﾀの決意 映画｢天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ｣

君をのせて 映画｢天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ｣

天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ 映画｢天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ｣

となりのﾄﾄﾛ 映画｢となりのﾄﾄﾛ」

ねこﾊﾞｽ 映画｢となりのﾄﾄﾛ」

風のとおり道 映画｢となりのﾄﾄﾛ」

まいご 映画｢となりのﾄﾄﾛ」

さんぽ 映画｢となりのﾄﾄﾛ」

旅立ち 映画｢魔女の宅急便｣

海の見える街 映画｢魔女の宅急便｣

晴れた日に・・・ 映画｢魔女の宅急便｣

愛は花･君はその種子 映画｢おもいでぽろぽろ｣

Ｆｌｙｉｎｇ　Ｂｏａｔｍｅｎ 映画｢紅の豚｣

帰らざる日々 映画｢紅の豚｣

ｴﾝﾄﾞ･ﾃｰﾏ「いつでも誰かが」 映画｢平成狸合戦ぽんぽこ｣

ｶﾝﾄﾘｰ･ﾛｰﾄﾞ 映画｢耳をすませば｣

もののけ姫 映画｢もののけ姫｣

ｱｼﾀｶせっ記 映画｢もののけ姫｣

ひとりぼっちはやめた 映画｢ﾎｰﾎｹｷｮとなりの山田くん｣

あの日の川 映画｢千と千尋の神隠し」

いつも何度でも 映画｢千と千尋の神隠し」

ﾎﾞｲﾗｰ虫 映画｢千と千尋の神隠し」

ふたたび 映画｢千と千尋の神隠し」

風になる 映画｢猫の恩返し｣



人生のﾒﾘｰｺﾞ^ﾗﾝﾄﾞ 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣

引越し 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣

世界の約束 映画｢ﾊｳﾙの動く城｣

ﾃﾙｰの唄 映画｢ｹﾞﾄﾞ戦記」

時の歌 映画｢ｹﾞﾄﾞ戦記」

崖の上のﾎﾟﾆｮ 映画｢崖の上のﾎﾟﾆｮ｣

深海牧場 映画｢崖の上のﾎﾟﾆｮ｣

海のおかあさん 映画｢崖の上のﾎﾟﾆｮ｣

ﾐﾐちゃんとﾊﾟﾝﾀﾞｺﾊﾟﾝﾀﾞ 映画｢ﾊﾟﾝﾀﾞｺﾊﾟﾝﾀﾞ」

ｴﾚｸﾄｰﾝｸﾗｼｯｸ大全集 上 販売終了

ｴﾚｸﾄｰﾝｸﾗｼｯｸ大全集 下 販売終了

ｴﾚｸﾄｰﾝ ﾍﾞｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｸﾗｼｯｸ30 主よ、人の望みの喜びよ ﾊﾞｯﾊ 発売中

ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞニ短調よりﾄｯｶｰﾀ ﾊﾞｯﾊ

「四季」より春 ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ

「水上の音楽」よりﾎｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ ﾍﾝﾃﾞﾙ

交響曲第40番第1楽章 ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ第1楽章より ﾓｰﾂｧﾙﾄ

歌劇「ﾌｨｶﾞﾛの結婚」序曲 ﾓｰﾂｧﾙﾄ 歌劇「ﾌｨｶﾞﾛの結婚」

ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第8番「悲愴」第2楽章より ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

舞踏への勧誘 ｳｪｰﾊﾞｰ

別れの曲 ｼｮﾊﾟﾝ

子犬のﾜﾙﾂ ｼｮﾊﾟﾝ

愛の夢第3番 ﾘｽﾄ

ﾗ･ｶﾝﾊﾟﾈﾗ ﾘｽﾄ

ｵﾍﾟﾚｯﾀ「天国と地獄」序曲 ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ

春の声 ｼｭﾄﾗｳｽ2世

歌劇「ｲｰｺﾞﾘ公:よりﾀﾞｯﾀﾝ人の踊り」 ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾝ



ﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲第5番 ﾌﾞﾗｰﾑｽ

組曲「動物の謝肉祭より白鳥 ｻﾝ=ｻｰｽ

歌劇「ｶﾙﾒﾝ」より前奏曲 ﾋﾞｾﾞｰ

「ｱﾙﾙの女」第2組曲よりﾒﾇｴｯﾄ ﾋﾞｾﾞｰ

組曲「展覧会の絵」よりﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ

ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

ﾊﾞﾚｴ「くるみ割り人形」より行進曲 ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

ﾊﾞﾚｴ「くるみ割り人形」よりﾛｼｱの踊りﾄﾚﾊﾟｰｸ ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

ﾊﾞﾚｴ「くるみ割り人形」より花のﾜﾙﾂ ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

「ﾍﾟｰﾙｷﾞｭﾝﾄ」第一組曲より朝 ｸﾞﾘｰｸﾞ

「ﾍﾟｰﾙｷﾞｭﾝﾄ」第一組曲より山の魔王の宮殿にて ｸﾞﾘｰｸﾞ

ｽﾗｳﾞ舞曲第10番 ﾄﾞｳﾞｫﾙｼﾞｬｰｸ

ｳﾞｫｶﾘｰｽﾞ ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ

月の光 ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ

ｴﾚｸﾄｰﾝﾍﾞｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ30 結婚行進曲～「真夏の夜の夢｣より ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ 発売中

婚礼の合唱～ｵﾍﾟﾗ「ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝ｣ ﾜｰｸﾞﾅｰ

愛の夢 第3番 ﾘｽﾄ

乾杯の歌～ｵﾍﾟﾗ「椿姫｣より～ ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ

愛のあいさつ ｴﾙｶﾞｰ

春の海 宮城道雄

ｼﾞｭ･ﾄｩ･ｳﾞ ｻﾃｨ

永遠にともに ｺﾌﾞｸﾛ

ﾊﾅﾐｽﾞｷ 一青窈

糸 Bank Band

Best Friend Kiroro

抱きしめたい Mr.Children

Everything MISIA



しあわせになろうよ 長渕剛

未来予想図Ⅱ DREAMS COME TRUE

てんとう虫のｻﾝﾊﾞ ﾁｪﾘｯｼｭ

いとしのｴﾘｰ ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

本気でｵﾝﾘｰ･ﾕｰ 竹内まりや

世界に一つだけの花 SMAP

いい日旅立ち 山口百恵

花 石嶺聡子

未来へ Kiroro

ﾕｱ･ｿﾝｸﾞｽ ｴﾙﾄﾝ･ｼﾞｮﾝ

いつか王子様が 映画｢白雪姫｣

ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｲｽ

ﾗｳﾞｨﾝ･ﾕｰ ﾐﾆｰ･ﾘﾊﾞｰﾄﾝ

ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙのｶﾉﾝ ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙ

主よ、人の望みの喜びよ ﾊﾞｯﾊ

ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ ﾊﾞｯﾊ

ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ･ｺﾚｸｼｮﾝ50 曲目多数 発売中

ﾍﾞｽﾄ･ﾒﾛﾃﾞｨｰｽﾞ　上 ELS-02用 曲目多数 発売中

ﾍﾞｽﾄ･ﾒﾛﾃﾞｨｰｽﾞ 下 ELS-02用 曲目多数 発売中

ﾚｼﾞｽﾄ1曲ﾏｽﾀｰﾚﾊﾟｰﾄﾘｰ1 ｾﾌﾟﾃﾝﾊﾞｰ 発売中

　ﾀﾞﾝｽ･ｸﾞﾙｰｳﾞ ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞ･ｸｲｰﾝ

ﾛﾝｸﾞ･ﾄﾚｲﾝ･ﾗﾝﾆﾝ

ｽﾃｲﾝ･ｱﾗｲﾌﾞ

ﾎｯﾄ･ｽﾀｯﾌ

君の瞳に恋してる

ﾍﾞｽﾄ･ﾒﾛﾃﾞｨｰｽﾞ50(ELB-02) 曲目多数 発売中



★エレクトーン・キッズ★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> ちょうちょう ちょうちょう 発売中

　ほか(入門～初級) ﾊｯﾋﾟｰ･ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ･ﾄｩ･ﾕｰ

森のくまさん

おもちゃのﾏｰﾁ

さんぽ 久石譲 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣

<2> かっこう　 かっこう 発売中

ほか(入門～初級) きらきら星

南の島のｶﾒﾊﾒﾊ大王

線路は続くよどこまでも

小さな世界 TDL｢ｲｯﾂ･ｱ･ｽﾓｰﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ｣

<3> ぶんぶんぶん　 ぶんぶんぶん 発売中

ほか(入門～初級) 大きな古時計

ﾗ･ｸｶﾗｰﾁｬ

ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ﾏｰﾁ ｱﾆﾒ｢ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ｸﾗﾌﾞ｣

証城寺の狸ばやし

<4> 聖者の行進　 聖者の行進 発売中

ほか(入門～初級) おしゃべりきかんしゃ

ｱｲｱｲ

ﾁﾑ･ﾁﾑ･ﾁｪﾘｰ

崖の上のﾎﾟﾆｮ 藤岡藤巻と大橋のぞみ 映画｢崖の上のﾎﾟﾆｮ｣

<5> ｸﾘｽﾏｽ　 おめでとうｸﾘｽﾏｽ 発売中

ほか(入門～初級) ｻﾝﾀが町にやってくる

赤鼻のﾄﾅｶｲ

ｼﾞﾝｸﾞﾙ･ﾍﾞﾙ

以下続刊



あわてんぼうのｻﾝﾀｸﾛｰｽ

<6> ｱﾆﾒ･ﾋｯﾂ(入門～初級) ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ～ありのままで～ 映画｢ｱﾅと雪の女王｣ 発売中

ﾑｰﾝﾗｲﾄ伝説 ｱﾆﾒ｢ｾｰﾗｰﾑｰﾝ｣

ｹﾞﾗｹﾞﾗﾎﾟｰのうた ｱﾆﾒ｢妖怪ｳｫｯﾁ｣

Miracle Go!ﾌﾟﾘﾝｾｽﾌﾟﾘｷｭｱ ｱﾆﾒ｢ﾌﾟﾘﾝｾｽﾌﾟﾘｷｭｱ｣

ようかい体操第一 ｱﾆﾒ｢妖怪ｳｫｯﾁ｣

★ハッピー☆エレクトーン・キッズ★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ﾏｰﾁ　ほか ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ﾏｰﾁ ｱﾆﾒ｢ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ｸﾗﾌﾞ｣ 発売中

ちょうちょう

ﾒﾘｰさんのひつじ

かっこう

かえるのうた

<2> ﾛﾝﾄﾞﾝばし　ほか ﾛﾝﾄﾞﾝばし 発売中

ﾄﾞﾚﾐのうた

ﾊｯﾋﾟｰ･ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ･ﾄｩ･ﾕｰ

ぶんぶんぶん

きらきらぼし

<3> 大きな古時計　ほか 大きな古時計 発売中

ｱｲｱｲ

小さな世界

ｼﾞﾝｸﾞﾙ･ﾍﾞﾙ TDL「ｲｯﾂ･ｱ･ｽﾓｰﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ｣

おもちゃの交響曲

★エレクトーン・ピース★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

以下続刊

以下続刊



花は咲く(ｿﾛ&弾き歌い) 発売中

　

★エレクトーン・ミニアルバム★　　　　　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

<1> ｲﾝﾍﾞｰﾀﾞｰｲﾝﾍﾞｰﾀﾞｰ ほか ｲﾝﾍﾞｰﾀﾞｰｲﾝﾍﾞｰﾀﾞｰ きゃりーぱみゅぱみゅ CM「GU」 発売中

ｷ･ｽ･ｳ･ﾏ･ｲ～KISS YOUR MIND～ Kis-My-Ft2 CM「Watering KISSMINT｣

ｲｶﾛｽ GReeeeN CM「ｶﾙﾋﾟｽｿｰﾀﾞ」

<2> あまちゃん ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾃｰﾏ ほか あまちゃんｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾃｰﾏ（ﾛﾝｸﾞﾊﾞｰｼﾞｮﾝ） ﾄﾞﾗﾏ「あまちゃん」 6 発売中

Magic of Love Perfume CM「ﾋﾟｭﾚｸﾞﾐ」 6

Endless Game 嵐 ﾄﾞﾗﾏ「家族ｹﾞｰﾑ」 5

<3> のりことのりお ほか のりことのりお きゃりーぱみゅぱみゅ CM「きゃりー歌番組｣ 発売中

笑顔 いきものがかり 映画｢劇場版ﾎﾟｹｯﾄﾓﾝｽﾀｰﾍﾞｽﾄｳｨｯｼｭ「神速のｹﾞﾉｾｸﾄﾐｭｳﾂｰ覚醒｣

さぁ鐘を鳴らせ DREAM COME TRUE ﾄﾞﾗﾏ「救命病棟24時第5ｼﾘｰｽﾞ」

<4> ﾃｰﾏ･ｵﾌﾞ半沢直樹 ほか ﾃｰﾏ･ｵﾌﾞ･半沢直樹～Main Title～ ﾄﾞﾗﾏ「半沢直樹」 発売中

紅蓮の弓矢 Linked Horizon ｱﾆﾒ「進撃の巨人」

No Limit EXILE CM「ｺｶｺｰﾗ」

<5> ごめんなさいのKissing You　ほか ごめんなさいのKissing You E-giｒｌｓ 映画｢謝罪の王様｣ 発売中

Bi-Li-Li Emotion Superfly ﾄﾞﾗﾏ「ﾄﾞｸﾀｰX～外科医･大門未知子」

雨のち晴ﾚﾙﾔ ゆず ﾄﾞﾗﾏ「ごちそうさん」

<6> 今、咲き誇る花たちよ ほか 今、咲き誇る花たちよ ｺﾌﾞｸﾛ ｿﾁｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ 発売中

ずとfeat.HAN-KUN&TEE SPICYCHOCOLATE CM「NTTﾄﾞｺﾓ」

FUNKY 嵐

<7> 軍師官兵衛ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ ほか 軍師官兵衛ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ 大河ﾄﾞﾗﾏ「軍師官兵衛｣ 発売中

恋するﾌｫｰﾁｭｰﾝｸｯｷｰ AK48

僕はﾍﾟｶﾞｻｽ君はﾎﾟﾗﾘｽ MISIA ﾄﾞﾗﾏ「S-最後の警官」

<8> Road to Glory ほか Road to Glory 嵐 ｿﾁｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ 発売中

ﾋｶﾚ ゆず CM「日本生命｣

以下続刊



Faith miwa CM「ﾕｰｷｬﾝ」

<9> ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ ほか ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ 映画｢ｱﾅと雪の女王｣ 発売中

ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰﾃｨ きゃりーぱみゅぱみゅ 映画｢ｸﾚﾖﾝしんちゃんｶﾞﾁﾝｺ!逆襲のﾛﾎﾞとーちゃん｣

Bittersweet 嵐 ﾄﾞﾗﾏ「失恋ｼｮｺﾗﾃｨｴ」

<10> 誰もしらない ほか 誰も知らない 嵐 ﾄﾞﾗﾏ「死神くん｣ 発売中

にじいろ 絢香 ﾄﾞﾗﾏ「花子とｱﾝ」

NIPPON 椎名林檎 NHKｻkｯｶｰﾃｰﾏ

<11> ｢HERO｣-Main Title-　ほか 「HERO」-Main Title ﾄﾞﾗﾏ「HERO」 発売中

ﾙｰｽﾞｳﾞｪﾙﾄ･ｹﾞｰﾑ～奇跡の逆転劇～-Main Title～ ﾄﾞﾗﾏ「ﾙｰｽﾞｳﾞｪﾙﾄ･ｹﾞｰﾑ」

My Story ﾄﾞﾗﾏ「花子とｱﾝ」

<12> ﾄﾞｸﾀｰXのﾃｰﾏ ほか ﾄﾞｸﾀｰXのﾃｰﾏ ﾄﾞﾗﾏ「ﾄﾞｸﾀｰX～外科医･大門未知子～｣ 発売中

麦の唄 中島みゆき ﾄﾞﾗﾏ「ﾏｯｻﾝ」

言ったじゃないか 関ｼﾞｬﾆ∞ ﾄﾞﾗﾏ「ごめんね青春!」

<13> Dradon Night ほか Dradon Night SEKAINO OWARI 発売中

YAMANAIAME 映画｢進撃の巨人｣前編

Story AI 映画｢ﾍﾞｲﾏｯｸｽ｣

<14> Happiness ほか Happiness ｼｪﾈﾙ ﾄﾞﾗﾏ「ﾃﾞｨｱ･ｼｽﾀｰ」 発売中

ﾏｯｻﾝ-ﾒｲﾝﾃｰﾏ- ﾄﾞﾗﾏ「ﾏｯｻﾝ」

ひまわりの約束 秦基博 映画｢STAND BY MEドラえもん｣

<15> 花燃ゆ ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ ほか 花燃ゆ ﾒｲﾝﾃｰﾏ 大河ﾄﾞﾗﾏ「花燃ゆ｣｣ 発売中

R.Y.U.S.E.I 三代目J soul Brothers

ﾜﾝｺﾞｰﾙ いきものがかり CM「ﾕｰｷｬﾝ」

<16> あったかいんだから♪ ほか あったかいんだからぁ♪ くまむし 発売中

ｱｲﾄﾞﾙはｳｰﾆｬﾆｬの件 ｱﾆﾒ「妖怪ｳｫｯﾁ」

Sakura 嵐 ﾄﾞﾗﾏ「ｳﾛﾎﾞﾛｽ～この愛こそ正義。」

<17> 希望～まれぞら～ ほか 希望～まれぞら～ ﾄﾞﾗﾏ「まれ」 発売中

青空の下、ｷﾐのとなり 嵐 ﾄﾞﾗﾏ「ようこそ、わが家へ」



ｱｲﾑﾎｰﾑ-MAIN THEME- ﾄﾞﾗﾏ「ｱｲﾑﾎｰﾑ」

<18> ｼｭｶﾞｰｿﾝｸﾞとﾋﾞﾀｰｽﾃｯﾌﾟ ほか ｼｭｶﾞｰｿﾝｸﾞとﾋﾞﾀｰｽﾃｯﾌﾟ UNISON SQUARE GARDEN ｱﾆﾒ「血界戦線」 発売中

Cha-Cha-Chaﾁｬﾝﾋﾟｮﾝ Sexy Zone FIVBﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾃｰﾏ

足音 Mr.children ﾄﾞﾗﾏ「信長協奏曲」

<19> 愛を叫べ ほか 愛を叫べ 嵐 CM「ｾﾞｸｼｨ」 発売中

Hard Knock Days GENERATIONS from EXILE TRIBE ｱﾆﾒ「ONE PICE｣

終わらない歌 ゆず ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ「めざましﾃﾚﾋﾞ｣

<20> ふるさと ほか ふるさと 嵐 NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ課題曲 発売中

365日の紙飛行機 AKB48 ﾄﾞﾗﾏ「あさが来た」

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ SEKAINO OWARI NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ課題曲

<21> 24Karats GOLD SOUL ほか 24Karats GOLD SOUL EXILE CM「ｱﾊﾟﾏﾝｼｮｯﾌﾟ」 発売中

海の声 桐谷健太 CM「au」

365日の紙飛行機 AKB48 ﾄﾞﾗﾏ「あさが来た」

<22> あしたのﾜﾙﾂ ほか あしたのﾜﾙﾂ H ZETTRIO 発売中

Best Friend～Mother Earth Version｣ Kiroro 映画｢ｱｰﾛと少年｣

真田丸ﾒｲﾝﾃｰﾏ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢真田丸」

<23> ﾄﾗｲ･ｴｳﾞﾘｼﾝｸﾞ ほか ﾄﾗｲ･ｴｳﾞﾘｼﾝｸﾞ Dream AMI 映画｢ｽﾞｰﾄﾋﾟｱ」 発売中

花束を君に 宇多田ﾋｶﾙ ﾄﾞﾗﾏ「とと姉ちゃん｣

I seek 嵐 ﾄﾞﾗﾏ「世界一難しい恋」

★月刊エレクトーンＰＬＵＳ★　　　　　　　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

AYAKI流 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾚﾝｼﾞ A列車で行こう 発売中

ｼﾞ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾅｰ

ｲﾊﾟﾈﾏの娘

翼をください

L-O-V-E

以下続刊



ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ

ｽｶﾎﾞﾛ･ﾌｪｱ

ｻﾏｰﾀｲﾑ

いつか王子様が 映画｢白雪姫｣

ﾙﾊﾟﾝ三世 ｱﾆﾒ「ﾙﾊﾟﾝ三世」

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

ｶﾒﾚｵﾝ

AYAKI流 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾚﾝｼﾞ2 枯葉 発売中

ﾑｰﾝ･ﾘﾊﾞｰ

天才ﾊﾞｶﾎﾞﾝ

I Wish

もみの木

ﾁｭﾆｼﾞｱの夜

ﾄﾝﾎﾞ･ｲﾝ7/4

Don't Get Around Much Anymore

ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ

Rainforest

廣田奈緒子流 ﾒﾇｴｯﾄ　ト長調 J.S.ﾊﾞｯﾊ 発売中

 ｸﾗｼｯｸｱﾚﾝｼﾞ(CD付) ｱﾏﾘﾘｽ ﾌﾗﾝｽ民謡

ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙのｶﾉﾝ J.ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙ

ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ F.ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

見知らぬ国と人々について R.ｼｭｰﾏﾝ

子犬のﾜﾙﾂ F.ｼｮﾊﾟﾝ

組曲「ﾍﾟｰﾙ･ｷﾞｭﾝﾄ」より「朝」 E.ｸﾞﾘｰｸﾞ

愛のあいさつ E.ｴﾙｶﾞｰ

ﾕｰﾓﾚｽｸ A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｼﾞｬｰｸ



ﾀｲｽの瞑想曲 J.ﾏｽﾈ

亜麻色の髪の乙女 C.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ

ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ嬰ﾊ短調「鐘」 S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ

交響曲第2番第3楽章 S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ

ﾓﾝﾀｰｷﾞｭ家とｷｬﾋﾟｭﾚｯﾄ家 S.ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ

夏色 ゆず

稲垣千章(いなぴょん)の 気のいいｱﾋﾙ～ｶﾞｧ･ｶﾞｧ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～ 発売中

実践ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ･ｱﾚﾝｼﾞ(CD付) 子象の行進～ｱﾌﾘｶﾝ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～

ﾁｮｯﾌﾟ･ｽﾃｨｯｸ～ﾗﾃﾝ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～

ﾄﾚﾓ･ｶﾓﾐﾛ～ｽﾍﾟｲﾝ風ｵｰｹｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～

にわとりのﾜﾙﾂ～ｵｰｹｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～

ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙのｶﾉﾝ～ﾀﾞﾝｽ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～

ｻﾝﾀﾙﾁｱ～交響詩ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

★新エレクトーン･レパートリー★　　　　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

Grade5-1 愛するﾃﾞｭｰｸ～ｻｰ･ﾃﾞｭｰｸ～ すてぃーび 5 発売中

A列車で行こう 5

ﾑｰﾝ･ﾘﾊﾞｰ 映画｢ﾃｨﾌｧﾆｰで朝食を｣ 5

ｲﾊﾟﾈﾏの娘 5

ﾃｷｰﾗ 5

ﾗ･ｸﾝﾊﾟﾙｼｰﾀ 5

Grade5-2 いつか夢で 映画｢眠れぬ森の美女｣ 5 発売中

踊りあかそう 映画｢ﾏｲ･ﾌｪｱ･ﾚﾃﾞｨ｣ 5

荒野の七人 映画｢荒野の七人｣ 5

ﾓﾙﾀﾞｳ ｽﾒﾀﾅ 5

以下続刊



ﾀﾞｯﾀﾝ人の踊り ﾘﾑｽｷｰ=ｺﾙｻｺﾌ ｵﾍﾟﾗ｢ｲｰｺﾞﾘ公｣ 5

ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ～愛のﾃｰﾏ 映画｢ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ｣ 5

Grade5-3　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｳｪｰﾌﾞ ｼﾞｮｱﾝ･ｼﾞﾙﾍﾞﾙﾄ 5 発売中

ｻﾃﾝ･ﾄﾞｰﾙ ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ 5

私のお気に入り ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ｣ 5

ﾘｶﾄﾞ･ﾎﾞｻﾉﾊﾞ 映画｢慕情｣ 5

時の過ぎ行くままに 5

ﾃｲｸ･ﾌｧｲﾌﾞ 5

Grade6 威風堂々 ｴﾙｶﾞｰ 6 発売中

遥かなる影～ｸﾛｽ･ﾄｩ･ﾕｰ～ ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ 6

もみじ 6

愛を感じて 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣ 6

私のお気に入り～ﾏｲ･ﾌｪｲﾊﾞﾘｯﾄ･ｼﾝｸﾞｽ～ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ｣ 6

TUNAMI ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ 6

ﾏｼｭ･ｹ･ﾅﾀﾞ 6

TRUTH T-SQUARE 6

Grade7 美女と野獣 映画｢美女と野獣｣ 7 発売中

ﾌﾗｲ･ﾐｰ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾑｰﾝ 7

別れの曲 ｼｮﾊﾟﾝ 7

ﾛｯｷｰのﾃｰﾏ 映画｢ﾛｯｷｰ｣ 7

浜辺の歌 7

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 7

ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰﾌﾞｽ 7

夜空ﾉﾑｺｳ SMAP 7

Grade8 ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞﾘｰの歌 8 発売中

ﾒﾘｰ･ｸﾘｽﾏｽﾐｽﾀｰ･ﾛｰﾚﾝｽ 坂本龍一 映画｢戦場のﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ｣ 8

夏の思い出 8



旅立ち 久石譲 映画｢魔女の宅急便｣ 8

ﾊﾟﾘの空の下 8

ﾗﾌﾞ ﾅｯﾄ･ｷﾝｸﾞ･ｺｰﾙ 8

太陽にほえろ!ﾒｲﾝﾃｰﾏ ﾄﾞﾗﾏ｢太陽にほえろ!｣ 8

愛の夢 第3番 ﾘｽﾄ 8

Grade9 ｼﾞｬﾝﾊﾞﾗﾔ 9 発売中

ｼｪﾘﾄ･ﾘﾝﾄﾞ 9

君の瞳に恋してる 9

愛のﾛﾏﾝｽ 映画｢禁じられた遊び｣ 9

愛のあいさつ ｴﾙｶﾞｰ 9

もののけ姫 米良美一 映画｢もののけ姫｣ 9

ﾗ･ｸﾝﾊﾟﾙｼｰﾀ 9

ﾎｰﾙ･ﾆｭｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ｣ 9

Grade10-1 ﾀﾗのﾃｰﾏ 映画｢風と共に去りぬ｣ 10 発売中

茶色のこびん 10

絲綢之路 喜多郎 NHK｢ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ｣ 10

さくらさくら 10

ｵｰﾗ･ﾘｰ 10

よろこびの歌 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 10

地上の星 中島みゆき NHK｢ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄX-挑戦者たち-｣ 10

ｽｹｰﾀｰｽﾞ･ﾜﾙﾂ 10

Grade10-2 黒い瞳 10 発売中

北の国から-遥かなる大地よりｰ さだまさし ﾄﾞﾗﾏ｢北の国から｣ 10

ふるさと 10

家路 ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ 10

星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣ 10

峠のわが家 10



花 喜納昌吉 10

ｱﾏﾎﾟｰﾗ 10

★新こどものエレクトーン･レパートリー★　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況

Grade6 いつか王子様が 映画｢白雪姫｣ 6 発売中

ﾌﾆｸﾘ･ﾌﾆｸﾗ 6

夕焼け小焼け 6

ｾｻﾐｽﾄﾘｰﾄのﾃｰﾏ NHK｢ｾｻﾐｽﾄﾘｰﾄ｣ 6

虹の彼方に 映画｢ｵｽﾞの魔法使い｣ 6

ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲 ﾖﾊﾝ･ｼｭﾄﾗｳｽ1世 6

ﾙﾊﾟﾝ三世のﾃｰﾏ ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣ 6

ｴﾙ･ｸﾝﾊﾞﾝﾁｪﾛ 6

Grade7 ﾁﾑ･ﾁﾑ･ﾁｪﾘｰ 映画｢ﾒﾘｰ･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ｣ 7 発売中

ｱﾋﾞﾆｮﾝの橋の上で 7

天国と地獄 ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ 7

ｺﾐｶﾙ･ﾄﾚｲﾝ 渡辺睦樹 7

ｻｰｸﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣ 7

赤とんぼ 山田耕筰 7

ﾄﾛｲｶ 7

世界に一つだけの花 SMAP 7

Grade8 ﾊﾞｯﾊのﾒﾇｴｯﾄ ﾊﾞｯﾊ 8 発売中

さんぽ 久石譲 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣ 8

ﾗﾗﾙｰ 映画｢わんわん物語｣ 8

おどるﾎﾟﾝﾎﾟｺﾘﾝ ｱﾆﾒ｢ちびまる子ちゃん｣ 8

ﾄﾞﾅﾄﾞﾅ 8

通りゃんせ 8

ねこふんじゃった 8



大きな古時計 8

Grade9 村祭り 9 発売中

ｼｭｰﾍﾞﾙﾄの子守歌 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ 9

ｱﾙﾌﾟｽ一万尺 9

くまのﾌﾟｰさん 映画｢くまのﾌﾟｰさん｣ 9

ｱｲｱｲ 9

森へ行きましょう 9

行商人(ｺﾛﾌﾞﾁｶ) 9

君をのせて 久石譲 映画｢天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ｣ 9

Grade10-1 ｷﾗｷﾗ星 ﾓｰﾂｧﾙﾄ 10 発売中

小さな世界 TDL｢ｲｯﾂ･ｱ･ｽﾓｰﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ｣ 10

ﾛﾝﾄﾞﾝ橋 10

いつも何度でも 木村弓 映画｢千と千尋の神隠し｣ 10

びっくりｼﾝﾌｫﾆｰ ﾊｲﾄﾞﾝ 10

ｻｻﾞｴさん ｱﾆﾒ｢ｻｻﾞｴさん｣ 10

ﾄﾞﾅｳ河のさざなみ ｲｳﾞｧﾉﾋﾞｯﾁ 10

聖者の行進 10

Grade10-2 ﾕｰ･ｱｰ･ﾏｲ･ｻﾝｼｬｲﾝ 10 発売中

ねこﾊﾞｽ 久石譲 映画｢となりのﾄﾄﾛ｣ 10

10人のｲﾝﾃﾞｨｱﾝ 10

ﾁｬﾊﾟﾈｶｽ 10

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｣ 10

美しく青きﾄﾞﾅｳ ﾖﾊﾝ･ｼｭﾄﾗｳｽ2世 10

ﾊﾑ太郎とっとこうた ｱﾆﾒ｢とっとこﾊﾑ太郎｣ 10

ｶﾁｭｰｼｬ 10

★やさしく弾けるエレクトーン★　　　　　　　　　　　　　曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 級 販売状況



<1> 韓国ﾄﾞﾗﾏBEST(入門～初級) 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

あなたの後ろで ZERO 海外ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々｣

Remembering Me S.E.N.S. 海外ﾄﾞﾗﾏ｢美しき日々｣

君に逢える日 ﾄﾞﾗﾏ｢ﾎﾃﾘｱｰ｣

会いたい ﾄﾞﾗﾏ｢天国の階段｣

<2> Jﾎﾟｯﾌﾟ･ｾﾚｸｼｮﾝ(入門～初級) 発売中

<3> ｸﾘｽﾏｽ(入門～初級) ｼﾞﾝｸﾞﾙ･ﾍﾞﾙ 発売中

ﾎﾜｲﾄ･ｸﾘｽﾏｽ

ｻﾝﾀが町にやってくる

もろびとこぞりて

おめでとうｸﾘｽﾏｽ～きよしこの夜ﾒﾄﾞﾚｰ

以下続刊


