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【省略記号】
TAB −タブ譜付ギター譜

P/V/G −ピアノ弾き語り譜（ギターコード付き弾き語り譜）
P −ピアノ譜

TAB/SCORE −バンドスコア
G −ギター譜
B −ベース譜

D −ドラム譜（及びパーカッション）
ML −メロディー譜



タイトル 定 価 コード 注文部数

●楽譜（アーティスト別）･シリーズ曲集
アヴェンジド･セヴンフォールド〈ウェイキング･ザ･フォーレン〉TAB ¥3,990 ＃1566
アヴェンジド･セヴンフォールド〈ナイトメア〉TAB ¥3,780 ＃1464
アークティック･モンキーズ〈サック･イット･アンド･シー〉TAB ¥3,570 ＃1542
アークティック･モンキーズ〈ハムバグ〉TAB ¥4,200 ＃1405
アークティック･モンキーズ〈フェイバリット･ワースト･ナイトメア〉TAB ¥4,410 ＃1038      
アシュリー･シンプソン〈アイ･アム･ミー〉P/V/G ¥3,255 ＃0854      
アシュリー･シンプソン〈オート･バイオグラフィ〉P/V/G ¥2,835 ＃2421 
アデル〈19〉P/V/G ¥3,990 ＃1318
アデル〈21〉P/V/G ¥3,465 ＃1525
アデル〈ソングス･フォー･ソロ･シンガーズ〉（CD付）P/V/G ¥3,225 ＃1601
アデル〈ベスト･オブ〉P/V/G ¥3,465 ＃1593
アトレイユ〈ア･デスグリップ･オン･イエスタデイ〉 TAB ¥3,780 ＃1078      
アバ〈ゴールド･グレイテスト･ヒッツ〉P/V/G ¥3,675 ＃1597
アバ〈ザ･グレイト･ソング･オブ…（ブック＆CD）〉（CD付）P/V/G ¥3,990 ＃1385
アバ〈ザ･ベリー･ベスト･オブ〉P/V/G ¥3,990 ＃1239      
ザ･ギグ･ブック：アバ  メロ譜+コードネーム ¥3,225 ＃1591
アリシア･キーズ〈アズ･アイ･アム〉 P/V/G ¥2,940 ＃1147      
アリシア･キーズ〈アンプラグド〉P/V/G ¥3,255 ＃0853      
アリシア･キーズ〈ザ･ダイアリー･オブ〉P/V/G ¥2,835 ＃2373 
アリシア･キーズ〈ジ･エレメント･オブ･フリーダム〉P/V/G ¥2,940 ＃1409
アリシア･キーズ〈ソングス･イン･Aマイナー〉P/V/G ¥2,730 ＃8975 
アリシア･キーズ〈ノート･フォー･ノート･キーボード･トランスクリプションズ〉P/V ¥3,465 ＃1407
アリス･クーパー〈ザ･ベスト･オブ〉TAB ¥3,990 ＃1569
アル･ディメオラ〈オリジナル･チャーツ：1996-2006〉TAB ¥3,990 ＃1500
アール･ハインズ〈ザ･オリジナル･トランスクリプションズ〉（CD付）ピアノ･ソロ ¥4,515 ＃1445
アントニオ･カルロス･ジョビン〈ジャズ･プレイ･アロング〉（CD付） ¥3,045 ＃0278 
ベスト･オブ･アントニオ･カルロス･ジョビン　TAB ¥2,730 ＃1263
アンドリュー･Ｗ.Ｋ.〈ザ･ベリー･ベスト -2001〜2009-〉TAB ¥3,990 ＃1392
アンドリュー･ロイド･ウェバー〈グレン･スレイター：ラヴ･ネヴァー･ダイズ〉P/V/G ¥4,095 ＃1446
アンドリュー･ロイド･ウェバー･アンド･ティム･ライス〈ジーザス･クライスト･スーパースター（アップ･デイテッド･エディション）〉P/V/G ¥3,045 ＃1631
アンドレア･ボチェッリ〈ザ･コレクション〉（ニュー･エディション）P/V/G ¥3,990 ＃1241      
イエローカード〈オーシャン･アヴェニュー〉TAB ¥3,780 ＃0338 
イエローカード〈ライツ･アンド･サウンズ〉TAB ¥3,780 ＃0236      
イーグルス〈ザ･ヴェリー･ベスト･オブ〉TAB ¥4,725 ＃0828      
イーグルス〈デスペラード〉P/V/G ¥2,940 ＃0826      
イーグルス〈ホテル･カリフォルニア〉TAB ¥3,360 ＃0827      
イーグルス 〈ロング･ロード･アウト･オブ･エデン〉 TAB ¥3,990 ＃1178      
ザ･ニュー･イーグルス･コンプリート　P/V/G ¥4,835 ＃1560
イル･ディーヴォ〈アンコール〉P/V/G ¥3,255 ＃0762      
イル･ディーヴォ〈シエンプレ〉P/V/G ¥2,940 ＃0955      
イル･ディーヴォ〈プレイ･アロング･ピアノ〉P/V/G ¥3,360 ＃0526      
イングヴェイ･マルムスティーン〈アンソロジー〉TAB ¥3,990 ＃1424
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定 価タイトル コード 注文部数

ザ･ヴァーブ〈アーバン･ヒムズ〉P/V/G ¥3,570 ＃8658 
ヴァネッサ･カールトン〈ハーモニウム〉P/V/G ¥3,255 ＃0387 
ヴァン･ヘイレン〈1984〉TAB ¥3,360 ＃1051      
ヴァン･ヘイレン〈ア･ディファレント･カインド･オブ･トゥルース〉TAB ¥3,885 ＃1632
ヴァン･ヘイレン〈ヴァン･ヘイレン〉TAB ¥3,360 ＃1049      
ヴァン･ヘイレン〈ヴァン･ヘイレンⅡ〉TAB ¥3,360 ＃1050      
ヴァン･ヘイレン〈ウイミン･アンド･チルドレン･ファースト〉TAB ¥3,465 ＃1122      
ヴァン･ヘイレン〈ザ･ベスト･オブ･ボス･ワールズ〉TAB ¥4,725 ＃1495
ヴァン･ヘイレン〈ダイヴァー･ダウン〉TAB ¥3,465 ＃1120      
ヴァン･ヘイレン〈フェア･ウォーニング〉TAB ¥3,465 ＃1121      
ウィーザー〈ウィーザー〉TAB ¥3,570 ＃8705
ウィーザー〈ザ･グリーン･アルバム〉TAB ¥3,360 ＃0312 
ウィーザー〈ザ･レッド･アルバム〉TAB ¥3,255 ＃1306
ウィーザー〈ピンカートン〉TAB ¥3,570 ＃8704
ウィーザー〈ラディチュード〉TAB ¥3,465 ＃1455
ウェザー･リポート〈トランスクリプション〉 SCORE ¥3,780 ＃6072
ウェス･モンゴメリー〈ベスト･オブ〉（CD付）TAB ¥4,095 ＃8617 
ヴェルヴェット･リボルバー〈コントラバンド〉TAB ¥3,780 ＃0386 
ヴェルヴェット･リボルバー〈リベルタド〉TAB ¥3,465 ＃1053      
ザ･ウクレレズ （ウクレレTAB） ¥2,415 ＃1616
ウッディ･ガスリー･センテンニアル･ソングブック　歌詞+コード ¥3,780 ＃1581
ザ･ヴュー〈ハッツ･オフ･ザ･バスカーズ〉TAB ¥4,725 ＃0917      
AC／DC〈アイアンマン 2〉TAB ¥4,095 ＃1436
AC／DC〈イージー･ギター〉TAB ¥2,625 ＃1466
AC／DC〈バックトラックス〉TAB ¥4,725 ＃1435
AC／DC〈ファミリー･ジュエルズ〉TAB ¥4,935 ＃0217      
AC／DC〈プラグ･ミー･イン〉TAB ¥4,935 ＃1246      
AC／DC〈ブラック･アイス〉TAB ¥4,410 ＃1289
ザ･ディフィニティブ･AC／DC･ソングブック - アップデイテッド･エディション　TAB ¥5,985 ＃1515
エアロスミス〈オー･イェー！アルティメット･エアロスミス･ヒッツ〉TAB ¥4,095 ＃0773      
エアロスミス〈ジャスト･プッシュ･プレイ〉TAB ¥3,885 ＃0076 
エアロスミス〈トイズ･イン･ザ･アティック〉TAB ¥3,570 ＃1552
エヴァネッセンス〈エヴァネッセンス〉TAB ¥3,885 ＃1605
エヴァネッセンス〈ザ･ピアノ･スタイル･オブ･エイミー･リー〉P/V/G ¥3,460 ＃1559
エスビョルン･スベンソン･トリオ〈E.S.T.ソングブック〉 PIANO SOLO ¥3,465 ＃1165      
ジ･エネミー〈ウィール･リヴ･アンド･ダイ･イン･ジーズ･タウン〉TAB ¥3,465 ＃1348
エリオット･スミス〈ジ･エッセンシャル〉TAB ¥4,200 ＃1395
エリック･クラプトン〈アンプラグド〉TAB ¥3,990 ＃6029
エリック･クラプトン〈アンプラグド〉TAB/SCORE ¥4,043 ＃9850
エリック･クラプトン〈ギター･スコア〉TAB ¥3,780 ＃9969
エリック･クラプトン〈ストラム＆シング（イージー･ギター）〉（歌詞･コード付） ¥2,520 ＃0770      
エリック･クラプトン〈ソングブック〉TAB ¥3,675 ＃9968
エリック･クラプトン〈ピアノ弾き語り〉P ¥2,940 ＃9883 
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エリック･クラプトン〈プレイ･アコースティック･ギター〉TAB ¥3,360 ＃6037 
エリック･クラプトン〈ベスト･オブ〉 TAB/SCORE ¥4,410 ＃9832      
エリック･クラプトン〈ライフタイム･ベスト　DISC TWO〉 TAB/SCORE ¥4,200 ＃9841      
エリック･クラプトン〈ワン･モア･カー、ワン･モア･ライダー〉 TAB/SCORE ¥3,675 ＃9878      
エリック･ジョンソン〈アー･ヴィア･ミュージカム〉TAB ¥3,780 ＃0867      
エリック･ジョンソン〈アップ･クローズ〉TAB ¥3,990 ＃1564
エリック･ジョンソン〈シグニチャー･リックス(セカンド･エディション)〉（CD付）TAB ¥4,200 ＃1054      
エリック･ジョンソン〈ブルーム〉TAB ¥3,780 ＃0772      
エルヴィス･コステロ〈ベリー･ベスト･オブ〉P/V/G ¥3,045 ＃8780
エルヴィス･コステロ＆アラン･トゥーサン〈ザ･リバー･イン･リバー〉　P/V/G ¥2,940 ＃1014      
エルヴィス･プレスリー〈2nd To None〉P/V/G ¥3,150 ＃0186 
エルトン･ジョン〈ザ･キャプテン･アンド･ザ･キッド〉P/V/G ¥3,990 ＃0733      
エルトン･ジョン〈バラーズ〉P/V/G ¥2,940 ＃1198      
エルトン･ジョン〈ピアノ弾き語り〉P ¥2,625 ＃9884 
オアシス〈コンプリート･コード･ソングブック（2009リヴァイズド･エディション）〉歌詞＋コード ¥3,885 ＃1368
オアシス〈ザ･シングルス･コレクション〉TAB ¥3,675 ＃0558      
オアシス〈ザ･マスター･プラン〉TAB ¥3,465 ＃4157
オアシス〈スタンディング･オン･ザ･ショルダー･ジャイアンツ〉TAB ¥3,990 ＃1234      
オアシス〈タイム･フライズ〉TAB ¥3,990 ＃1450
オアシス〈ディグ･アウト･ユア･ソウル〉TAB ¥4,305 ＃1259
オアシス〈ヒーザン･ケミストリー〉TAB ¥4,410 ＃1233      
オアシス〈ファミリア･トゥ･ミリオン〉TAB ¥4,200 ＃4167 
オーディオスレイヴ〈オーディオスレイヴ〉TAB/SCORE ¥3,360 ＃9952  
ジ･オーディナリー･ボーイズ〈ベスト〉TAB/SCORE ¥3,150 ＃9894      
オフスプリング〈アメリカーナ〉バンド･スコア ¥3,990 ＃1649
オフスプリング〈イクスネイ･オン･ジ･オンブレ〉TAB ¥3,360 ＃1200      
オフスプリング〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB ¥3,780 ＃0516      
オフスプリング〈コンスピラシー･オブ･ワン〉TAB ¥3,360 ＃1474
オフスプリング〈スマッシュ〉TAB ¥3,360 ＃1335
オルター･ブリッジ〈ワン･デイ･リメインズ〉TAB ¥3,780 ＃0959      
オールマン･ブラザース･バンド〈ベスト･オブ〉P/V/G ¥4,200 ＃0376  
カイザー･チーフス〈オフ･ウィズ･ゼア･ヘッズ〉TAB ¥3,990 ＃1271
カサビアン〈ウエスト･ライダー･パウパー･ルナティック･アサイラム〉TAB ¥4,095 ＃1431
カサビアン〈カサビアン〉TAB ¥4,515 ＃0224      
カンサス〈グレイテスト･ヒッツ〉P/V/G ¥3,255 ＃1169      
ガンズ･アンド･ローゼズ〈アペタイト･フォー･デストラクション〉TAB ¥3,885 ＃1603
ガンズ･アンド･ローゼズ〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB ¥4,200 ＃1604
ガンズ･アンド･ローゼズ〈チャイニーズ･デモクラシー〉TAB ¥3,780 ＃1410
キース･アーバン　〈ラヴ（ペイン＆ザ･ホール）〉　P/V/G ¥3,990 ＃1086      
キャット･スティーヴンス〈アコースティック･フォ･マスターズ〉TAB ¥4,095 ＃0187  
キャロル･キング〈イン･コンサート〉P/V/G ¥3,360 ＃8176
キャロル･キング〈タペストリー〉P/V/G ¥3,150 ＃8168
キャロル･キング〈デラックス･アンソロジー〉P/V/G ¥4,200 ＃8175
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ザ･キュアー〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB ¥4,200 ＃0771      
ザ･キラーズ〈サムズ･タウン〉TAB ¥3,780 ＃0961      
ザ･キラーズ〈デイ･アンド･エイジ〉P/V/G ¥3,885 ＃1341
キンクス〈ザ･ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃0776      
キングス･オブ･レオン〈オンリー･バイ･ザ･ナイト〉TAB ¥3,780 ＃1324
クイーン〈アブソリュート･グレイテスト〉P/V/G ¥3,780 ＃1403
クイーン〈デラックス･アンソロジー〉P/V/G ¥3,150 ＃0318  
クイーン〈グレイテスト･ヒッツ（ギター･タブ･エディション）〉TAB ¥3,990 ＃1345
クイーン〈ピアノ･プレイ･アロング〉P/V/G ¥2,520 ＃1537
クイーン〈ベスト･オブ〉TAB/SCORE ¥3,990 ＃1539
グッド･シャーロット〈ベスト〉TAB/SCORE ¥3,150 ＃9955
クラウデッド･ハウス〈ベスト･オブ〉P/V/G ¥3,990 ＃1243      
グラスヴェガス〈グラスヴェガス〉P/V/G ¥3,780 ＃1272
ザ･クラッシュ〈コンプリート･ソングブック〉（歌詞･コード付） ¥4,515 ＃0335  
ザ･クラッシュ〈ソングブック〉（メロディー譜･歌詞･コード付） ¥2,835 ＃0240      
ザ･クラッシュ〈プレイ･ギター･ウィズ…〉（CD付）TAB ¥3,780 ＃0555      
ザ･クラッシュ〈ベスト〉TAB/SCORE ¥3,675 ＃9835      
クリスティーナ･アギレラ〈ザ･ベスト･オブ〉P/V/G ¥4,410 ＃0902      
クリスティーナ･アギレラ〈ストリップトゥ〉P/V/G ¥2,835 ＃0128 
クリスティーナ･アギレラ〈ソングス･フォー･ソロ･シンガーズ〉（CD付）P/V/G ¥3,255 ＃1448
クリスティーナ･アギレラ〈バック･トゥ･ベイシックス〉P/V/G ¥3,465 ＃1075      
グリーン･デイ〈インターナショナル･スーパーヒッツ〉TAB ¥3,465 ＃1202      
グリーン･デイ〈ウォーニング〉TAB ¥3,150 ＃1102      
グリーン･デイ〈ギター･タブ･アンソロジー〉TAB ¥3,150 ＃1411
グリーン･デイ〈21stセンチュリー･ブレイクダウン〉TAB ¥3,570 ＃1319
グリーン･デイ〈ニムロッド〉TAB ¥3,150 ＃1101      
グリーン･デイ〈バレット･イン･ア･バイブル〉TAB ¥3,465 ＃0215      
KTタンストール〈ドラスティック･ファンタスティック〉P/V/G ¥3,990 ＃1162 
ケニー･ウェイン･シェパード〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃0258 
ケニー･ウェイン･シェパード〈レッドベター･ハイツ〉TAB ¥3,990 ＃5480
ケニーG〈グレイテストヒッツ〉P/V/G ¥3,885 ＃0850 
ケルティック･ウーマン〈ソングブック〉P/V/G ¥3,780 ＃1103 
コリーヌ･ベイリー･レイ〈コリーヌ･ベイリー･レイ〉P/V/G ¥4,095 ＃0730 
コールドプレイ〈ヴィヴァ･ラ･ヴィダ〉P/V ¥840 ＃1309
コールドプレイ〈ヴィヴァ･ラ･ヴィダ･オア･デス･アンド･オール･ヒズ･フレンド〉TAB ¥4,410 ＃1242 
コールドプレイ〈ヴェリー･ベスト･オブ〉（イージー･ギター） ¥2,310 ＃1499
コールドプレイ〈コンプリート･コード･ソングブック〉（歌詞･コード付） ¥2,730 ＃0872 
コールドプレイ〈パラシューツ〉TAB ¥3,990 ＃8946 
コールドプレイ〈プレイ･ギター･ウィズ…Ｘ＆Ｙ〉（CD2枚付）TAB ¥4,620 ＃0438 
コールドプレイ〈マイロ･ザイロト〉TAB ¥3,990 ＃1579
コールドプレイ〈ライヴ2003〉TAB ¥3,780 ＃0295
コールドプレイ〈ラッシュ･オブ･ブラッド･トゥ･ヘッド〉TAB ¥3,990 ＃0061 
サイモン＆ガーファンクル〈プレイ･アコースティック･ギター〉（CD付）TAB ¥4,305 ＃0935 
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ザック･ワイルド〈アンソロジー〉TAB ¥4,200 ＃1646
サブライム〈サブライム〉TAB ¥3,990 ＃8181
サブライム〈フォーティー･オンス･トゥ･フリーダム〉TAB ¥3,780 ＃1195 
サヴェージ･ガーデン〈サヴェージ･ガーデン〉P/V/G ¥2,520 ＃8231 
SUM41〈オール･キラー･ノー･フィラー〉TAB ¥3,990 ＃8222 
SUM41〈ダズ･ディス･ルック･インフェクテッド〉TAB ¥3,360 ＃1472
SUM41〈チャック〉TAB ¥3,465 ＃0360 
SUM41〈ベスト･オブ〉TAB/SCORE ¥3,400 ＃9965
サラ･マクラクラン〈アフターグロウ〉P/V/G ¥2,835 ＃2374 
サラ･マクラクラン〈ザ･ベスト･オブ：クローザー〉P/V/G ¥3,150 ＃1299
サラ･マクラクラン〈サーフェシング〉P/V/G ¥3,255 ＃8808
サラ･マクラクラン〈ストラム＆シング（イージー･ギター）〉（歌詞･コード付） ¥2,310 ＃0778 
サラ･マクラクラン〈ソング･オブ〉TAB ¥2,415 ＃8783
サラ･マクラクラン〈ミラー･ボール〉P/V/G ¥3,150 ＃8650 
サンタナ〈オール･ザット･アイ･アム〉TAB ¥5,775 ＃1155 
サンタナ〈ギター･ヘヴン〉TAB ¥4,095 ＃1481
CCR〈ギター･アンソロジー〉TAB ¥4,095 ＃2377 
ジェイク･シマブクロ〈ピース･ラヴ･ウクレレ〉ウクレレTAB ¥3,150 ＃1561
ジェイソン･ムラーズ〈ウィー･シング、ウィー･ダンス、ウィー･スティール･シングス〉TAB ¥3,885 ＃1398
ジェイソン･ムラーズ〈ウェイティング･フォー･マイ･ロケット･トゥ･カム〉TAB ¥3,675 ＃1506
ジェイソン･ムラーズ〈ストラム･アンド･シング〉歌詞+コード ¥2,625 ＃1453
ジェイソン･ムラーズ〈ラヴ･イズ･ア･フォー･レター･ワード〉TAB ¥3,780 ＃1610
ジェイミー･カラム〈キャッチング･テイルズ〉（ピアノ弾き語り）P ¥4,305 ＃0852 
ジェイミー･カラム〈ザ･パースイート〉P/V/G ¥3,675 ＃1430
ジェイムス･テイラー〈ベスト〉TAB  ¥3,150 ＃6152
ジェイムス･ブラント〈バック･トゥ･ベッドラム〉TAB ¥3,885 ＃0574 
ジェイムス･ブラント〈バック･トゥ･ベッド･ラム〉（イージー･ピアノ） ¥2,520 ＃0227 
ジェイムス･モリソン〈アンディスカヴァード〉P/V/G ¥3,990 ＃0266 
ジェイムス･モリソン〈ソングス･フォー･ユー、トゥルースズ･フォー･ミー〉P/V/G ¥3,885 ＃1342
ジェスロ･タル〈ギター･アンソロジー〉TAB ¥3,780 ＃1267
ジェット〈ゲット･ボーン〉TAB ¥3,990 ＃0598 
ジェニファー･ロペス〈ザ･ヒッツ〉P/V/G ¥2,940 ＃0114
ジェニファー･ロペス〈ディス･イズ･ミー〉P/V/G ¥2,940 ＃0132
ザ･ベスト･オブ･ジェネシス　TAB ¥2,520 ＃1334
ジェフ･バックリー〈ザ･コンプリート･ソングブック〉 ¥3,675 ＃0382 
ジェフ･ベック〈ワイヤード〉TAB ¥3,360 ＃1469
シェリル･クロウ〈チューズデイ･ナイト･ミュージック･クラブ〉TAB ¥3,465 ＃8165
シェリル･クロウ〈ワイルドフラワー〉TAB ¥4,095 ＃0563 
シカゴ〈VOL.1〉TAB/SCORE ¥4,515 ＃8924 
シカゴ〈VOL.2〉TAB/SCORE ¥4,515 ＃8925 
システム･オブ･ア･ダウン　TAB ¥3,780 ＃1282
ジプシー･キングス〈ザ･ベスト･オブ〉P/V/G ¥4,935 ＃1161 
ジミー･イート･ワールド〈フューチャーズ〉TAB ¥3,780 ＃0525
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ジミー･イート･ワールド〈プレイ･イット･ライク･イット･イズ〉TAB ¥3,780 ＃1153 
ジャクソン5〈ベスト･オブ〉P/V/G ¥2,940 ＃0527
ジャクソン･ブラウン〈デラックス･アンソロジー〉P/V/G ¥4,725 ＃0738
ジャコ･パストリアス〈エッセンシャル〉B ¥3,675 ＃6041 
ジャコ･パストリアス〈グレイテスト･ジャズ･フュージョン〉B ¥3,675 ＃6043 
ジャコ･パストリアス〈シグニチャー･リックス〉（CD付）B ¥4,620 ＃6040 
ジャコ･パストリアス〈ベース･メソッド〉B ¥3,465 ＃1426
ジャコ･パストリアス〈ポートレイト･オブ･ソロ･コレクション〉B ¥3,045 ＃6042 
ジャスティン･ビーバー〈マイ･ワールド〉イージー･ピアノ ¥2,310 ＃1484
ジャック･ジョンソン〈アンソロジー〉P/V/G ¥3,780 ＃0865 
ジャック･ジョンソン〈イン･ビトゥイーン･ドリームス〉TAB ¥3,780 ＃0027 
ジャック･ジョンソン〈オン･アンド･オン〉TAB ¥3,780 ＃0291 
ジャック･ジョンソン〈ストラム＆シング（イージー･ギター）〉（歌詞･コード付） ¥2,310 ＃0868 
ジャック･ジョンソン〈ストラム＆シング（ウクレレ･タブ）〉ウクレレTAB ¥1,890 ＃1577
ジャック･ジョンソン〈スリープ･スルー･スタティック〉TAB ¥3,780 ＃1167 
ジャック･ジョンソン〈トゥー･ザ･シ—〉TAB ¥3,780 ＃1451
ジャック･ジョンソン〈ブラッシュファイアー･フェアリーテイルズ〉TAB ¥3,780 ＃0292 
ジャック･ジョンソン･アンド･フレンズ〈キュリアス･ジョージ〉TAB ¥3,780 ＃0596 
ザ･シャドウズ〈ギター･レジェンズ･タブ〉TAB ¥3,675 ＃1347
シャナイア･トゥエイン〈ウーマン･イン･ミー〉P/V/G ¥3,465 ＃8724
ジャーニー〈イージー･ギター･アンソロジー〉TAB ¥3,360 ＃1478
ジャーニー〈ギター･アンソロジー〉TAB ¥4,515 ＃8899 
ジャニス･ジョップリン〈ジャニス〉P/V/G ¥2,625 ＃1661
ジャニス･ジョップリン〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃0068
ベスト･オブ･ジャネット･ジャクソン　P/V/G ¥2,940 ＃1329
ジャミロクワイ〈ハイ･タイムズ〉P/V/G ¥4,830 ＃0939 
ジャンゴ･ラインハルト〈ア･トレジャリー･ソングス〉TAB ¥2,520 ＃0589 
ジャンゴ･ラインハルト〈アンソロジー〉TAB ¥2,835 ＃0590 
ジャンゴ･ラインハルト〈ザ･デフィニティブ･コレクション〉TAB ¥3,990 ＃0113  
ジャンゴ･ラインハルト〈シグニチャー･リックス〉（CD付）TAB ¥4,830 ＃0290 
ジャンゴ･ラインハルト〈ジニアス〉G ¥1,575 ＃5452
ジョー･サトリアーニ〈イズ･ゼア･ラブ･イン･スペース〉TAB ¥4,305 ＃0339 
ジョー･サトリアーニ〈エクストリーミスト〉TAB ¥4,200 ＃4114
ジョー･サトリアーニ〈クリスタル･プラネット〉TAB ¥5,040 ＃4165
ジョー･サトリアーニ〈コレクション〉TAB ¥3,570 ＃1544
ジョー･サトリアーニ〈サーフィング･ウィズ･ジ･エイリアン〉TAB ¥3,308 ＃4111
ジョー･サトリアーニ〈ストレンジ･ビューティフル･ミュージック〉TAB ¥4,200 ＃0158
ジョー･サトリアーニ〈スーパー･コロッサル〉TAB ¥4,305 ＃0754 
ジョー･サトリアーニ〈ブラック･スワンズ･アンド･ワームホール･ウィザーズ〉TAB ¥3,990 ＃1513
ジョー･サトリアーニ〈プロフェッサー･サッチャファンキラス･アンド･ザ･マスタリオン･オブ･ロック〉TAB ¥4,095 ＃1262
ジョー･パス〈ザ･ベスト･オブ･シグニチャー･リックス〉（CD付）TAB ¥4,410 ＃0781 
ジョージ･ウィンストン〈ピアノ･ソロズ〉　PIANO SOLO ¥2,940 ＃0963 
ジョージ･ハリソン〈アンソロジー〉TAB ¥3,675 ＃7352
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ジョシュ･グローバン〈クローサー〉P/V/G ¥4,095 ＃2391 
ジョシュ･グローバン〈ジョシュ･グローバン〉P/V/G ¥4,095 ＃0575 
ジョス･ストーン〈ザ･ソウル･セッション〉P/V/G ¥3,570 ＃0347 
ジョニ･ミッチェル〈アンンソロジー〉P/V/G ¥3,465 ＃8749
ジョニ･ミッチェル〈ザ･ヴェリー･ベスト･オブ〉P/V/G ¥3,360 ＃0381 
ジョニーA〈サムタイム･チューズデイ･モーニング〉TAB ¥3,570 ＃1118 
ジョン･デンバー〈アンソロジー･リヴァイズド･エディション〉P/V/G　 ¥3,675 ＃7611
ジョン･デンバー〈レジェンドリー･リックス〉（DVD付）TAB ¥4,515 ＃1068 
ジョン･バトラー･トリオ〈ソングブック〉TAB ¥4,410 ＃0591 
ジョン･ペトルーシ〈サスペンデット･アニメーション〉TAB ¥4,200 ＃1201 
ジョン･ペトルーシ〈ワイルド･ストリングダム〉（CD付）TAB ¥3,570 ＃0468
ジョン･メイオール〈ギター･アンソロジー〉TAB ¥4,305 ＃2379
ジョン･メイオール＆エリック･クラプトン〈ブルース･ブレイカーズ〉TAB ¥3,780 ＃0130 
ジョン･メイヤー〈アンソロジー･フォー･イージー･ギター Vol.1〉TAB ¥3,780 ＃1470
ジョン･メイヤー〈コンティニュアム〉TAB ¥4,305 ＃0944 
ジョン･メイヤー〈ストラム＆シング〉歌詞+コード ¥1,890 ＃1546
ジョン･メイヤー〈バトル･スタディーズ〉TAB ¥3,990 ＃1419
ジョン･メイヤー〈ヘヴィアー･シングス〉TAB ¥3,570 ＃0300
ジョン･メイヤー〈ルーム･フォー･スクェアーズ〉TAB ¥4,305 ＃0172
ジョン･メイヤー〈レジェンダリー･リックス〉（CD付）TAB ¥3,990 ＃1563
ジョン･レノン〈ソロ･イヤーズ〉P/V/G ¥3,675 ＃0411
ジョン･レノン〈パワー･トゥ･ザ･ピープル：ザ･ヒッツ〉P/V/G ¥2,940 ＃1487
シン･リジィ〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,360 ＃6817
シンプル･プラン〈スティル･ノット･ゲッティング･エニー...〉TAB ¥4,095 ＃0358  
シンプル･プラン〈ノー･パッズ,ノー･ヘルメッツ...ジャスト･ボールズ〉TAB ¥4,095 ＃0333  
スコット･ヘンダーソン〈ブルース･ギター･コレクション〉TAB ¥3,780 ＃1192 
スコーピオンズ〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃1064 
スーザン･ボイル〈アイ･ドリームド･ア･ドリーム〉P/V/G ¥2,940 ＃1383
スティーヴ･ヴァイ〈エイリアン･ラブ･シークレッツ：シグニチャー･リックス〉（CD付）TAB ¥4,410 ＃0487 
スティーヴ･ヴァイ〈ファイアー･ガーデン〉TAB ¥4,620 ＃0949 
スティーヴ･ペリー〈アンソロジー〉TAB ¥4,305 ＃0801 
スティーヴ･モーズ･バンド･アンド･ディキィシー〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃0866 
スティーヴィー･レイ･ヴォーン〈イン･ザ･ビギニング〉TAB ¥3,780 ＃4725
スティーヴィー･レイ･ヴォーン〈イン･ステップ〉TAB ¥3,780 ＃1092 
スティーヴィー･レイ･ヴォーン〈クドゥント･スタンド･ザ･ウェザー〉TAB ¥3,360 ＃4726
スティーヴィー･レイ･ヴォーン〈シグニチャー･リックス〉（CD付）TAB ¥4,620 ＃0922 
スティーヴィー･レイ･ヴォーン〈スカイ･イズ･クライング〉TAB ¥3,990 ＃4724
スティーヴィー･レイ･ヴォーン〈ソウル･トゥ･ソウル〉TAB ¥3,360 ＃4727
スティーヴィー･レイ･ヴォーン〈テキサス･フラッド〉（ニュー･エディション）TAB ¥3,780 ＃0513 
スティーヴィー･レイ･ヴォーン〈ビッグ･ブルース･フロム･テキサス〉TAB ¥3,360 ＃4735
スティーヴィー･ワンダー〈アンソロジー〉P/V/G ¥4,830 ＃1311
スティーヴィー･ワンダー〈フォー･ピアノ･ソロ〉ピアノ･ソロ ¥2,415 ＃1640
ステイシー･オリコ　P/V/G ¥2,835 ＃0168  
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スティーリー･ダン〈エヴリシング･マスト･ゴー〉P/V/G ¥3,150 ＃2329  
スティーリー･ダン〈シグニチャー･リックス〉（CD付）TAB ¥4,095 ＃1482
スティーリー･ダン〈ベスト･オブ〉TAB ¥4,515 ＃1072 
スティング〈ザ･シングルス･コレクション〉P/V/G ¥3,570 ＃0437 
スティング〈ソングス･フロム･ザ･ラビリンス〉TAB ¥4,830 ＃0903 
スティング〈テン･サマナーズ･テイルズ〉SCORE ¥4,200 ＃4119
ステレオフォニックス〈ジャスト･イナフ･エデュケーター〉TAB ¥3,780 ＃1702 
ステレオフォニックス〈ランゲイジ，セックス，ヴァイオレンス，アザー?〉TAB ¥3,990 ＃0384 
ザ･ストラングラーズ〈ザ･ベスト･オブ〉TAB ¥4,410 ＃1247 
ストーン･ロ−ゼス〈ザ･ベリー･ベスト･オブ〉TAB ¥4,410 ＃0111 
ストーン･ローゼス〈ストーン･ローゼス〉TAB ¥4,410 ＃0714 
ザ･ストロークス〈イズ･ディス･イット〉TAB ¥4,095 ＃0148 
ザ･ストロークス〈コード･ソングブック〉（歌詞･コード付） ¥2,625 ＃0221 
ザ･ストロークス〈ルーム･オン･ファイヤー〉TAB ¥3,780 ＃0330
スマッシング･パンプキンズ〈メロンコリー〉TAB ¥4,725 ＃4736 
ザ･スミス〈コンプリート･コード･ソングブック〉（歌詞･コード付） ¥3,885 ＃0491 
ザ･スミス〈ザ･シングルス･コレクション〉TAB ¥3,990 ＃0436 
スリップノット〈オール･ホープ･イズ･ゴーン〉TAB ¥3,465 ＃1305
スリップノット〈ベスト〉TAB/SCORE ¥3,360 ＃9964
スレイヤー〈ギター･コレクション〉TAB ¥3,780 ＃1277
セックス･ピストルズ〈ネヴァー･マインド･ザ･ボロックス〉TAB ¥3,465 ＃1507
ベスト･オブ･タワー･オブ･パワー（フォー･ベース）ベースTAB ¥3,780 ＃1264
チェット･アトキンス〈オールモスト･アローン〉TAB ¥3,780 ＃0802 
チェット･アトキンス〈シグニチャー･リックス〉（CD付）TAB ¥4,305 ＃0309 
チキンフット〈チキンフット〉TAB ¥3,885 ＃1394
チープ･トリック〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB/SCORE ¥3,360 ＃9950 
チャーリー･クリスチャン〈ザ･デフィニティブ･コレクション〉TAB ¥3,780 ＃0152 
チャーリー･クリスチャン〈ベスト･オブ〉（CD付）TAB ¥4,095 ＃8638 
チルドレン･オブ･ボドム〈アー･ユー･デッド･イェット？〉TAB ¥3,885 ＃1328
チルドレン･オブ･ボドム〈ブラッドドランク〉TAB ¥3,990 ＃1400
チルドレン･オブ･ボドム〈レジェンダリー･リックス〉（CD付）TAB ¥3,780 ＃1471
ディープ･パープル〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB/SCORE ¥3,360 ＃9938 
ディープ･パープル〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,255 ＃8702 
テイラー･スウィフト〈イージー･ギター〉TAB ¥2,310 ＃1421
テイラー･スウィフト〈ギター･コード･ソングブック〉歌詞＋コード ¥2,415 ＃1512
テイラー･スウィフト〈ギター･プレイ･アロング〉（CD付）ギターTAB ¥3,045 ＃1583
テイラー･スウィフト〈ギター･レコーデッド･バージョン〉TAB ¥3,990 ＃1420
テイラー･スウィフト〈スピーク･ナウ〉イージー･ピアノ ¥2,625 ＃1486
テイラー･スウィフト〈フェアレス〉P/V/G ¥2,940 ＃1562
テイラー･スウィフト〈フォー･アコースティック･ギター〉メロ譜+コードネーム ¥2,730 ＃1648
テイラー･スウィフト〈ベスト･オブ〉P/V/G ¥3,780 ＃1652
テイラー･スウィフト〈レッド（イージー･ギター）〉TAB ¥2,625 ＃1647
ザ･ティン･ティンズ〈ウィー･スターテッド･ナッシング〉P/V/G ¥2,940 ＃1275
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絶 版



ザ･ベスト･オブ･デヴィッド･ボウイ 1969-1974　P/V/G ¥3,360 ＃1333
デス･キャブ･フォー･キューティー〈ナロウ･ステアーズ〉 ¥4,200 ＃1510
テディー･ウィルソン〈ザ･オリジナル･トランスクリプションズ〉（CD付）ピアノ･ソロ ¥4,515 ＃1443
デフ･レパード〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃0264 
デューク･エリントン〈ザ･オリジナル･ピアノ･トランスクリプションズ〉（CD付）ピアノ･ソロ ¥4,515 ＃1442
デューク･エリントン〈ジャズ･プレイ･アロング〉（CD付）メロ譜 ¥3,045 ＃0293 
デレク･アンド･ザ･ドミノス〈レイラ･アンド･アザー･アソーテッド･ラヴ･ソングス〉TAB ¥5,250 ＃0943 
デレク･トラックス〈オールレディ･フリー〉TAB ¥3,990 ＃1425
ドノヴァン･フランケンレイター　TAB ¥3,780 ＃0947 
トミー･エマニュエル〈シグニチャー･リックス〉（CD付）TAB ¥3,780 ＃1467
トミー･エマニュエル〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃1281
トム･ペティ〈ザ･ベリー･ベスト･オブ〉TAB ¥2,520 ＃0764 
トラヴィス〈12メモリーズ〉TAB ¥3,570 ＃0197 
トラヴィス〈コンプリート･コード･ソングブック〉TAB ¥3,255 ＃2397 
トラヴィス〈ザ･インヴィズィブル･バンド〉TAB ¥3,885 ＃8948 
トラヴィス〈ザ･マン･フー〉TAB ¥3,885 ＃8739
ドラゴンフォース〈インヒューマン･ランペイジ〉TAB ¥3,885 ＃1302
ドリーム･シアター〈アウェイク〉TAB ¥3,990 ＃1100 
ドリーム･シアター〈ア･ドラマティック･ターン･オブ･イベンツ〉TAB ¥4,410 ＃1585
ドリーム･シアター〈イメージズ･アンド･ワーズ〉TAB ¥3,990 ＃1099 
ドリーム･シアター〈オクタヴァリウム〉ギターTAB ¥4,830 ＃1558
ドリーム･シアター〈キーボード･アンソロジー〉キーボード譜 ¥4,410 ＃0807 
ドリーム･シアター〈システマティック･カオス〉TAB ¥5,040 ＃1052
ドリーム･シアター〈シックス･ディグリーズ･オブ･インナー･タービュランス〉TAB ¥5,040 ＃0064 
ドリーム･シアター〈フォーリング･イントゥ･インフィニティー〉TAB ¥5,040 ＃0469
ドリーム･シアター〈ブラック･クラウズ･アンド･シルバー･ライニングス〉TAB ¥4,410 ＃1378
ドリーム･シアター〈メトロポリス･パート2〉TAB ¥3,990 ＃1179 
ナイト･レンジャー〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃1193 
ニッケルバック〈ヒア･アンド･ナウ〉TAB ¥3,465 ＃1588
ニュー･ファウンド･グローリー〈キャタリスト〉TAB ¥3,570 ＃0331 
ニュートン･フォークナー〈ハンド･ビルト･バイ･ロボッツ〉TAB ¥3,780 ＃1268
ニュートン･フォークナー〈リビルト･バイ･ヒューマンズ〉TAB ¥4,095 ＃1432
ニール･ヤング〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB ¥3,780 ＃0216 
ニール･ヤング〈リヴィング･ウィズ･ウォー〉TAB ¥3,150 ＃0839 
ニルヴァーナ〈アンプラグド･イン･ニューヨーク〉TAB ¥3,465 ＃1058 
ニルヴァーナ〈コンプリート･コード･ソングブック〉歌詞+コードネーム ¥3,675 ＃1346
ニルヴァーナ〈ニルヴァーナ〉TAB/SCORE ¥3,465 ＃9945 
ニルヴァーナ〈ネヴァーマインド〉TAB/SCORE ¥3,150 ＃9904
ニルヴァーナ〈ブリーチ〉TAB ¥3,465 ＃1057 
ノエル･ギャラガーズ･ハイ･フライング･バーズ　TAB ¥3,990 ＃1580
ノラ･ジョーンズ〈カム･アウェイ･ウィズ･ミー〉P/V/G ¥3,360 ＃0062 
ノラ･ジョーンズ〈カム･アウェイ･ウィズ･ミー〉PIANO SOLO ¥3,990 ＃0969 
ノラ･ジョーンズ〈ノット･トゥ･レイト〉P/V/G ¥2,940 ＃0954 
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ノラ･ジョーンズ〈ピアノ･プレイ･アロング〉（CD付）P/V/G ¥3,570 ＃1582
ノラ･ジョーンズ〈フィールズ･ライク･ホーム〉P/V/G ¥2,520 ＃0324 
ノラ･ジョーンズ〈プレイ･ピアノ･ウィズ...〉（CD付）P/V/G ¥3,570 ＃0177 
ノラ･ジョーンズ〈ユー･アー･ザ･ヴォイス･ノラ･ジョーンズ〉（CD付）P/V/G ¥3,990 ＃0359 
ノラ･ジョーンズ〈リトル･ブロークン･ハーツ〉P/V/G ¥2,940 ＃1614
バックストリート･ボーイズ〈ネヴァー･ゴーン〉P/V/G ¥3,045 ＃0528 
パット･メセニー〈99−00〉TAB ¥3,780 ＃0485 
パット･メセニー〈オーケストリオン〉TAB ¥3,465 ＃1483
パット･メセニー〈ギター･エチュード〉TAB ¥2,835 ＃1548
パット･メセニー〈クエスチョン･アンド･アンサー〉TAB ¥4,200 ＃0171 
パット･メセニー〈トリオ･ライブ〉TAB ¥4,410 ＃0851 
パット･メセニー〈ブライト･サイズ･ライフ〉TAB ¥4,200 ＃0170 
パット･メセニー〈リジョイシング〉TAB ¥3,990 ＃2420 
パット･メセニー〈ワン･クアイェット･ナイト〉TAB ¥3,780 ＃0390 
パット･メセニー･ソングブック G ¥6,300 ＃0100
パット･メセニー･ウィズ･クリスチャン･マック･ブライド･アンド･アントニオ･サンチェズ〈デイ･トリップ／トーキョー･デイ･トリップ･ライブ〉TAB ¥3,990 ＃1551
パット･メセニー･グループ〈ザ･ウェイ･アップ〉メロ譜+コード ¥4,095 ＃0913 
パット･マルティーノ〈シグニチャー･リックス〉（CD付）TAB ¥4,305 ＃0137 
ハード･ファイ〈スターズ･オブ･CCTV〉TAB ¥3,990 ＃0492 
ハード･ファイ〈ワンス･アポン･タイム･イン･ウエスト〉P/V/G ¥3,990 ＃1041 
パンテラ〈ヴァルガー･ディスプレイ･オブ･パワー･アンド･カウボーイズ･フロム･ヘル〉TAB ¥3,990 ＃0832 
パンテラ〈カウボーイズ･フロム･ヘル〉TAB ¥3,990 ＃1104 
B.B.キング〈アンソロジー〉TAB ¥3,990 ＃1070 
B.B.キング〈マスター･ブルースマン･デラックス･エディション〉（CD付）TAB ¥4,095 ＃1465
B.B.キング＆エリック･クラプトン〈ライディング･ウィズ･ザ･キング〉TAB ¥4,410 ＃1170 
ピーター･フランプトン〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃1174 
ビーディ･アイ〈ディファレント･ギア、スティル･スピーディング〉TAB ¥3,780 ＃1489
ザ･ギグ･ブック：ザ･ビートルズ　歌詞+メロ譜+コードネーム ¥3,465 ＃1402
ザ･ビートルズ〈ゴールド〉（CD付）P/V/G ¥3,465 ＃1534
ザ･ビートルズ〈コンプリート〉TAB/SCORE ¥12,495 ＃8701
ザ･ビートルズ〈コンプリート･コード･ソングブック〉TAB ¥4,830 ＃2401 
ザ･ビートルズ〈プレイ･アロング･コード･ソングブック〉（CD付）メロ譜+コード ¥2,940 ＃0357 
ザ･ビートルズ〈プレイ･アロング･コード･ソングブック･ザ･レイター･イヤーズ〉歌詞+コード ¥2,730 ＃1595
ザ･ビートルズ･プレイ･ギター･ウィズ 1962-1966（CD付）TAB ¥5,985 ＃1532
ザ･ビートルズ･プレイ･ギター･ウィズ 1967-1970（CD付）TAB ¥5,985 ＃1533
ザ･ビートルズ：ミュージック･ルーツ - トゥエンティー･ソングス･ザット･インスパイアード･ザ･ビートルズ　P/V/G ¥4,410 ＃1516
ザ･ビートルズ〈ラヴ〉P/V/G ¥4,410 ＃0905 
H.I.M〈ダーク･ライト〉TAB ¥3,780 ＃0597 
ビヨンセ〈ビーデイ〉P/V/G ¥2,940 ＃0982 
ビヨンセ〈デンジャラスリー･イン･ラブ〉P/V/G ¥3,780 ＃0305 
ビリー･ジョエル〈クラシックス1974-1980シグニチャー･リックス〉（CD付）ピアノ譜 ¥4,305 ＃2326 
ビリー･ジョエル〈ヒッツ1981-1993シグニチャー･リックス〉（CD付）ピアノ譜 ¥4,305 ＃2327 
ビリー･ジョエル〈コンプリート VOL.1〉P/V/G ¥5,250 ＃7675
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ビリー･ジョエル〈コンプリート VOL.2〉P/V/G ¥5,250 ＃7676
ビリー･ジョエル〈バラード〉 P/V/G ¥3,150 ＃7673
ビリー･ジョエル〈ベスト･オブ〉PIANO SOLO ¥2,415 ＃9932 
ビリー･ジョエル〈マイ･ライブズ〉P/V/G ¥4,515 ＃0263 
ピンク〈ファンハウス〉P/V/G ¥3,255 ＃1323
ピンク･フロイド〈ギター･アンソロジー〉TAB ¥4,095 ＃1109 
ピンク･フロイド〈ザ･ダーク･サイド･オブ･ザ･ムーン･ギター･プレイ･アロング･ヴォリューム68〉TAB ¥3,360 ＃1373
ザ･フー〈ベスト･オブ･ザ･フー〉TAB ¥4,200 ＃0340 
フー･ファイターズ〈イン･ユア･オナー（エレクトリック･サイド）〉TAB/SCORE ¥3,780 ＃9893 
フー･ファイターズ〈ウェイスティング･ライト〉TAB ¥3,990 ＃1543
フー･ファイターズ〈エコーズ、サイレンス、ペイシェンス＆グレイス〉TAB ¥3,780 ＃1148 
フー･ファイターズ〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB ¥3,990 ＃1501
フー･ファイターズ〈ザ･カラー･アンド･ザ･シェイプ〉TAB ¥3,465 ＃1076 
フー･ファイターズ〈フー･ファイターズ〉 TAB/SCORE ¥3,465 ＃9902
ファウンテインズ･オブ･ウェイン〈トラフィック･アンド･ウェザー〉TAB ¥3,465 ＃0979 
フィオナ･アップル〈タイダル〉P/V/G ¥3,045 ＃8708
フェイス･ヒル〈クライ〉P/V/G ¥3,990 ＃0134 
フェイス･ヒル〈ザ･ヒッツ〉P/V/G ¥3,780 ＃1105 
フェイス･ヒル〈ファイアーフライズ〉P/V/G ¥4,095 ＃0568 
フォール･アウト･ボーイ〈インフィニティー･オン･ハイ〉TAB ¥3,780 ＃1077 
フォール･アウト･ボーイ〈フォリ･ア･ドゥ〉TAB ¥3,885 ＃1369
フォール･アウト･ボーイ〈フロム･アンダー･ザ･コーク･ツリー〉TAB ¥3,780 ＃0484 
フーバスタンク〈エヴリー･マン･フォ･ヒムセルフ〉TAB ¥2,940 ＃0244 
フーバスタンク〈ザ･リーズン〉TAB ¥4,095 ＃0332 
フーバスタンク〈フーバスタンク〉TAB ¥4,200 ＃0085 
ブラー〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,885 ＃0325 
ブライアン･アダムス〈イレブン〉P/V/G ¥3,780 ＃1265
ブライアン･セッツァー〈ギター･レジェンダリー･リックス〉（CD付）TAB ¥3,990 ＃0112 
ブライアン･セッツァー･オーケストラ  TAB ¥3,990 ＃0082 
ブラック･クロウズ 〈ギター･アンソロジー〉TAB ¥3,990 ＃1180 
ブラック･レーベル･ソサイエティ〈シグニチャー･リックス〉（CD付）TAB ¥4,305 ＃2437 
ブラック･レーベル･ソサイエティ〈ショット･トゥ･ヘル〉TAB ¥4,305 ＃1010 
ザ･フラテリス〈コステロ･ミュージック〉TAB ¥4,410 ＃0916 
ザ･フラテリス〈ヒア･ウィー･スタンド〉TAB ¥3,675 ＃1276
フランク･ザッパ･アンド･ザ･マザーズ･オブ･インヴェンション〈ワン･サイズ･フィッツ･オール〉TAB ¥3,990 ＃1565
フランク･シナトラ〈モースト･リクエスト･ソングス〉（CD付）P/V/G ¥2,835 ＃1012 
フランク･シナトラ〈リアリー･イージー･ピアノ〉PIANO SOLO ¥2,520 ＃1244 
フランツ･フェルディナンド〈フランツ･フェルディナンド〉TAB ¥3,885 ＃0307 
フリー〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃0775 
ブリトニー･スピアーズ〈イン･ザ･ゾーン〉P/V/G ¥3,780 ＃0297 
ブリトニー･スピアーズ〈グレイテスト･ヒッツ〉P/V/G ¥3,465 ＃0345 
ブリンク182〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB ¥3,360 ＃1330
プリンス〈アルティメイト〉P/V/G ¥4,515 ＃1531

定 価タイトル コード 注文部数

絶 版



プリンス〈ザ･ヴェリー･ベスト･オブ〉TAB ¥3,990 ＃1549
ブルース･スプリングスティーン〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB ¥4,410 ＃7423 
ブルース･スプリングスティーン〈コンプリート〉P/V/G ¥5,040 ＃7424
ブルース･スプリングスティーン〈マジック〉TAB ¥3,990 ＃1098 
ブルース･スプリングスティーン〈レッキング･ボール〉TAB ¥3,780 ＃1634
ブルース･ホーンスビー〈アンソロジー〉P/V/G ¥4,620 ＃0296 
ブルーノ･マーズ〈ドゥ—･ワップス･アンド･フーリガンズ〉P/V/G ¥2,940 ＃1637
プレイン･ホワイト･ティーズ〈エヴリィ･セカンド･カウンツ〉TAB ¥3,780 ＃1111 
ブレット･フォー･マイ･ヴァレンタイン〈フィーバー〉TAB ¥3,990 ＃1584
ブロック･パーティー〈サイレント･アラーム〉TAB ¥3,780 ＃0495 
ベイビー･シャンブルズ〈ショッターズ･ネイション〉TAB ¥4,515 ＃1186 
ベイビー･シャンブルズ〈ダウン･イン･アルビオン〉TAB ¥4,515 ＃0226 
ベイビー･フェイス〈コレクション･オブ･グレイテスト〉P/V/G ¥2,940 ＃8208 
ベック〈ミューティションズ〉TAB ¥3,780 ＃4247
ベン･ハーパー〈ボス･サイド･オブ･ザ･ガン〉TAB ¥3,780 ＃0864 
ベン･フォールズ〈ソングス･フォ･シルヴァーマン〉（CD付）P/V/G ¥2,940 ＃0410 
ベン･フォールズ･ファイブ〈ザ･アンオーソライズド･バイオグラフィ･オブ･ラインホルト･メスナー〉BS ¥3,675 ＃1320
ベン･フォールズ･ファイヴ〈セレクションズ･フロム･ネイキッド･ベイビー･フォト〉TAB/SCORE ¥3,780 ＃0344 
ベン･フォールズ･ファイヴ〈ホワットエヴァー･アンド･エヴァー･アーメン〉TAB/SCORE ¥3,780 ＃0343 
ホイットニー･ヒューストン〈1963-2012〉P/V/G ¥3,570 ＃1602
ホイットニー･ヒューストン〈ソングス･フォー･ソロ･シンガーズ〉（CD付）P/V/G ¥3,255 ＃1447
ボストン〈ギター･コレクション〉TAB ¥3,780 ＃1371
ザ･ベスト･オブ･ボブ･ディラン･コード･ソング･ブック　歌詞+コード ¥2,940 ＃1429
ボブ･ディラン〈イージー･ピッキングス〉TAB ¥3,360 ＃1135 
ボブ･ディラン〈ギター･タブ･コレクション〉TAB ¥4,410 ＃1627
ボブ･ディラン〈ザ･ウィットマーク･デモズ〉メロ譜+コードネーム ¥3,150 ＃1517
ボブ･ディラン〈ザ･デフィニティヴ･ソングブック〉TAB ¥5,985 ＃2400 
ボブ･ディラン〈ディラン〉 P/V/G ¥4,935 ＃1164 
ボブ･ディラン〈テンペスト〉P/V/G ¥3,675 ＃1626
ボブ･ディラン〈トゥギャザー･スルー･ライフ〉P/V/G ¥2,625 ＃1338
ボブ･ディラン〈プレイ･アコースティック･ギター〉（CD付）TAB ¥3,360 ＃8963 
ボブ･ディラン〈モダン･タイムズ〉P/V/G ¥3,570 ＃0708 
ボブ･マーリィ〈コンプリート･コード･ソングブック〉（メロディー譜･歌詞･コード付） ¥4,830 ＃0414 
ボブ･マーリィ〈ジ･エッセンシャル〉TAB ¥2,310 ＃0146 
ボブ･マーリィ〈ストラム＆シング（イージー･ギター）〉（歌詞･コード付） ¥2,625 ＃0777 
ボブ･マーリィ〈ソングス･オブ･フリーダム〉 TAB ¥5,040 ＃3473 
ボブ･マーリィ〈プレイ･ギター･ウィズ･ニュー･エディション〉（CD付）TAB ¥3,675 ＃1630
ボブ･マーリイ〈ベスト･オブ〉TAB ¥2,415 ＃8706
ボブ･マーリィ〈ナチュラル･ミスティック〉TAB ¥3,990 ＃3474 
ボブ･マーリイ〈レジェンド〉TAB ¥3,465 ＃3472
ボブ･マーリィ〈ワン･ラブ･ベリー･ベスト･オブ･ボブ･マーリィ〉TAB ¥3,360 ＃0117 
ザ･ポリス〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB ¥4,935 ＃1159 
ポール･サイモン〈イージー･ピッキングス〉TAB ¥3,360 ＃1144 
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ザ･ソングス･オブ･ポール･マッカートニー　P/V/G ¥3,780 ＃1452
ポール･マッカートニー〈1963-1973〉P/V/G ¥4,410 ＃0191 
ポール･マッカートニー〈1973-2001〉P/V/G ¥4,410 ＃0192 
ポール･マッカートニー〈ウイングスパン〉P/V/G ¥3,885 ＃7335 
ポール･マッカートニー〈カオス･アンド･クリエイション･イン･ザ･バック･ヤード〉P/V/G ¥3,990 ＃0493 
ポール･マッカートニー〈キッスィーズ･オン･ザ･ボトム〉P/V/G ¥3,045 ＃1638
ポール･マッカートニー〈コード･ソングブック〉（歌詞･コード付） ¥4,410 ＃0193 
ポール･マッカートニー〈ソングブック〉TAB ¥2,730 ＃9891 
ポール･マッカートニー〈ドライヴィング･レイン〉P/V/G ¥4,515 ＃8967 
ザ･ホワイト･ストライプス〈イッキー･サンプ〉 TAB ¥3,465 ＃1056 
ザ･ホワイト･ストライプス〈エレファント〉TAB ¥4,095 ＃0147 
ザ･ホワイト･ストライプス〈プレイアロング･ギター〉（CD付）TAB ¥4,410 ＃0735 
ザ･ホワイト･ストライプス〈ホワイト･ブラッド･セルズ〉TAB ¥3,885 ＃0142 
ボン･ジョヴィ〈ギター･スコア〉TAB ¥3,570 ＃9880 
ボン･ジョヴィ〈グレイテスト･ヒッツ〉P/V/G ¥3,465 ＃1485
ボン･ジョヴィ〈グレイテスト･ヒッツ（ギター･タブ）〉TAB ¥3,990 ＃1567
ボン･ジョヴィ〈ソングブック〉TAB ¥3,360 ＃9899 
ボン･ジョヴィ〈バウンス〉TAB/SCORE ¥3,885 ＃9877 
ボン･ジョヴィ〈ピアノ弾き語り〉P ¥2,835 ＃9889 
ボン･ジョヴィ〈ベスト･オブ〉TAB/SCORE ¥4,515 ＃9966 
ボン･ジョヴィ〈ロスト･ハイウェイ〉TAB/SCORE ¥3,885 ＃9844 
マイケル･ジャクソン〈1958-2009〉P/V/G ¥3,570 ＃1351
マイケル･ジャクソン〈ギター･タブ･アンソロジー〉TAB ¥3,465 ＃1413
マイケル･ジャクソン〈スリラー〉(価格改訂版）P/V/G ¥2,415 ＃1326
マイケル･ジャクソン〈ソングス･フォー･ソロ･シンガーズ〉（CD付）P/V/G ¥3,255 ＃1475
マイケル･ジャクソン〈ナンバー･ワンズ〉（価格改訂版）P/V/G ¥2,940 ＃1325
マイケル･ジャクソン〈マイケル〉P/V/G ¥3,465 ＃1587
マーク･ノップラー〈ゲット･ラッキー〉TAB ¥4,200 ＃1386
マディ･ウォーターズ〈ディープ･ブルース〉TAB ¥4,725 ＃1173 
マドンナ〈アメリカン･ライフ〉P/V/G ¥3,780 ＃0157 
マドンナ〈コンフェッションズ･オン･ア･ダンスフロア〉P/V/G ¥3,780 ＃0228 
マニック･ストリート･プリーチャーズ〈センド･アウェイ･ザ･タイガース〉TAB ¥4,725 ＃0972 
マライア･キャリー〈イー･イコールズ･エム･シー･スクエアード〉P/V/G ¥2,835 ＃1279
マライア･キャリー〈ソングス･フォー･ソロ･シンガーズ〉（CD付）P/V/G ¥3,255 ＃1449
マライア･キャリー〈ナンバー･ワンズ〉P/V/G ¥3,360 ＃0534 
マライア･キャリー〈ミミ〉P/V/G ¥3,255 ＃0479 
マライア･キャリー〈ザ･バラーズ〉P/V/G ¥2,940 ＃1322
マルーン5〈1.22.03〉TAB ¥3,780 ＃0026 
マルーン5〈イット･ウォント･ビー･スーン･ビフォー〉TAB ¥3,780 ＃1018 
マルーン5〈オーヴァーエクスポーズド〉P/V/G ¥2,940 ＃1609
マルーン5〈ソングス･アバウト･ジェーン〉TAB ¥3,780 ＃0323 
ミッシェル･ブランチ〈ザ･スピリット･ルーム〉TAB ¥3,990 ＃0065  
ミッシェル･ブランチ〈ホテル･ペイパー〉SONGBOOK ¥3,780 ＃0174 

14

定 価タイトル コード 注文部数
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ミスター･ビッグ〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB/SCORE ¥3,150 ＃9953 
ミスター･ビッグ〈リーン･イントゥ･イット〉TAB/SCORE ¥2,940 ＃9958 
ミューズ〈アブソリューション〉TAB ¥3,570 ＃0182 
ミューズ〈ザ･コンプリート･コード･ソングブック〉（歌詞･コード付） ¥3,570 ＃2550 
ミューズ〈ザ･セカンド･ロウ〉P/V/G ¥3,045 ＃1639
ミューズ〈ザ･レジスタンス〉P/V/G ¥3,780 ＃1404
ミューズ〈ザ･レジスタンス（ギター･タブ）〉TAB ¥3,465 ＃1415
ミューズ〈ブラック･ホールズ･アンド･レヴェレイションズ〉TAB ¥4,515 ＃0599 
ミューズ〈プレイ･ギター･ウィズ…ストックホルム･シンドローム〉（CD付）TAB ¥3,570 ＃2422 
ミューズ〈プレイ･ギター･ウィズ…タイム･イズ･ラニング･アウト〉（CD付）TAB ¥3,570 ＃2433 
ミューズ〈ベスト･オブ〉TAB ¥4,095 ＃0379 
メアリー･Ｊ･ブライジ〈ザ･ブレイキングスルー〉P/V/G ¥3,885 ＃1137 
メガデス〈エンドゲーム〉TAB ¥3,780 ＃1456
メガデス〈カウント･ダウン･トゥ･エクスティンクション〉TAB ¥3,360 ＃0456
メガデス〈キャピトル･パニッシュ〉TAB ¥3,990 ＃0473 
メガデス〈ザ･システム･ハズ･フェイルド〉TAB ¥3,780 ＃0058 
メガデス〈セレクションズ･フロム･ピース･セルズ〉TAB ¥4,305 ＃0769 
メガデス〈ユースアネイジア〉TAB ¥3,780 ＃0768 
メガデス〈ユナイテッド･アボミネイションズ〉TAB ¥3,885 ＃1278
メガデス〈ラスト･イン･ピース〉TAB ¥4,305 ＃0767 
メタリカ〈デス･マグネティック〉TAB ¥4,095 ＃1249 
メタリカ〈プレイ･ギター･ウィズ〉（CD2枚付）TAB ¥5,145 ＃0904 
メタリカ〈ベスト･オブ〉TAB/SCORE ¥3,780 ＃9961 
メタリカ〈マキシマム〉TAB ¥4,515 ＃0732 
ベスト･オブ･モーション･シティ･サウンド･トラック　TAB ¥3,465 ＃1427
モトリー･クルー〈グレイテスト･ヒッツ･アップデイテッド〉TAB ¥3,780 ＃1412
モトリー･クルー〈セインツ･オブ･ロスアンゼルス〉TAB ¥3,465 ＃1285
ヤードバーズ〈ベスト･オブ〉TAB ¥4,200 ＃0164 
U2〈18シングルス〉TAB ¥4,515 ＃0803 
U2〈オール･ザット･ユー･キャント･リーブ･ビハインド〉TAB ¥3,990 ＃3884
U2〈ギター･スコア〉TAB ¥3,255 ＃9892
U2〈ソングブック〉TAB ¥2,835 ＃9869 
U2〈ノー･ライン･オン･ザ･ホライゾン〉TAB ¥3,780 ＃1370
U2〈ハウ･トゥ･ディスマントル･アン･アトミック･ボム〉TAB ¥3,990 ＃0348 
U2〈ピアノ･コレクション〉P/V/G ¥3,780 ＃0538         
ザ･ラカンターズ〈コンソーラーズ･オブ･ザ･ロンリー〉TAB ¥3,780 ＃1197         
ザ･ラカンターズ〈ブロークン･ボーイ･ソルジャーズ〉TAB ¥4,515 ＃0707         
ラッシュ〈クロックワーク･エンジェルズ〉TAB ¥3,990 ＃1636
ラット〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃2363 
リアーナ〈ベスト･オブ〉P/V/G ¥3,150 ＃1592
リサ･ローブ〈ザ･ウェイ･イット･リアリー･イズ〉P/V/G ¥3,780 ＃0836         
リサ･ローブ〈ザ･ベリー･ベスト･オブ〉P/V/G ¥3,255 ＃0760         
ベスト･オブ･リトル･リチャード　P/V/G ¥3,255 ＃1019         

定 価タイトル コード 注文部数

品 切 れ
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定 価タイトル コード 注文部数

ザ･リバティーンズ〈ザ･リバティーンズ〉TAB ¥3,780 ＃0346 
ザ･リバティーンズ〈タイム･フォー･ヒーローズ〉TAB ¥3,465 ＃1340
リリー･アレン〈イッツ･ノット･ミー、イッツ･ユー〉P/V/G ¥3,885 ＃1367
リリー･アレン〈オールライト･スティール…〉P/V/G ¥3,885 ＃0593         
リンキン･パーク〈ミニッツ･トゥ･ミッドナイト〉 TAB ¥3,465 ＃1055         
リンプ･ビズキット〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃0407      
レイザーライト〈アップ･オール･ナイト〉TAB ¥4,095 ＃0337 
レイジ･アゲインスト･ザ･マシーン  TAB ¥3,360 ＃4198
レッド･ツェッペリン〈アコースティック･クラシック 1〉TAB ¥3,150 ＃0441
レッド･ツェッペリン〈アコースティック･クラシック 2〉TAB ¥3,150 ＃0442
レッド･ツェッペリン〈イージー･ギター･アンソロジー〉TAB ¥3,465 ＃1480
レッド･ツェッペリン〈イン･スルー･ジ･アウト･ドア（ニュー･エディション）〉TAB ¥3,780 ＃1417
レッド･ツェッペリン･ギター･メソッド（CD付）TAB ¥3,990 ＃1635
レッド･ツェッペリン〈コンプリート･ソングブック〉（歌詞+ギター･コード） ¥6,825 ＃1106 
レッド･ツェッペリン〈コンプリート･リリック･アンド･コード･ソングブック〉歌詞+コード ¥3,465 ＃1479
レッド･ツェッペリン〈ザ･ブルース〉（CD付）TAB ¥3,885 ＃0594 
レッド･ツェッペリン〈ステアウェイ･トゥ･ヘヴン〉TAB ¥945 ＃1349
レッド･ツェッペリン〈セレブレイション･デイ〉TAB ¥4,410 ＃1633
レッド･ツェッペリン〈フィジカル･グラフィティ〉TAB ¥4,725 ＃0334 
レッド･ツェッペリン〈ブルース･クラシック〉TAB ¥3,570 ＃0443
レッド･ホット･チリ･ペッパーズ〈アイム･ウィズ･ユー（ギター･タブ）〉TAB ¥3,990 ＃1568
レッド･ホット･チリ･ペッパーズ〈アイム･ウィズ･ユー〉TAB/SCORE ¥3,465 ＃9967
レッド･ホット･チリ･ペッパーズ〈カリフォルニケイション〉TAB/SCORE ¥3,360 ＃9914
レッド･ホット･チリ･ペッパーズ〈ギター･コード･ソングブック〉（歌詞･コード付） ¥2,835 ＃0021 
レッド･ホット･チリ･ペッパーズ〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB/SCORE ¥3,465 ＃9951 
レッド･ホット･チリ･ペッパーズ〈ステイディアム･アーケイディアム〉TAB/SCORE ¥4,830 ＃9959 
レッド･ホット･チリ･ペッパーズ〈バイ･ザ･ウェイ〉 TAB/SCORE ¥3,990 ＃9949 
レッド･ホット･チリ･ペッパーズ〈ブラッド･シュガー･セックス･マジック〉 TAB/SCORE ¥3,780 ＃9901
レッド･ホット･チリ･ペッパーズ〈ホワッツ･ヒッツ･セレクション〉TAB/SCORE ¥3,570 ＃9920
レッド･ホット･チリ･ペッパーズ〈マザーズ･ミルク〉TAB/SCORE ¥3,360 ＃9911
レッド･ホット･チリ･ペッパーズ〈ワン･ホット･ミニッツ〉TAB ¥3,675 ＃1304
レディオヘッド〈アムニージアック〉TAB ¥3,255 ＃0149  
レディオヘッド〈イン･レインボウズ〉 P/V/G ¥3,990 ＃1124 
レディオヘッド〈OKコンピューター〉TAB ¥4,200 ＃4204
レディオヘッド〈キッド･エー〉P/V/G ¥3,885 ＃8232 
レディオヘッド〈ザ･キング･オブ･リムス〉P/V/G ¥3,150 ＃1554
レディオヘッド〈ザ･ベンズ〉TAB ¥3,360 ＃4199
レディオヘッド〈パブロハニー〉TAB ¥3,990 ＃8735
レディオヘッド〈ヘイル･トゥ･ザ･シーフ〉TAB ¥4,095 ＃0156
レディー･ガガ〈ウィメンズ･エディション Vol.54〉（CD付）P/V/G ¥2,730 ＃1454
レディー･ガガ〈ザ･フェイム〉P/V/G ¥3,360 ＃1372
レディー･ガガ〈ソングス･フォー･ソロ･シンガーズ〉（CD付）P/V/G ¥3,255 ＃1598
レディー･ガガ〈ボーン･ディス･ウェイ〉P/V/G ¥2,940 ＃1545
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定 価タイトル コード 注文部数

レナード･コーエン〈アンソロジー〉P/V/G ¥5,145 ＃1355
レーナード･スキナード〈イージー･ギター〉TAB ¥2,520 ＃0756         
レーナード･スキナード〈オール･タイム･グレイテスト･ヒッツ〉ベースTAB ¥3,660 ＃1463
レーナード･スキナード〈ストリート･サヴァイヴァーズ〉TAB ¥3,780 ＃0261         
レニ—･クラヴィッツ〈イット･イズ･タイム･フォー･ア･ラヴ･レボリューション〉TAB ¥3,780 ＃1312
レニー･クラヴィッツ〈グレイテスト･ヒッツ〉TAB ¥3,990 ＃1720 
レニー･クラヴィッツ〈レニー〉TAB/SCORE ¥3,465 ＃9934 
ロドリーゴ･イ･ガブリエーラ　TAB ¥3,990 ＃1273
ロドリーゴ･イ･ガブリエーラ〈11：11〉TAB ¥3,990 ＃1406
ロドリーゴ･イ･ガブリエーラ･アンド･ザ･キューバ：エリア52　TAB ¥3,990 ＃1628
ベスト･オブ･ロニー･ジェームズ･ディオ　TAB ¥3,990 ＃1422
ロニー･マック〈バイタル･ブルース･ギター〉TAB ¥3,465 ＃4063
ロバート･ジョンソン〈ザ･ニュー･トランスクリプションズ〉TAB ¥4,830 ＃0579 
ロバート･プラント･アンド･アリソン･クラウス〈ライジング･サンアド〉P/V/G ¥4,305 ＃1238 
ロベン･フォード〈シグニチャー･リックス〉（CD付）TAB ¥4,305 ＃0758 
ロベン･フォード〈ベスト･オブ〉TAB ¥3,780 ＃0233 
ジ･エッセンシャル･ロリー･ギャラガー：アコースティック　TAB ¥4,200 ＃1617
ジ･エッセンシャル･ロリー･ギャラガー：ザ･コンプリート･テイスト　TAB ¥4,515 ＃1440
ジ･エッセンシャル･ロリー･ギャラガー･ボリューム2　TAB ¥4,410 ＃1343
ローリング･ストーンズ〈アフターマス〉TAB ¥3,780 ＃0242 
ローリング･ストーンズ〈ギター･プレイ･アロング〉（CD付）TAB ¥3,150 ＃0948 
ローリング･ストーンズ〈ゲット･ヤ—･ヤヤズ･アウト〉TAB　 ¥3,465 ＃1416
ローリング･ストーンズ〈ザ･シングルス･コレクション〉TAB ¥4,410 ＃0241 
ローリング･ストーンズ〈シグニチャー･リックス〉（CD付）TAB ¥3,885 ＃3661
ローリング･ストーンズ〈ホット･ロックス･セレクション〉TAB/SCORE ¥2,625 ＃9862 
ローリング･ストーンズ〈リリックス･アンド･コード･ソングブック〉歌詞+コード ¥3,465 ＃1586
ローリング･ストーンズ〈レット･イット･ブリード〉TAB ¥3,780 ＃0805 



18

定 価タイトル コード 注文部数

THE'20 ペーパーバック･ソングス ¥1,050 ＃2338 
THE'30 ペーパーバック･ソングス ¥1,050 ＃2339 
THE'40 ペーパーバック･ソングス ¥1,050 ＃2340 
THE'50 ペーパーバック･ソングス ¥1,050 ＃2341 
THE'60 ペーパーバック･ソングス ¥1,050 ＃2342 
THE'70 ペーパーバック･ソングス ¥1,050 ＃2343 
THE'80 ペーパーバック･ソングス ¥1,050 ＃2344 
THE'90 ペーパーバック･ソングス ¥1,050 ＃2405 
The 2000sペーパーバック･ソングス ¥1,050 ＃1408
THE'80＆'90sロック ペーパーバック･ソングス ¥1,050 ＃2404 
アコースティック･ロック ¥1,050 ＃0957 
エルヴィス･プレスレリー ¥1,050 ＃8624 
エルトン･ジョン ¥1,050 ＃0794 
カントリー･ヒッツ2ndエディション ¥1,050 ＃8626 
グッド･オール･ソングス ¥1,050 ＃0536 
クラシカル･テーマ ¥1,050 ＃0537 
クラシック･ロック ¥1,050 ＃8628 
ゴスペル･ソングス ¥1,050 ＃8632 
コンテンポラリー･クリスチャン･ソングス ¥1,050 ＃0352 
ソウル･ヒッツ ¥1,050 ＃8621 
テレビ･テーマ ¥1,050 ＃0388 
ニール･ダイアモンド ¥1,050 ＃2346 
ビーチ･ボーイズ ¥1,050 ＃0795 
ビッグ･バンド ¥1,050 ＃2347 
ビートルズ ¥1,050 ＃0817 
HYMNS ¥1,050 ＃2345 
ビリー･ジョエル ¥1,050 ＃0859 
ブルース（2ND エディション） ¥1,050 ＃0793 
ブロードウェイ･ソングス（2ND エディション） ¥1,050 ＃0792 
ポップ･ロック ¥1,050 ＃8622 
ムーヴィー･ミュージック ¥1,050 ＃2418 
モア･ジャズ･スタンダード ¥1,050 ＃0958 
モータウン･ヒッツ ¥1,050 ＃8623 
ラテン･ソングス ¥1,050 ＃8627 
ラブ･ソングス ¥1,050 ＃8631 
R&Rコレクション ¥1,050 ＃8633 

1950'Sペーパーバック･リリックス ¥1,050 ＃0787 
1990'Sペーパーバック･リリックス ¥1,050 ＃0975 
2000'Sペーパーバック･リリックス ¥1,050 ＃0976 
クリスマス･リリックス ¥1,050 ＃0973 

   《ペーパーバック･ソングス･シリーズ 》（メロディー譜･歌詞･コード付）

   《ペーパーバック･リリックス･シリーズ》（歌詞集）
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定 価タイトル コード 注文部数

アバ ¥2,520 ＃0247 
AC／DC ¥2,940 ＃0981 
エリック･クラプトン ¥2,415 ＃1297
エルヴィス ¥2,835 ＃1188 
エルトン･ジョン ¥2,835 ＃1578
オアシス ¥2,625 ＃1125 
キャット･スティーヴンス ¥2,625 ＃1132 
クイーン ¥2,835 ＃1590
コールドプレイ ¥2,730 ＃1158 
ジョニー･キャッシュ ¥2,730 ＃1476
ダイアー･ストレイツ＆マーク･ノップラー ¥2,730 ＃1596
デヴィッド･ボウイ ¥2,730 ＃1594
トム･ウェイツ ¥2,625 ＃1344
ビーチ･ボーイズ ¥2,625 ＃1434
ザ･ビートルズ ¥2,415 ＃0551 
ザ･フー ¥2,835 ＃1589
ポール･サイモン ¥2,835 ＃1228 
ボブ･ディラン ¥2,625 ＃0592 
ボブ･マーリィ ¥2,940 ＃0971 
ポリス ¥2,940 ＃0970 
ポール･ウェラー ¥2,625 ＃1477
レッド･ツェッペリン ¥2,625 ＃1382
60'Sヒッツ ¥2,520 ＃1360
70'Sヒッツ ¥2,520 ＃1361
90'Sグレイテスト･ヒッツ ¥2,520 ＃1433
クラシック･ヒッツ ¥2,625 ＃1524
グレイト･ソングス ¥2,625 ＃1523
ザ･ブルース ¥2,625 ＃1629
モア･アコースティック･ヒッツ ¥2,730 ＃1235 

   《リトル･ブラック･ソングブック》（歌詞･コード付）
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定 価タイトル コード 注文部数

ウェイン･ショーター〈ジャズ･プレイ･アロング〉（CD付）SAX ¥3,045 ＃0279 
ケニー･G〈イージー･ソロ･サックス〉SAX/SCORE ¥2,100 ＃4753 
ケニー･G〈クラシックス･イン･ザ･キー･オブ･G〉SAX/SCORE ¥3,990 ＃4752
ケニー･G〈シグニチャー･リックス〉（CD付）SAX ¥3,885 ＃4747
ケニー･G〈パラダイス〉SAX/SCORE ¥2,835 ＃4755 
ケニー･G〈フェイス〉（ホリデイ･アルバム）SAX/SCORE ¥3,150 ＃4754 
ケニー･G〈ブレスレス〉SAX/SCORE ¥3,885 ＃4749
ケニー･G〈ベスト･オブ〉SAX/SCORE ¥3,885 ＃4750
ケニー･G〈モーメント〉SAX/SCORE ¥3,885 ＃4751
ジャズ･プレイ･アロング･マイルス･デイヴィス〈スタンダーズ〉（CD付） ¥3,150 ＃0895 
ジョン･コルトレーン〈ジャイアント･ステップス〉SAX/SCORE　 ¥3,780 ＃5342
ソニー･ロリンズ〈ジャズ･プレイ･アロング〉（CD付）SAX ¥2,835 ＃0019 
チャーリー･パーカー〈コレクション〉SAX/SCORE ¥3,780 ＃0409 
マイルス･デイヴィス〈オリジナルズ.1〉TRUMPET/SCORE ¥3,990 ＃4743 
マイルス･デイヴィス〈キング･オブ･ブルース〉TRUMPET/SCORE ¥3,990 ＃4744 
マイルス･デイヴィス〈スタンダーズ〉TRUMPET/SCORE ¥3,990 ＃5460
マイルス･デイヴィス〈バース･オブ･ザ･クール〉TRUMPET/SCORE ¥4,200 ＃0121 
ルイ･アームストロング〈コレクション〉TRUMPET ¥3,150 ＃0301 

   《サキソフォン／トランペット曲集 》
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定 価タイトル コード 注文部数

●曲集･教本〈 ピアノ、ギター、etc.〉
アコースティック･ギター･コード･アンド･スケール･デック ¥3,150 ＃0926 
アラン･ウォーナー：100リード･リックス･フォー･ギター（CD付）TAB ¥2,415 ＃1439
ウクレレ･コード･デック･イン･カラー ¥1,575 ＃1514
ザ･ギグ･ブック：101ヒッツ　メロディー+歌詞+コード ¥3,150 ＃1428
ザ･ギグ･ブック：ジャズ　メロディー+歌詞+コード ¥3,150 ＃1438
ザ･ギグ･ブック：トラディショナル･ソングス　メロディー+歌詞+コード ¥3,150 ＃1437
キッズ･カラテ･コード･カーズ ¥1,365 ＃0942 
ギター･コード･デック ¥1,575 ＃2414 
ギター･スケール･デック ¥1,575 ＃2415 
キラー･リフズ！ 52 フルカラー･カーズ（カードブック･リフ集） ¥1,365 ＃0713 
クルーシャル･ジャズ･リックス：52エッセンシャル･カラー･カーズ ¥1,365 ＃1024
サンバ･ハノン （ピアノ教本）メロ譜＋ピアノ伴奏譜 ¥2,205 ＃1065 
ジョー･パス〈オン･ギター〉（CD付）TAB ¥3,780 ＃0833 
スケールズ･アンド･アルペジオズ 52（教則カードブック） ¥1,365 ＃0711 
スタートアップ･スライド･ギター　教則本 ¥1,575 ＃1520
スタートアップ･ファイヴ･ストリング･バンジョー　教則本 ¥1,575 ＃1521
スタートアップ･マンドリン･マンド　教則本 ¥1,575 ＃1522
ソロ･ピーシズ･フォー･アコースティック･ギター（CD付）TAB ¥3,360 ＃1133 
ノートクラッカーズ：ウクレレ･コード ¥945 ＃1518
ノートクラッカー：ギター･コード ¥840 ＃1391
ドリーム･ギターズ：52グレイト･ギター･カーズ ¥1,365 ＃1025
ピクチャー･コード･エンサイクロペディア〈ギター･コード大辞典〉  ¥1,890 ＃9928
ビック･ギター･コード･ソングブック　歌詞+コード ¥4,095 ＃1127 
ブルース･リックス･フラッシュカーズ（カードブック･ブルース･リフ集） ¥1,365 ＃0941 
ザ･ブルース･ギター･コード･デック ¥1,890 ＃1128 
プレイリスト･コード･ソングブック 2 ¥2,730 ＃0742 
ベイシック･ギター･メソッド･デック ¥1,890 ＃0849 
ベース･スケール･デック ¥1,575 ＃2436 
ザ･リアル･ブック VOLUME.1　コードネーム付メロディー譜 ¥4,200 ＃1182 
ザ･リアル･ブック VOLUME.2　コードネーム付メロディー譜 ¥4,200 ＃1183 
ザ･リアル･ブック VOLUME.3　コードネーム付メロディー譜 ¥4,200 ＃1184 
ザ･リアル･ブック･プレイ･アロング･ヴォリューム1　A-D（CD付） ¥4,200 ＃1374
ザ･リアル･ブック･プレイ･アロング･ヴォリューム2　E-K（CD付） ¥4,200 ＃1375
ザ･リアル･ブック･プレイ･アロング･ヴォリューム3　L-R（CD付） ¥4,200 ＃1376
ザ･リアル･ブック･プレイ･アロング･ヴォリューム4　S-Z（CD付） ¥4,200 ＃1377
レジェンダリー･アコースティック･ギター･ソングス（アン･ナンバード）TAB ¥6,930 ＃1526
ロック･ギター･コード･アンド･スケール･デック ¥3,150 ＃0927 
ロック･ギター･コード･デック ¥1,575 ＃0039
ロック･ギター･メソッド･デック ¥1,575 ＃1358
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アル･ディ･メオラ ¥4,410 ＃1112 
アルバート･キング〈ギター･シグニチャー･リックス〉 ¥3,990 ＃1061 
アルバート･コリンズ ¥4,410 ＃1117 
アーレン･ロス〈マスター･オブ･ザ･ストラトキャスター〉 ¥3,990 ＃0254 
アーレン･ロス･ウィズ･ダブル･トラブル･プレイング･イン･ア･3ピース･バンド ¥4,410 ＃0931 
アンディー･サマーズ〈ギター･DVD〉 ¥3,990 ＃1138 
エリック･ジョンソン〈ザ･ファイン･アート･オブ･ギター〉 ¥3,990 ＃0255 
エリック･ジョンソン〈トータル･エレクトリック･ギター〉 ¥3,990 ＃0743 
ジェイソン･ベッカー〈ザ･レジェンダリー･ギター〉 ¥5,250 ＃0250 
ジョー･パス〈ソロ･ジャズ･ギター〉 ¥3,990 ＃0252 
ジョージ･ベンソン〈ザ･アート･オブ･ジャズ･ギター〉 ¥3,990 ＃0256 
ジョニーA〈テイスト･トーン･スペイス〉 ¥4,515 ＃0843 
ジョン･エトウィッスル〈ベース･ギター･マスター〉 ¥4,410 ＃0933 
ジョン･スコフィールド〈ジャズ･ファンク･ギター〉 ¥4,410 ＃1113 
ジンジャー･ベイカー〈マスター･ドラム･テクニック〉 ¥4,410 ＃0930 
スコッティ･アンダーソン〈レッド･ホット･ギター〉 ¥4,410 ＃0932 
スコット･ヘンダーソン〈ジャズ･ロック･マスタリー〉 ¥4,410 ＃1116 
スティーヴ･モーズ〈ザ･ディフィニティヴ〉 ¥4,410 ＃1114 
タック･アンドレス〈フィンガースタイル･マスタリー〉 ¥3,990 ＃0745 
タル･ファロー〈ザ･レジェンダリー･ギター〉 ¥3,990 ＃0253 
ビリー･シーン〈アドヴァンスド･ベース〉（BOOK＆DVD） ¥4,935 ＃0571 
ビリー･シーン〈ベイシック･ベース〉（BOOK＆DVD） ¥4,935 ＃0570 
ザ･ギター･オブ･ブライアン･セッツァー ¥4,515 ＃0349 
ポール･ギルバート〈ゲット･オブ･マイ･ヤード〉 ¥7,350 ＃0934 
ミック･テイラー〈ロック,ブルース･アンド･スライド･ギター〉 ¥4,410 ＃0929 

   《輸入教則DVD》
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●ミュージカル ＆シネマ ピアノ 曲集
アニー〈デラックス･スーヴェニア･エディション〉 P/V/G ¥3,360 ＃0126 
アンドリュー･ロイド･ウェバー〈ゴールド〉P/V/G ¥4,410 ＃1166 
ウィキッド〈ヴォーカル･セレクションズ〉（ニュー･エディション）P/V/G ¥2,835 ＃0923
ザ･ウィザーズ･オブ･オズ：セレクションズ･フロム･アンドリュー･ロイド･ウェバーズ･ニュー･ステージ･プロダクション　P/V/G ¥3,780 ＃1555
ウエスト･サイド･ストーリー（ニュー･エディション）〈ヴォーカル･セレクション〉P/V/G ¥2,415 ＃1069 
グリー　P/V/G ¥2,625 ＃1459
グリー：ザ･ミュージック - ベスト･オブ･シーズン1　P/V/G ¥3,990 ＃1492
グリー：ザ･ミュージック - シーズン3･ヴォリューム･セヴン　P/V/G ¥2,625 ＃1612
グリー：ザ･ミュージック - シーズン3、ザ･グラデュエイション･アルバム　P/V/G ¥2,940 ＃1645
グリー･ソング･ブック／シーズン2･ヴォリューム4　P/V/G ¥3,990 ＃1493
グリー･ソング･ブック／シーズン2･ヴォリューム5　P/V/G ¥3,990 ＃1494
グリー･ピアノ･コード･ソングブック　P/V/G ¥2,205 ＃1608
プレイ･ピアノ･ウィズ... ソングス･フロム･グリー　P/V/G ¥3,990 ＃1491
モア･ソングス･フロム･グリー　P/V/G ¥2,625 ＃1460
クレージー･フォー･ユー　P/V/G ¥3,990 ＃0497 
コーラスライン〈アップ･デイト･エディション〉P/V/G ¥3,150 ＃0909 
ザ･コンプリート･ピアノ･プレイヤー（オール･タイム･フェイバリッツ）PIANO SOLO ¥2,625 ＃1245 
ジェームズ･ボンド〈ジ･アルティメット･コレクション〉P/V/G ¥4,410 ＃1653
シカゴ〈ムーヴィー･セレクションズ〉P/V/G ¥2,835 ＃0123 
ジーザス･クライスト･スーパー･スター〈シング･アロング･ウィズ…〉（CD付）P/V/G ¥4,515 ＃0737 
ジャズ･スタンダーズ／ピアノ･コード･ソングブック ¥2,205 ＃1613
ジュノ〈ミュージック･フロム･ザ･ピクチャー･サウンド･トラック〉P/V/G ¥2,835 ＃1194 
ザ･シンプソンズ･ムービー　〈ピアノ･ソロ･ソングブック〉PIANO SOLO ¥2,835 ＃1080 
ザ･シンプソンズ･ソングブック（セカンド･エディション）P/V/G ¥3,780 ＃1089 
トワイライト〈ザ･スコア〉PIANO SOLO ¥2,415 ＃1298
トワイライト〈ブレイキング･ドーン、パート1〉P/V/G ¥2,730 ＃1644
ザ･トワイライト･サーガ　ニュー･ムーン　P/V/G ¥2,940 ＃1397
ハイスクール･ミュージカルVOL.2　P/V/G ¥2,835 ＃0977 
ハイ･スクール･ミュージカル 3　P/V/G ¥3,360 ＃1261
パイレーツ･オブ･カリビアン〈ザ･カーズ･オブ･ザ･ブラック･パール〉PIANO SOLO ¥2,415 ＃2366 
パイレーツ･オブ･カリビアン〈アット･ワールズ･エンド〉PIANO SOLO ¥2,835 ＃0953 
パイレーツ･オブ･カリビアン〈デッドマンズ･チェスト〉PIANO SOLO ¥2,835 ＃0231 
ハリー･ポッター･アンド･ザ･デスリー･ホロウズ、パート1　Pソロ ¥2,520 ＃1557
ハリー･ポッター･アンド･ザ･デスリー･ホロウズ、パート2　Pソロ ¥2,520 ＃1556
ザ･ファントム･オブ･ジ･オペラ〈ムーヴィー･セレクションズ〉P/V/G ¥3,360 ＃0350 
マイ･フェア･レディ（クラシック･ミュージカル･エディション）P/V/G ¥2,940 ＃0980 
マンマ･ミーア！〈ヴォーカル･セレクション〉P/V/G ¥3,360 ＃6600 
マンマ･ミーア！〈ザ･ムービー･サウンドトラック･フューチャリング･ザ･ソングス･オブ･アバ〉P/V/G ¥3,150 ＃1286
ミー･アンド･マイ･ガール〈ヴォーカル･セレクション〉P/V/G ¥3,465 ＃0879 
ムーヴィン･アウト〈ヴォーカル･セレクション〉P/V/G ¥3,360 ＃0341 
レ･ミゼラブル〈ヴォーカル･コレクション〉P/V/G ¥3,150 ＃0183 
レ･ミセラブル〈シング･アロング〉（CD付）P/V/G ¥3,990 ＃1139 
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レ･ミゼラブル〈ピアノ･ヴォーカル･セレクションズ〉（アップデイト）P/V/G ¥3,360 ＃1600
レント〈ムービー･ヴォーカル･セレクションズ〉P/V/G ¥3,780 ＃0577 
ロジャース･アンド･ハマースタイン　〈シンデレラ〉P/V/G ¥1,995 ＃1071

●ロック写真集／バイオグラフィ／ギター 関係書籍
エアロスミス〈ブック〉 ¥5,980 ＃1553
クラプトン ¥6,720 ＃1536
ヘフナー･ヴァイオリン･ビートル･ベース･2011･エディション ¥3,360 ＃1550
2012オフィシャル･ヴィンテージ･ギター･マガジン･プライス･ガイド ¥5,250 ＃1540
2013オフィシャル･ヴィンテージ･ギター･プライス･ガイド ¥5,250 ＃1607
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○アーティスト楽譜･曲集 本体価格 コード ご注文

アヴェンジド･セヴンフォールド�＜ヘイル･トゥ･ザ･キング＞ 4,200 ＃1808

アークティック･モンキーズ�＜エーエム＞�TAB 3,900 ＃1789

アリシア･キーズ ＜ガール･オン･ファイアー＞�P/V/G 2,800 ＃1686

アルバート･キング･ウィズ･スティーヴィー･レイ･ボーン�＜イン･セッション＞�TAB 4,200 ＃1828

イマジン･ドラゴンズ�＜ナイト･ヴィジョンズ（ギター･レコーデッド･ヴァージョン）＞ 3,900 ＃1842

ヴァン･ヘイレン�＜ギター･アンソロジー＞�TAB 4,300 ＃1785

ヴァン･ヘイレン�＜イージー･ギター＞�TAB 3,100 ＃1794

ヴァン･ヘイレン�＜ヴァン･ヘイレン＞�TAB 3,700 ＃1807

ヴァン･ヘイレン�＜1984 （改訂）＞�TAB 4,200 ＃1829

ヴァン･ヘイレン�＜1978-1984 (ギター･プレイ･アロング）＞ TAB 3,400 ＃1832

AC/DC�＜ロック･オア･バスト＞�TAB 5,000 ＃1840

エド･シーラン�＜マルティプライ＞�TAB 4,200 ＃1820

エルトン･ジョン�＜ザ･ダイビング･ボード＞�P/V/G 3,100 ＃1796

カイザー･チーフス�＜エデュケーション･エデュケーション･エデュケーション＆ウォー＞�P/V/G 3,700 ＃1813

ザ･キラーズ�＜ダイレクト･ヒッツ＞�P/V/G 3,700 ＃1823

グリーン･デイ ＜¡ウノ！＞�TAB 3,600 ＃1683

グリーン･デイ ＜¡ドス！＞�TAB 3,600 ＃1684

グリーン･デイ ＜¡トレス！＞�TAB 3,600 ＃1685

グリーン･デイ�＜イージー･ギター･プレイ･アロング･ヴォリューム10＞�TAB 2,700 ＃1810

ケイティー･ペリー�＜プリズム＞�P/V/G 2,900 ＃1805

コールドプレイ�＜ゴースト･ストーリーズ＞�TAB 4,200 ＃1817

ジェイク･シマブクロ ＜グランド･ウクレレ＞�ウクレレTAB 3,800 ＃1783

ジェイク･バグ ＜ジェイク･バグ＞   TAB 4,000 ＃1753

ジェイソン･ムラーズ�＜イエス！＞�P/V/G 3,400 ＃1827

ジェフ･ベック�＜ブロウ･バイ･ブロウ＞�TAB 4,000 ＃1845

ジャック･ジョンソン�＜フロム･ヒア･トゥ･ナウ･トゥ･ユー＞�TAB 4,000 ＃1801

スリップ･ノット�＜ポイント･ファイブ：ザ･グレイ･チャプター＞�TAB 4,100 ＃1836

ダフト･パンク�＜ランダム･アクセス･メモリーズ＞�P/V/G 3,700 ＃1811

チャーリー･パーカー ＜オムニブック･フォー･Bフラット＞�メロ譜 3,300 ＃1677

チャーリー･パーカー ＜オムニブック･フォー･Eフラット＞�メロ譜 3,300 ＃1678

チャーリー･パーカー�＜オムニブック（フォー･ベース･クリフ）�ベース･パート譜 3,600 ＃1846

ザ･チャーリー･ブラウン･コレクション�（イージー･ピアノ･ソングブック） 2,300 ＃1659

テイラー･スウィフト ＜ギター･プレイ･アロング･ヴォリューム169＞（CD付）TAB 2,800 ＃1687

テイラー･スウィフト�＜レッド（ギター･レコーデッド･バージョン）＞�TAB 3,800 ＃1744

テイラー･スウィフト�＜1989＞�P/V/G 3,300 ＃1831

デヴィッド･ボウイ ＜ザ･ネクスト･デイ＞��P/V/G 4,200 ＃1754

ドリーム･シアター�＜ドリーム･シアター＞�TAB 4,500 ＃1788

パット･メセニー ＜ユニティ･バンド＞��TAB 4,200 ＃1787

ピーター、ポール･アンド･マリー�＜ソングブック＞�P/V/G 3,700 ＃1809

ザ･ビートルズ／フェイク･ブック���メロ譜 7,200 ＃1727

ビヨンセ ＜4＞�P/V/G 3,000 ＃1658

ビリー･ジョエル ＜クラシックス＞ キーボード譜 2,700 ＃1657

ビリー･ジョエル�＜コンプリート･ピアノ･プレイヤー＞�P/V/G 3,000 ＃1812

ビル･エヴァンス／フェイク･ブック��メロ譜 5,000 ＃1737

ピンク･フロイド ＜ギター･タブ･アンソロジー＞ TAB 3,700 ＃1703

ピンク･フロイド�＜ジ･エンドレス･リバー＞�TAB 3,800 ＃1834

ファン ＜サム･ナイツ＞ P/V/G 3,400 ＃1697

フー･ファイターズ�＜プレイ･ギター･ウィズ＞�TAB 3,900 ＃1841

ブラック･サバス ＜13＞��TAB 4,500 ＃1755

ブルーノ･マーズ�＜プレイ･アロング Vol.126＞�P/V/G 2,700 ＃1800

ボブ･マーリィ�＜1945-1981 （リヴァイズド･エディション）＞�P/V/G 3,700 ＃1821

ホワイトスネイク�＜ギター･コレクション＞�TAB 3,600 ＃1784

マイケル･ジャクソン ＜ヒール･ザ･ワールド＞ ピアノ･ヴォーカル 800 ＃1654
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マイケル･ブーブレ ＜トゥー･ビー･ラヴド＞��P/V/G 4,200 ＃1786

マルーン5�＜Ⅴ＞�P/V/G 3,200 ＃1833

リチャード･クレイダーマン ＜プレイズ･ラヴ･ソングス･オブ･ザ･ワールド＞ピアノ･ソロ 2,200 ＃1656

リチャード･クレイダーマン ＜ピアノ･ソロズ＞�ピアノ･ソロ 2,800 ＃1779

レッド･ツェッペリン�＜フィジカル･グラフィティ･プラチナム･ギター＞�TAB 4,000 ＃1816

レッド･ツェッペリン�＜アコースティック･クラシック（リヴァイズド）＞�TAB 4,100 ＃1837

レッド･ツェッペリン�＜アルティメイト･イージー･ギター･プレイ･アロング＞�TAB 3,200 ＃1839

ザ･ルイ･アームストロング�＜ソングブック＞（CD付）�P/V/G 4,300 ＃1824

ロドリーゴ･イ･ガブリエラ�＜ナイン･デッド･アライヴ＞�TAB 4,300 ＃1822

ローリング･ストーンズ ＜サム･ガールズ＞�TAB 3,800 ＃1688

ローリング･ストーンズ ＜エグザイル･オン･メイン･ストリート＞ BS 4,100 ＃1696

ローリング･ストーンズ�＜アルティメイト･イージー･ギター･プレイ･アロング＞�TAB 3,200 ＃1837

ワン･ダイレクション ＜ベスト・オブ＞� P/V/G 3,600 ＃1752

ワン･ダイレクション�＜テイク･ミー･ホーム＞�P/V/G 3,100 ＃1802

ワン･ダイレクション�＜ザ･ベスト･オブ（イージー･ギター）＞�P/V/G 3,200 ＃1814

ワン･ダイレクション�＜ミッド･ナイト･メモリーズ＞�P/V/G 2,800 ＃1843

○リトル･ブラック･ソングブック 本体価格 コード ご注文

クラシック･ソングス（ウクレレ）��歌詞+コード 2,800 ＃1749

グレード･ソングス･フォー･ウクレレ��歌詞＋コード 2,800 ＃1746

コーズ （コード辞典） 2,700 ＃1777

スケールズ�（スケール辞典） 2,700 ＃1778

ヒット･ソングス･フォー･ウクレレ��歌詞+コード 2,800 ＃1745

ビートルズ･ソングス･フォー･ウクレレ／ザ･リトル･ブラック･ブック�歌詞+ウクレレ･コード 2,750 ＃1815

○ミュージカル＆シネマ･ピアノ曲集 本体価格 コード ご注文

ア･ホール･ニュー･ワールド（ヴォーカル･デュエット） ピアノ･ヴォーカル譜 800 ＃1673

ア･ホール･ニュー･ワールド（ピアノ･ソロ） 800 ＃1674

ケ･セラ･セラ（ホワット･ウィル･ビー･ウィル･ビー）�P/V/G 800 ＃1675

ジュラシック･パーク�（ピアノ･ソロ） 3,000 ＃1847

スムース･ジャズ･ピアノ･プレイブック��（ピアノ･ソロ） 3,700 ＃1757

タームズ･オブ･エンディアメント、メイン･テーマ･フロム��（ピアノ･ソロ） 800 ＃1655

ドリーム･ガールズ�P/V/G 3,400 ＃1679

ドリーム･ガールズ ＜ブロードウェイ･リヴァイヴァル＞�P/V/G 3,000 ＃1680

ドリーム･ガールズ ＜ヴォーカル･セレクションズ＞�P/V/G 3,300 ＃1681

フィルム･ミュージック･ピアノ･プレイブック� （ピアノ･ソロ） 3,700 ＃1756

ミスティ�P/V/G 800 ＃1698

○教本･その他曲集＜ピアノ･ギター、その他楽器＞ 本体価格 コード ご注文

ジ･アルティメイト･ロック･ギター（2ndエディション）／フェイク･ブック��メロ譜 6,329 ＃1723

ジ･アルティメイト･ジャズ／フェイク･ブック��メロ譜 8,100 ＃1726

ザ･リアル･ブック･ヴォリュームⅠ（ミニ･エディション）メロ譜 5,400 ＃1682

ザ･リアル･ブック･ヴォリューム･5 6,300 ＃1806

リアル･ジャズ･スタンダード･フェイク･ブック - 2ndエディション メロ譜 8,000 ＃1676

ザ･リアル･ラテン･ブック���メロ譜 6,300 ＃1803

2チェロズ ＜ルカ･スーリッチ＆ステファン･ハウザ—＞ チェロ譜 4,200 ＃1699

トゥエンティー･クラシック･ハワイアン･ソングス･フォー･ウクレレ  ウクレレ譜 2,500 ＃1825
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○ロック写真集／バイオグラフィ／書籍／その他 本体価格 コード ご注文

インヴェンティング･ザ･アメリカン･ギター�（書籍） 9,000 ＃1704

ザ･リッケンバッカー･エレクトリック･ベース�（書籍） 4,500 ＃1705

マーティン･ギターズ：ア･ヒストリー�（書籍） 5,400 ＃1706

マーティン･ギターズ：ザ･ボックスド･セット�（書籍） 13,500 ＃1707

マーティン･ギターズ：ア･テクニカル･リファレンス�（書籍） 7,200 ＃1708

ザ･マーティン･ブック�（書籍） 4,500 ＃1709

ヒストリー･オブ･ジ･アメリカン･ギター�（書籍） 5,000 ＃1711

ザ･アイバニーズ･エレクトリック･ギター･ブック�（書籍） 4,500 ＃1712

ザ･レスポール･ギター･ブック�（書籍） 4,500 ＃1713

ザ･ストラトキャスター･ギター･ブック�（書籍） 4,500 ＃1714

スクワイア･エレクトリックス�（書籍） 4,500 ＃1715

50イヤーズ･オブ･グレッチ･エレクトリックス�（書籍） 4,500 ＃1716

50イヤーズ･オブ･ザ･ギブソン･レスポール�（書籍） 4,200 ＃1717

フライング･ブイ、エクスプローラー、ファイアーバード�（書籍） 4,500 ＃1718

ザ･フェンダー･エレクトリック･ギター･ブック - 3rdエディション�（書籍） 4,500 ＃1719

ザ･テレキャスター･ギター･ブック��（書籍） 4,500 ＃1721

ザ･ビューティー･オブ･ザ･バースト�（書籍） 6,300 ＃1722

ザ･フェンダー･ベース�（書籍） 4,500 ＃1724

フェンダー･アンプス／ザ･ファースト･フィフティー･イヤーズ 6,300 ＃1725

ザ･ジャズ･ギター･ハンドブック��（書籍） 5,400 ＃1733

ザ･グレイト･ジャズ･ギタリスト��（書籍） 4,500 ＃1734

トランペット･キングス��（書籍） 4,200 ＃1735

ザ･ジャズ･ベース･ブック��（書籍） 5,400 ＃1736

ギブソン･SG･マニュアル��（書籍） 6,000 ＃1738

ジ･アコースティック･ギター･ハンドブック��（書籍） 4,500 ＃1739

ザ･フェンダー･テレキャスター･ハンドブック��（書籍） 4,500 ＃1742

ザ･フェンダー･ストラトキャスター（2ndエディション）ハンドブック�（書籍） 4,900 ＃1743

ザ･オフィシャル･ヴィンテージ･ギター･プライス･ガイド 2014��（書籍） 5,300 ＃1782

キッス／ジグソー･パズル 2,500 ＃1804

ジ･オフィシャル･ヴィンテージ･ギター･プライス･ガイド�2015�（書籍） 6,000 ＃1826

108ロック･スター･ギターズ��（書籍） 7,400 ＃1830

ザ･ルシアーズ･ハンドブック�（書籍） 4,800 ＃0848


	洋書カタログ2013
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