
エレクトーン曲集　発売状況一覧 2015/7/10現在

※店頭・業者･ﾒｰｶｰ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下さい。

【ＥＬシリーズ　７～6級】

★ポピュラー★ 発売状況

<３> リラクゼーション・ミュージック１ 発売中
<８> ポップ・ウェディング 発売中
<１０> アニメ 発売中
<１４> リラクゼーション・ミュージック４ 発売中
<１６> テレビ・テーマ･ミュージック 発売中
<１７> ミュージカル 発売中
<１８> アニメ２ 発売中
<１９> ジャズ＆フュージョン 発売中
<２０> ＴＶ＆ＣＭセレクション 発売中
<２１> クラシック・イン・ジャズ 発売中
<２３> シネマ 発売中
<２４> アニメ３ 発売中
<２５> 南の島から～風になりたい～ 発売中
<２６> 猫の恩返し 発売中
<２７> テレビ・テーマ･ミュージック２ 発売中
<２９> スポーツ・テーマソング 発売中
<３０> 日本のうた　 発売中
<３３> Ｊ-ロック＆ヒップポップ 発売中
<３７> カフェ・ミュージック 発売中
<３８> アニメ４ 発売中
<３９> テレビ・テーマ・ミュージック３ 発売中
<４０> ウィンド・オーケストラ 発売中
<４１> Ｊ－インストゥルメンタル 発売中
<４２> ハートフル・ソングズ２ 発売中
<４４> Ｊ-ロック＆ヒップポップ２ 発売中
<４６> 冬のソナタ 発売中
<４７> テレビ・テーマ・ミュージック４ 発売中
<４８> アニメ５ 発売中
<４９> Ｊ－バラード 発売中
<５０> 韓国ドラマＢＥＳＴ 発売中
<５１> ワールド・ミュージック 発売中
<５２> Ｊ-ロック＆ヒップポップ３ 発売中
<５３> シネマ２ 発売中
<５４> テレビ・テーマ・ミュージック５ 発売中
<５５> アニメ６ 発売中
<５６> Ｊ－インストゥルメンタル 発売中
<５７> ダンスポップ・クラシック 発売中
<５８> Ｊ-バラード２ 発売中
<５９> ウィンド・オーケストラ２ 発売中
<６０> アニメ７ 発売中
<６１> スタンダード・ポップス 発売中
<６３> ラブ・サウンズ２ 発売中
<６４> Ｊ－ＢＲＡＳＳ！ 発売中
<６５> ピアニズム 発売中
<６６> スタンダード・ジャズ 発売中
<６７> ＴＶ＆シネマ 発売中



★アーチスト★ 発売状況

Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ２ 発売中
ＤＲＥＡＭ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ２ 発売中
ケツメイシ 発売中
森山直太朗 発売中
ＢｏＡ 発売中
中島美嘉 発売中
モーニング娘。 発売中
大塚愛 発売中
Ｔ－ＳＱＵＡＲＥ 発売中
Ｓ．Ｅ．Ｎ．Ｓ 発売中
槇原敬之 発売中
スキマスイッチ 発売中
倖田來未 発売中

★パーソナル★ 発売状況

三原善隆 発売中

★クラシック★ 発売状況

<１> バロック 発売中
<２> 古典 発売中
<３> ロマン 発売中
<４> ロマン～近現代 発売中
<５> パイプオルガン 発売中
<７> モーツァルト 発売中
<８> クラシック名曲集２～ラデツキー行進曲～ 発売中

★ヒットソング★ 発売状況

<１> ヒットソング　Ｖｏｌ．１ 発売中
<２> ヒットソング　Ｖｏｌ．２ 発売中
<３> ヒットソング　Ｖｏｌ．３ 発売中
<５> ヒットソング　Ｖｏｌ．５ 発売中
<６> ヒットソング　Ｖｏｌ．６ 発売中
<８> ヒットソング　Ｖｏｌ．８ 発売中
<９> ヒットソング　Ｖｏｌ．９ 発売中
<１０> ヒットソング　Ｖｏｌ．１０ 発売中
<１１> ヒットソング　Ｖｏｌ．１１ 発売中
<１２> ヒットソング　Ｖｏｌ．１２ 発売中
<１３> ヒットソング　Ｖｏｌ．１３ 発売中
<１４> ヒットソング　Ｖｏｌ．１４ 発売中
<１５> ヒットソング　Ｖｏｌ．１５ 発売中
<１６> ヒットソング　Ｖｏｌ．１６ 発売中
<１７> ヒットソング　Ｖｏｌ．１７ 発売中
<１８> ヒットソング　Ｖｏｌ．１８ 発売中
<１９> ヒットソング　Ｖｏｌ．１９ 発売中
<２０> ヒットソング　Ｖｏｌ．２０ 発売中
<２１> ヒットソング　Ｖｏｌ．２１ 発売中
<２２> ヒットソング　Ｖｏｌ．２２ 発売中
<２３> ヒットソング　Ｖｏｌ．２３ 発売中
<２４> ヒットソング　Ｖｏｌ．２４ 発売中
<２５> ヒットソング　Ｖｏｌ．２５ 発売中
<２６> ヒットソング　Ｖｏｌ．２６ 発売中
<２７> ヒットソング　Ｖｏｌ．２７ 発売中
<２８> ヒットソング　Ｖｏｌ．２８ 発売中
<２９> ヒットソング　Ｖｏｌ．２９ 発売中



<３０> ヒットソング　Ｖｏｌ．３０ 発売中
<３１> ヒットソング　Ｖｏｌ．３１ 発売中
<３２> ヒットソング　Ｖｏｌ．３２ 発売中
<３３> ヒットソング　Ｖｏｌ．３３ 発売中
<３４> ヒットソング　Ｖｏｌ．３４ 発売中
<３５> ヒットソング　Ｖｏｌ．３５ 発売中

★ディズニー★ 発売状況

ディズニー・プリンセス 発売中
ディズニー・ジャズ 発売中
ラブ＆バラード 発売中
東京ディズニーシー 発売中

★エレクトーン・スタイル★ 発売状況

＜２＞枯葉　他 発売中


