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7051

英･ＥＭＩ/ED2906661/2750円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾌﾞﾗｰﾑｽ

蘭･ﾃﾞｶｰﾙ/B004/8800 円

7052

交響曲第6番「田園」
ﾊｲﾄﾞﾝ変奏曲

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ

交響曲第9番「合唱付き」
交響曲第8番

ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ･ﾌｨﾙ､同音楽院cho./ﾌﾙﾈ
ｺﾙﾈﾘｯｾﾝ(S)､ﾍｲﾆｽ(A)､ﾄﾞﾘｽｺﾙ(T)､ﾍﾞﾙ(B)
G｡2枚組｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾟﾗﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡1970年録
音｡蘭国内仕様。ﾌﾙﾈのﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝは来
日演奏会で知られるが、60-70年代の音
源は非常に少ない。

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ･ﾘﾏｽﾀｰ｡1943
年録音｡未発売だったｴﾚｸﾄﾛｰﾗのSP録
音。お蔵入りだった両曲､ﾊｲﾄﾞﾝ変奏曲も
本盤が初の復刻｡

7053

受付期限：12月01日(水)

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2530342/2750 円

7054

ﾍﾝﾃﾞﾙ
序曲集
〜ｱｸﾞﾘｯﾋﾟｰﾅ、ｱﾙﾁｰﾅ、ﾃﾞｲﾀﾞﾐｱ、ﾗﾀﾞﾐｽﾄ
ﾘﾅﾙﾄﾞ、ｲｪﾌﾀ、ｽｻﾞﾝﾅ、ﾍﾟﾙｼｬｻﾞﾙ

露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/33CM-03269/2200 円
ｸﾞﾗｽﾞﾉﾌ

ﾗｲﾓﾝﾀﾞ[抜粋]
ﾎﾞﾘｼｮｲ劇場管/ｽｳﾞｪﾄﾗｰﾉﾌ

ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙ/K.ﾘﾋﾀｰ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1972年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡最初からｱﾙﾋｰﾌでなく、ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ
から発売された。ﾍﾝﾃﾞﾙらしく、たっぷり鳴
らす。結構珍しいｱﾙﾊﾞﾑ。

G｡露ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1961年録音｡全曲
録音からの抜粋。長大なﾊﾞﾚｴ(全曲は3枚
組)なので、この抜粋盤で聴くのも良いか
もしれない。

米･ＲＣＡ/LM1768/3300 円

7055
ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ

7056

ﾛｰﾏの松、ﾛｰﾏの噴水
NBC響/ﾄｽｶﾆｰﾆ

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｼｪｰﾄﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓ
ﾉﾗﾙ｡1951-53年録音｡ﾄｽｶﾆｰﾆが育てて
20世紀の名作としたこの曲筆頭の超名
盤､やはりﾏｴｽﾄﾛの統率力は凄い。

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡
1983年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾏｾﾞｰﾙのｳｨｰﾝ･ﾌｨ
ﾙ常任最後となったﾆｭｰｲﾔｰ･ﾗｲｳﾞ｡

英･ﾃﾞｯｶ/SPA184/1650 円

7057

7058

『7つの序曲名曲集』
〜ﾆｺﾗｲ：ｳｨﾝｻﾞｰの陽気な女房達
ﾚｽﾞﾆﾁｪｸ：ﾄﾞﾝﾅ･ﾃﾞｨｱﾅ､ｴﾛｰﾙ：ｻﾞﾝﾊﾟ
ｽｯﾍﾟ：ｳｨｰﾝの朝，昼，晩､ｽﾍﾟｰﾄﾞの女王
ﾊﾟﾘ音楽院管/ｳﾞｫﾙﾌ
ﾛﾝﾄﾞﾝ新響/ｱｺﾞｰﾙﾄ

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾗﾍﾞﾙ｡1961年録音｡
古典派の名曲で示す暖かな品格あるﾌﾙ
ﾆｴの美しい音色｡

独･ﾌﾟﾗｲｳﾞｪｰﾄ/LC3706/1650 円

7060

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/136236/6600 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

米･ＲＣＡ/LSC2455/5500 円

米･ＲＣＡ/LSC2724/3300 円

7062

ﾋﾟｱﾉ協奏曲

ﾌﾞﾗｰﾑｽ

ｸﾗｲﾊﾞｰﾝ(p)/ｼｶｺﾞ響/ﾗｲﾅｰ

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1962年録
音｡ｸﾗｲﾊﾞｰﾝは力強く、ﾊﾞｯｸは締まった響
き。

蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/420071-1/2750 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番
ｸﾗｲﾊﾞｰﾝ(p)/ﾎﾞｽﾄﾝ響/ﾗｲﾝｽﾄﾞﾙﾌ

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年録
音｡優秀録音。若武者ｸﾗｲﾊﾞｰﾝらしい躍
動感溢れるｱｸﾞﾚｯｼｳﾞなｼｭｰﾏﾝ｡

7063

三重協奏曲

ｼｭﾅｲﾀﾞｰﾊﾝ(vn)､ﾌﾙﾆｴ(vc)､ｱﾝﾀﾞ(p)
ﾍﾞﾙﾘﾝ放送響/ﾌﾘｯﾁｬｲ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾗﾍﾞﾙ｡赤ｽﾃﾚｵ･ｼﾞｬ
ｹ｡1960年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ｵｲｽﾄﾗﾌ･ﾄﾘｵをｿ
ﾛに迎えたEMI盤と競合したﾀｲﾄﾙ。絶頂期
のｿﾘｽﾄ3人をﾌﾘｯﾁｬｲが見事に纏めてい
る｡様々なｼﾞｬｹで再発された。

ｸﾞﾙﾀﾞ&ｺﾘｱ(p)/ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管/ｱｰﾉﾝｸｰﾙ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ﾃﾞｨｼﾞ
ﾀﾙ｡1983年録音｡ﾀｲﾎﾟｸﾞﾗﾌｨﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ社
のPR用制作盤。音源はﾕﾆｰｸな顔合わせ
で話題となった独ﾃﾙﾃﾞｯｸ盤。
ｼｭｰﾏﾝ

ﾁｪﾛ協奏曲変ﾛ長調
ﾁｪﾛ協奏曲ｲ長調

ﾌﾙﾆｴ(vc)
ﾙﾂｪﾙﾝ音楽祭合奏団/ﾊﾞｳﾑｶﾞﾙﾄﾅｰ

ﾓｰﾂｧﾙﾄ 2台のﾋﾟｱﾉのための協奏曲K.365
ｸﾞﾙﾀﾞ
ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ
ﾁｯｸ･ｺﾘｱ
2台のﾋﾟｱﾉのための幻想曲

7061

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/138816/6600 円
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ
C.P.E.ﾊﾞｯﾊ

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡再発。初期ｽﾃﾚｵ
の名録音盤2枚から編集。

7059

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/410516-1/2750 円
『1983年ﾆｭｰｲﾔｰ･ｺﾝｻｰﾄ』
J.ｼｭﾄﾗｳｽ2世：ｳｨｰﾝのﾎﾞﾝﾎﾞﾝ
ﾊﾝｶﾞﾘｰ万歳!、ｳｨｰﾝの森の物語
｢ｳﾞｪﾈﾂｨｱの一夜｣序曲、百発百中、他
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ﾏｾﾞｰﾙ

7064

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番

独･ﾍﾘｵﾄﾞｰﾙ/2548170/3300 円
ﾌﾞﾙｯﾌ
ｸﾞﾗｽﾞﾉﾌ

ﾌﾞﾚﾝﾃﾞﾙ(p)/ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ｱﾊﾞﾄﾞ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1986年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡S=ｲｯｾﾙｼｭﾃｯﾄとの旧録音も
名演だったﾌﾞﾚﾝﾃﾞﾙ。50歳を越えて更に
充実した堂々たるﾋﾟｱﾉを聴ける。LP末期
で、かなり珍しい盤です。

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第1番
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
ﾓﾘｰﾆ(vn)/ﾍﾞﾙﾘﾝ放送響/ﾌﾘｯﾁｬｲ

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡Hﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1958年録音｡再
発｡ｵﾘｼﾞﾅﾙは数年に1度入荷があるくらい
の激ﾚｱ盤。
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7065

米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/MS6062/8800 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ

7066

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗ
ﾙ｡1955年録音｡この当時､第2番を取り上
げるとは大変珍しい｡

英･ＥＭＩ/ASD3133/3300 円

ﾃﾞｨｰﾘｱｽ

米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/IM42096/2200 円

7070

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ協奏曲
ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ協奏曲第2番
ｺﾝﾁｪﾙﾃｨｰﾉ

7072

ｸﾗﾘﾈｯﾄ五重奏曲
ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ第10番

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第5番｢春｣
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第10番

ｳｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ･ｴﾝｹﾞﾚｽ(vn)
ﾊﾝｽ=ｴｰﾘｯﾋ･ﾘﾍﾞﾝｻﾞｰﾝ(p)
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1970年代前期録
音｡“ｴﾝﾘ･ﾃﾞｭｵ”として活動する2人､ｴﾝｹﾞ
ﾚｽはｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ室内管ﾒﾝﾊﾞｰで来日もし
ている｡

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1963年録音｡彼
らによる同曲はﾓﾉﾗﾙでも録音、これは同
団ﾒﾝﾊﾞｰがﾌｨｰﾂ(1st.vn)期のｽﾃﾚｵ録音。

米･ｵﾃﾞｭｯｾｲ/32160218/1650 円
ｼﾞｭﾘｱｰﾆ
ｳﾞｨｾﾞ
J.B.ﾙｲｴ

独･ｲﾝﾀｰｺｰﾄﾞ/INT120806/2750 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

A.ﾎﾞｽｺﾌｽｷｰ(cl)、ｳｨｰﾝ八重奏団

7073

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第2番
ﾁｪﾛ協奏曲第1番

D.ｵｲｽﾄﾗﾌ(vn)/ﾓｽｸﾜ･ﾌｨﾙ/ｺﾝﾄﾞﾗｼﾝ
ﾎﾐﾂｪﾙ(vc)/ﾓｽｸﾜ放送響/ﾛｼﾞｪｽﾄｳﾞｪﾝｽｷｰ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾚｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1967年録音｡独初
出。ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲はこれが初演後初録
音｡ﾁｪﾛのﾐﾊｴﾙ･ﾎﾐﾂｪﾙは62年ﾁｬｲｺ国際
入賞の逸材｡

米･ﾛﾝﾄﾞﾝ/STS15384/2200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ

独･ｵｲﾛﾃﾞｨｽｸ/78045KK/3300 円
ｼｮｽﾀｺｰｳﾞｨﾁ

ﾏﾙｻﾘｽ(tp)/ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ｻﾛﾈﾝ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1985年録
音｡どちらも高度の技巧を要する20世紀
音楽の秀作。ｼﾞｬｽﾞの俊英ｳｨﾝﾄﾝ･ﾏﾙｻﾘｽ
が爽快に吹き鳴らす。

7071

ﾁｪﾛ協奏曲
別れの歌､夜明け前の歌

ﾃﾞｭ･ﾌﾟﾚ(vc)､ﾛｲﾔﾙ･ｺﾗｰﾙ･ｿｼｴﾃｨ
ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙ/ｻｰｼﾞｪﾝﾄ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｾﾐ･ｻｰｸﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓ
ﾉﾗﾙ｡1965年録音｡ﾓﾉﾗﾙ･ﾃｲｸの初出盤。
ｽﾃﾚｵでﾃﾞｭ･ﾌﾟﾚのｵﾘｼﾞﾅﾙを入手するの
は大変。

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾓﾉｸﾛ切手ﾗﾍﾞﾙ｡1974年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ｸｧﾄﾞﾗﾌｫﾆｯｸ盤。通常はﾌﾚｯｼｭな
印象のｸﾞﾘｰｸﾞをｽｹｰﾙ豊かな大ﾛﾏﾝ曲とし
て聴かせる2人の巨匠。
ﾄﾏｼﾞ
ｼﾞｮﾘｳﾞｪ

英･ＥＭＩ/ALP2097/3300 円

7068

ﾋﾟｱﾉ協奏曲
ﾋﾟｱﾉ協奏曲
ﾘﾋﾃﾙ(p)/ﾓﾝﾃｶﾙﾛ歌劇場管/ﾏﾀﾁｯﾁ

7069

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番

ﾁｪﾙｶｽｷｰ(p)/ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/R.ｸﾗｳｽ

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡6ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡1958年録音｡ｽﾀｰ
ﾝの顔写真が並ぶｾｶﾝﾄﾞ･ｼﾞｬｹｯﾄ｡全てに
過不足のない､まさにﾍﾞｽﾄ・ｵﾌﾞ・ｽﾀﾝﾀﾞｰ
ﾄﾞ｡
ｸﾞﾘｰｸﾞ
ｼｭｰﾏﾝ

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/18292/3300 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

ｽﾀｰﾝ(vn)/ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管/ｵｰﾏﾝﾃﾞｨ

7067

受付期限：12月01日(水)

7074

ﾌﾙｰﾄとｷﾞﾀｰのｿﾅﾀop.85
組曲ﾆ短調
ｿﾅﾀop.1-1

独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C067-1430411/2200 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

ﾋﾟｱﾉ五重奏曲「ます」

ﾘﾋﾃﾙ(p)､ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾝSQ団員､ﾍﾙﾄﾅｰｹﾞﾙ(cb)
ﾗﾝﾊﾟﾙ(fl)/ﾙﾈ･ﾊﾞﾙﾄﾘ(g)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1967年録音｡ﾌﾗﾝ
ｽ･ﾊﾙﾓﾆｱ･ﾑﾝﾃﾞｨ原盤。いずれも18世紀
のﾌﾙｰﾄとｷﾞﾀｰの為のﾃﾞｭｵ曲。

7075

独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/SME91446/11000 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ

7077

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡1980年録音｡ﾗｲｳﾞなら
ではの緊迫感漂う快演｡ﾘﾋﾃﾙ同曲唯一
の録音。

7076

ﾋﾟｱﾉ五重奏曲op.81
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ｿﾅﾃｨﾅop.100

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/139122/2750 円

ｼｭﾁｪﾊﾟｰﾝ(p)/ｽﾒﾀﾅSQ､J.ﾉｳﾞｧｰｸ(vn)

ﾊﾟｰｾﾙ ﾄｯｶｰﾀ ｲ長調、ｸｰﾌﾟﾗﾝ：第23組曲
ﾊﾞｯﾊ
幻想曲BWV906､3声のﾘﾁｪﾙｶｰﾚ
D.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ
3つのｿﾅﾀ、ﾗﾓｰ：ﾛﾝﾄﾞｰ
ﾍﾝﾃﾞﾙ
組曲第8番

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1966年録
音｡独初出。余白のｿﾅﾃｨﾈを弾くJ.ﾉｳﾞｧｰｸ
はｽﾒﾀﾅSQのﾘｰﾀﾞｰ。適度な郷愁を穏や
かにｾﾝｽ良く弾いた佳演。

ｶｰｸﾊﾟﾄﾘｯｸ(cemb)
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾗﾍﾞﾙ｡1966年録音｡ｵ
ﾘｼﾞﾅﾙ｡欧州鍵盤音楽集の名録音｡ﾗﾝﾄﾞﾌ
ｽｶを継承したﾁｪﾝﾊﾞﾛ復興の立役者｡

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2530253/4400 円

仏･ﾊﾟﾃ/1435321/2200 円

7078

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第21番「ﾜﾙﾄｼｭﾀｲﾝ」
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第28番

ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
ｼｭｰﾏﾝ

ｷﾞﾚﾘｽ(p)

即興曲Ｄ.946
謝肉祭*
ｱﾗｳ(p)

G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓ
ﾉﾗﾙ｡1956､39*録音｡ｱﾗｳは活動期間が
長く、ｽﾃﾚｵ期に殆どのﾚﾊﾟｰﾄﾘｰを再録音
した為、旧音源の復刻が少ない演奏家。

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1972年録音｡
強いﾀｯﾁの｢ﾜﾙﾄｼｭﾀｲﾝ｣､最もﾛﾏﾝﾃｨｯｸと
言われる第28番｡

2

◆新着盤速報2021年11月02日／即受け
7079

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2531349/2750 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ

受付期限：12月01日(水)
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2531200/2750 円

7080

ｽﾗｳﾞ舞曲全集

ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ

前奏曲第1集

ｺﾝﾀﾙｽｷｰ兄弟(p)

B=ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾘ(p)

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1980年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡この連弾用が先で後に管弦楽
版化された。ﾌﾞﾗｰﾑｽのﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲集と2
つ揃えましょう｡

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1977年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡確信に満ちた打鍵はﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰの
殻を破っている。完璧なまでに磨きあげら
れた芸術。

独･ｶﾌﾟﾘｯﾁｮ/C27111/2200 円

7081

ﾘｽﾄ

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｲｴﾛｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1984年
録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡世界初録音(ﾗｲｳﾞ)｡円熟期
F=ﾃﾞｨｰｽｶｳのﾚｱなﾏｲﾅｰ録音､合唱も大
変秀逸。

英･ＥＭＩ/ASD378/16500 円
ｳﾞｫﾙﾌ

7084

ｽﾍﾟｲﾝ歌曲集

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1958年録
音｡英初出。入手困難。全44曲より23曲を
収録。後期ﾛﾏﾝ派・近代のﾘｰﾄでF=Dの歌
唱は絶対的。

独･ｱｶﾝﾀ/4023527/4400 円

7086

「ﾙﾁｱ･ﾎﾟｯﾌﾟ･ｱﾙﾊﾞﾑ」
魔笛より、皇帝と船大工より
ﾍﾝﾃﾞﾙ：｢ｻﾑｿﾝ」より輝けるｾﾗﾌ達を
J..Sﾊﾞｯﾊ：歓呼して神を迎えよ
ﾊﾟｰｿﾝｽﾞ(p)､ﾐｭﾝﾍﾝ放送管/ｱｲﾋﾎﾙﾝ､他
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬ
ｹ｡1975-83年録音｡既発売からの聴きど
ころ編集盤｡｢ﾎﾟｯﾌﾟ/ｵﾍﾟﾗ､歌曲&宗教曲を
歌う」と題された魅力盤｡
ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ﾍﾟｰﾀｰ･ｱﾝﾀﾞｰｽ(T)
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡青ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1930-40年代録音｡ｱﾝﾀﾞｰｽ
活動最初期の録音。大半はｲﾀﾘｱ･ﾌﾗﾝｽ･
ｵﾍﾟﾗ。
ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ﾊﾞｽﾃｨｱﾝとﾊﾞｽﾃｨｴﾝﾇ

ｼｭﾄﾗｲﾋ(S)､ﾎﾙﾑ(T)､ﾌﾞﾗﾝｹﾝﾊｲﾑ(B)
ﾐｭﾝﾍﾝ室内管/ｽﾃｯﾌﾟ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾁｪｯｸ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓ
ﾉﾗﾙ｡1955年録音｡ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ原盤。ｼｭﾄﾗｲﾋ
が若手有望株と紹介された時代。美しい
声をたっぷり聴ける。

G｡3枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1974年録
音｡西独ﾊﾞｽﾌ原盤。ﾏｲﾅｰ･ｵﾍﾟﾗにしては
名歌手揃い。同ｵﾍﾟﾗの代表名演。

独･ｴﾃﾙﾅ/825498/6600 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ

米･ﾃﾞｯｶ/DL9860/2200 円

7088

羊飼いの王様K.208
ﾏﾃｨｽ､ｵｼﾞｪｰ(S)､ｼｭﾗｲｱｰ､ｸﾚﾝ(T)
ｻﾞﾙﾂﾌﾞﾙｸ･ﾓｰﾂｧﾙﾃｳﾑ管/ﾊｰｶﾞｰ

7089

独･ﾃﾚﾌﾝｹﾝ/648012DP/4400 円
「ﾍﾟｰﾀｰ･ｱﾝﾀﾞｰｽ／ｵﾍﾟﾗ･ｱﾘｱ集」
ﾘｺﾞﾚｯﾄ､ﾎﾞｴｰﾑ､ｶﾙﾒﾝ､ﾌｧｳｽﾄ
ｵﾗﾝﾀﾞ人、ﾏﾉﾝ･ﾚｽｺｰ、他

独･ｴﾃﾙﾅ/826835/6600 円

7087

米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/AE34483/2200 円
「ｲｷﾞﾘｽのﾏﾄﾞﾘｶﾞﾙ集」
ﾗﾑｾﾞｲ：眠れ肉体の誕生､ｳｨﾙﾋﾞｰ：甘い夜
ﾄﾑｷﾝｽﾞ：ああ悲しいかな
ｷﾞﾎﾞﾝｽﾞ：銀の白鳥､ﾓｰﾘｰ：ｱﾚﾙﾔを聞け
ﾀﾘｽ･ｽｺﾗｰｽﾞ/P.ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1982年録
音｡優秀録音。英CFP企画。後に名を馳
せる彼らの初期録音。美しく完璧なｱﾝｻﾝ
ﾌﾞﾙで、80-90年代をﾘｰﾄﾞした。

F=ﾃﾞｨｰｽｶｳ(Br)/ﾑｰｱ(p)

7085

十字架への道
F=ﾃﾞｨｰｽｶｳ(Br)､ﾗｲﾏﾝ(p)
RIAS室内cho./ｸﾞﾛﾉｽﾀｲ

ｼｭﾗｲｱｰ(T)/ﾍﾞﾙﾘﾝ放送響･合唱団/ｸﾉｰﾃ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｲｴﾛｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ﾃﾞｨｼﾞ
ﾀﾙ｡1986年録音｡東独ｴﾃﾙﾅ原盤｡宗教合
唱の小品10曲を集めたｱﾙﾊﾞﾑ。ｵﾙｶﾞﾝ伴
奏、無伴奏の作品もある。

7083

独･ｼｭﾜﾝ/AMS3553/2200 円

7082

ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
ｵｯﾌｪﾙﾄﾘｳﾑD136､223､963
ｻﾙｳﾞｪ･ﾚｼﾞﾅD106､386､ﾀﾝﾄｩﾑ･ｴﾙｺﾞD962
詩篇23､92番

7090

ﾌｨｶﾞﾛの結婚[ﾄﾞｲﾂ語版]

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2532033/2200 円
ﾜｰｸﾞﾅｰ

ﾛｰﾃﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ､ｷﾞｭｰﾃﾞﾝ(S)､ﾌﾟﾗｲ､ﾍﾞﾘｰ(Br)
ﾄﾞﾚｽﾃﾞﾝ国立歌劇場管/ｽｳｨﾄﾅｰ
G｡3枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1964年録
音｡ｴﾃﾙﾅ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ。他にもﾏﾃｨｽ､ｼｭﾗｲ
ｱｰら、名歌手が多数出演。歌唱では史上
最高とも評される名演。

ﾊﾟﾙｼﾞﾌｧﾙ[抜粋]

ｳﾞｧﾝ･ﾀﾞﾑ､ﾊﾚﾑ､ﾓﾙ､P.ﾎﾌﾏﾝ
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ｶﾗﾔﾝ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡
1980年録音｡全曲録音からの抜粋。宗教
的神秘を十分に引き出した密度の濃い
演奏｡

7091 伊･ｸﾞﾘ･ﾃﾞｲ･ﾃﾞﾗ･ﾑｼﾞｶ/DMC1-20/44000 円

7092

｢ﾏﾘｱ･ｶﾗｽ集／上下巻｣
1950年代ﾗｲｳﾞ録音集
有名ｵﾍﾟﾗの抜粋を収録
ｾﾗﾌｨﾝ､ｼﾞｭﾘｰﾆ､ｳﾞｫｯﾄｰ､ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ、他
G｡2巻20枚組｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ｲｴﾛｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡大型
ｹｰｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年代のﾗｲｳﾞ録
音｡1枚毎にﾊﾞﾗ･ｼﾞｬｹ、解説入り。全巻揃
うと写真も豊富な1冊の本になる。EMI系
とは別の音源を使用。

露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/33CM-02395/2200 円
「ｲｳﾞｧﾝ･ｽﾙｼﾞｺﾌ／ﾛｼｱ民謡集」
ｽﾙｼﾞｺﾌ(vo)/民族楽器ｵｰｹｽﾄﾗ
G｡露ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾊﾞﾗﾗｲｶやｱｺｰﾃﾞｨ
ｵﾝの伴奏にのって、切々と、時にﾘｽﾞﾐｶﾙ
に美しい声で歌う。
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ご購入方法について
*注 文 方 法 *
①電話でのご注文 ・・・ ０２２-２６５-４５７３【受付時間 11：00～19：00】(日・月曜日は休み)
②ＦＡＸでのご注文 ・・・ ０２２-２６８-３０４０【別項の FAX 注文票をご利用下さい】
③郵便でのご注文 ・・・ 確保のご連絡は､折り返し葉書にてお知らせいたします。
④メールでのご注文・・・ info＠ sendai-record.com
確保のご連絡は､折り返しメールにてお知らせいたします｡
確保のご連絡は基本的にお客様からご注文を頂いた方法でご返答いたしておりますが、その他の方法での
ご連絡を希望される場合はその旨を明記して下さい。(例/ご注文は郵便⇒ご返答は FAX の場合等)

*支 払 及 び受 取 方 法 *
確保されました商品のご入金、店頭でのお受取は確保ご連絡後２週間以内にお願いいたします。
通信販売又は代引発送での送料は 1 梱包につき７００円です。(但し沖縄県、離島は除く)

① 通信販売 ・・・ 商品代金＋送料を、下記のいずれかの口座にご入金願います
（口座名義は ㈱仙台レコード・ライブラリー）。
お客様からのご入金が確認出来ましたら、商品を宅配便にて発送いたします。
・郵便振替 ・・・ ０２２５０－８－７４３０
弊社で入金が確認されるまで２～３日程要します。
払込受領書を１５：３０までに弊社宛にＦＡＸしていただければ、即日商品発送ができます。
・銀行振込 ・・・三井住友銀行･仙台支店 普通口座 ３４５５７９４
又は七十七銀行･一番町支店 普通口座 ５３６７９５６
・代引発送 ・・・ 事前通知可能な電話番号及び、
「現金支払い」か「カード支払い」か、をお伝え下さい。
※商品代金＋送料＋代引手数料(金額は下表参照)を商品と引き換えにお支払い下さい。
※配達店に到着後７日以内に、お客様のご都合で商品のお引渡しが出来なかった場合、
商品は弊社へ返送されます｡
商品代金＋送料

１万円まで

３万円まで

１０万円まで

３０万円まで

５０万円まで

１００万円まで

１００万円を
超える場合

代引手数料

３３０円

４４０円

６６０円

１,１００円

２,２００円

３,３００円

４,４００円

② 店頭受取 ・・・ 営業時間内（10：30～18：45）にご来店下さい。【定休日：毎週 日曜日・月曜日】

*発 送 の流 れ*
①弊社では商品を佐川急便で発送しております。
②15 時 30 分までにご入金の確認、代引発送のお申し込みがあれば即日発送いたします。
③着日指定、時間指定が可能です。現在の佐川急便の時間指定は以下の７通りです。
[午前中 8 時～12 時]､[12：00～14：00]､[14：00～16：00]､[16：00～18：00]､[18：00～20：00]､
[18：00～21：00]、[19：00～21：00]
地域(仙台からの距離)により可能な指定日・時間が異なりますので、お問い合わせ下さい。

◎盤面コンディション
目視で査定します。傷は針を落として確認します。
・ Ｇ 概ね良品

・ Ｐ＋ 軽度の雑音

・ Ｐ 持続的な雑音

・ 音飛びするものは省いています。

*返 品 ・交 換 について*
お買上げ頂いたレコードの返品、交換については状況に応じた対処をさせて頂きますので、まずはご連絡を下さい。
お申し付けは商品到着後１ヶ月以内にお願いいたします。
※返品対象一例 ・・・ 音飛び、中身違い、レコードの再生に影響の出るソリ、など。

*注 文 方 法 *
①電話 ・・・ クラシック

022-265-4573【受付時間 11：00～19：00】

ジャズ・ポップス・ロック 022-726-1522【受付時間 11：00～19：00】
②ＦＡＸ ・・・ ０２２-２６８-３０４０【下記の FAX 注文票をご利用下さい】
③郵便 ・・・ 確保のご連絡は､折り返し葉書にてお知らせいたします。
④メール・・・ info ＠ sendai-record.com
確保のご連絡は基本的にお客様からご注文を頂いた方法でご返答いたしておりますが、その他の方法
でのご連絡を希望される場合はその旨を明記して下さい。(例/ご注文は郵便⇒ご返答は FAX の場合
等)

ＦＡＸ注文票
リスト名

※弊社記入欄

注文番号

価格

有

毎度ありがとうございます。

合計金額

円

送料

円

代引手数料

円

ご請求金額

円

お名前

リスト名

※お客様ご記入欄
ご連絡方法
□ ＦＡＸ
□ はがき
□ メール
□ お客様からのお電話
□ 弊社からのお電話
お受け取り方法
□ 通信販売
□ 代引発送
□ 仙台店頭

（ご住所は住所変更、又は新規のお客様のみご記入ください。）
ご住所

価格

点確保いたしました。

様

電話番号
ＦＡＸ番号

注文番号

有

