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7101

英･ｵﾜｿﾞﾘｰﾙ/D170D3/6600 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ

7102

交響曲大全集第4巻
交響曲第24､28-30番、他

受付期限：12月08日(水)
英･ＥＭＩ/SLS5127/13750円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
交響曲全集
+付随音楽「ﾛｻﾞﾑﾝﾃﾞ」より序曲とﾊﾞﾚｴ音楽
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ｶﾗﾔﾝ

ｴﾝｼｪﾝﾄ室内管/ﾎｸﾞｳｯﾄﾞ
G｡5枚組｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾓﾉｸﾛ切手ﾗﾍﾞﾙ｡1978年
録音｡ｸｧﾄﾞﾗﾌｫﾆｯｸ盤。ｶﾗﾔﾝ唯一のｼｭｰﾍﾞ
ﾙﾄ全集。75年録音､既発の｢未完成｣を加
えて全集としたもの。

G｡3枚組｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡1978年録音｡ｵ
ﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾌﾛﾚｷﾞｳﾑ･ｼﾘｰｽﾞ｡低いﾋﾟｯﾁとﾉﾝ･
ｳﾞｨｳﾞﾗｰﾄ奏法による演奏は新鮮だ。

7103

米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/MS7295/2750 円
ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

7104

交響曲第5番｢宗教改革｣
交響曲第5番

交響曲全集、大学祝典序曲
ﾊｲﾄﾞﾝ変奏曲、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲*
ｼﾞﾈｯﾄ･ﾇｳﾞｰ(vn)*
北ﾄﾞｲﾂ放送響/S=ｲｯｾﾙｼｭﾃｯﾄ
G｡(良品価格=22000円)｡5枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡
ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960-70､48年録音｡一部擬似
ｽﾃﾚｵ。大学祝典と第3番以外はﾊﾝﾌﾞﾙｸ･
ﾑｼﾞｰｸﾊﾚのﾗｲｳﾞ。死の1週間前の第4番
やﾇｳﾞｰは永遠に記憶される名演。

ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙ/ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡2ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡1966､63年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡このLPNo.で､2eyesﾗﾍﾞﾙは相当
珍しい。発売が遅れた2曲をｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞして
発売。

英･ＥＭＩ/CFP131/2750 円

7105
ﾌﾞﾗｰﾑｽ

独･ｱｶﾝﾀ/4023315/特価16500 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ

7106

交響曲第1番

英･ﾃﾞｯｶ/SXDL7590/2750円
ｻﾝ=ｻｰﾝｽ

ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ｹﾝﾍﾟ

ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ響､ﾊｰﾌｫｰﾄﾞ(org)/ﾃﾞｭﾄﾜ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1982年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。J.ﾛｯｸ技師による優秀録音。
ちょっとﾄﾞﾗｲな雰囲気も近代ものが得意
なﾃﾞｭﾄﾜらしい｡

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡白黒ﾗﾍﾞﾙ｡1958年録音｡再発。
ｵﾘｼﾞﾅﾙ英ASDは超入手困難､ｽﾃﾚｵ初期
の代表的ﾌﾞﾗ･ｲﾁ。

7107

英･ｼｬﾝﾄﾞｽ/ABRD1270/2750 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ

7108

交響曲第3番
謝肉祭序曲､交響的変奏曲

蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/9500141/2750 円
ｼﾍﾞﾘｳｽ

ｽｺﾃｨｯｼｭ･ﾅｼｮﾅﾙ管/ﾔﾙｳﾞｨ

G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1976年録
音｡ﾃﾞｲｳﾞｨｽのｼﾍﾞﾘｳｽ録音で絶大な人気
を誇るｼﾍﾞ2｡

英･ＥＭＩ/ASD2494/4400 円
ｼﾍﾞﾘｳｽ

7110

交響曲第4番
組曲｢恋する人｣､ﾛﾏﾝｽ

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾉｰﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1972年録音｡古
き後期ﾛﾏﾝの陰が宿る聴きやすい音楽。
ｹﾝﾍﾟのﾚｱなﾚﾊﾟｰﾄﾘｰ､同曲の世界初録音
盤｡

英･ＥＭＩ/ASD4091/2750 円

7112

交響曲第1番

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡新ｶﾗｰ切手ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡
1982年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡充実の名演｡
GRUNDIG･ｵｰﾃﾞｨｵ社協賛､ｳｫﾙﾄﾝ生誕80
周年記念企画でﾊﾟｰｶｰ技師の名録音｡

英･ＥＭＩ/CFP40373/1650 円
ﾃﾞｨｰﾘｱｽ

英･ＥＭＩ/ALP1109/特価4400 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
序曲集〜魔笛、ｺｼ･ﾌｧﾝ･ﾄｩｯﾃ
ﾌｨｶﾞﾛの結婚、ｲﾄﾞﾒﾈｵ、ﾄﾞﾝ･ｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆ
後宮からの逃走、ﾃｨﾄの慈悲
ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ｸｰﾍﾞﾘｯｸ
P+｡(良品価格=5500円)｡英ﾌﾟﾚｽ｡初期ｾﾐ･
ｻｰｸﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾌﾗｯﾄ厚手ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉ
ﾗﾙ｡1952年録音｡若きｸｰﾍﾞﾘｯｸの颯爽とし
た指揮ぶり。ﾏｰｷｭﾘｰ録音ではなく、ｲｷﾞﾘ
ｽ時代EMIへの録音。

ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ﾊｲﾃｨﾝｸ

7113

交響曲嬰ﾍ長調
ﾐｭﾝﾍﾝ･ﾌｨﾙ/ｹﾝﾍﾟ

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾓﾉｸﾛ切手ﾗﾍﾞﾙ｡1969年録音｡
ﾌﾞﾗｰﾑｽ､ﾏｰﾗｰ録音と共に最も人気が高
いｼﾍﾞﾘｳｽ｡
ｳｫﾙﾄﾝ

米･ＲＣＡ/ARL1-0443/2200円
ｺﾙﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ

ﾊﾚ管/ﾊﾞﾙﾋﾞﾛｰﾘ

7111

交響曲第2番
ﾎﾞｽﾄﾝ響/C.ﾃﾞｲｳﾞｨｽ

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡青ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1987年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡新世界から始まった全集の1
枚｡快調なｱﾝｻﾝﾌﾞﾙでｵｹを無理なく鳴らし
た秀演｡

7109

交響曲第3番｢ｵﾙｶﾞﾝ付き｣

7114

仏･ｴﾗｰﾄ/STU70422/4400 円

管弦楽曲集〜ﾌﾞﾘｯｸの定期市
夏の歌、狂詩曲「夏の庭園にて」
交響詩「おとぎ話」

ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ 6つの古代の墓碑銘[ﾊﾟｲﾔｰﾙ編]
神聖な踊りと世俗的な踊り
小組曲[ﾋﾞｭｾｰﾙ編]

ﾊﾚ管/ﾊﾝﾄﾞﾚｰ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾘｰﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1981年
録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。ﾊﾝﾄﾞﾚｰとﾊﾚ管の珍しい共
演､録音も秀逸。2008年に死去した名指
揮者ﾊﾝﾄﾞﾚｰのｲｷﾞﾘｽ音楽名盤。

ﾗｽｷｰﾇ(hp)/ﾊﾟｲﾔｰﾙ室内管/ﾊﾟｲﾔｰﾙ
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1969年録音｡ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ。神秘的で幻想的な雰囲気120%｡ﾊﾟｲ
ﾔｰﾙのﾌﾗﾝｽものでは録音も含め筆頭の
名ｱﾙﾊﾞﾑ。

1
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7115

英･ｼｬﾝﾄﾞｽ/ABRD1195/2750 円
ﾊﾞｯｸｽ

7116

｢冬の伝説｣
｢ｻｶﾞ-断章｣

受付期限：12月08日(水)

ﾊﾝｶﾞﾘｰ･ﾌﾝｶﾞﾛﾄﾝ/SLPD12376-8/6600円
ｺﾚﾙﾘ

12の合奏協奏曲op.6(全曲)

ﾌｨﾝｶﾞｰﾊｯﾄ(p)/ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙ/ﾄﾑｿﾝ

ﾘｽﾄ室内管/ﾛｰﾗ

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡青ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1986年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡優秀録音｡ﾋﾟｱﾉが活躍する狂
詩曲風の｢伝説｣は40分強の大曲。管弦
楽も力強く響いて、優秀録音に映える作

7117

G｡3枚組｡ﾊﾝｶﾞﾘｰﾌﾟﾚｽ｡ｲｴﾛｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞ
ﾀﾙ｡1982年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。優秀録音。ﾘｽ
ﾄ室内管の完璧なｱﾝｻﾝﾌﾞﾙは､このｺﾚﾙﾘ
の楽曲に最適。

独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C045-90313/2750 円
ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ

英･ｱｰｺﾞ/ZRG880/2200 円

7118

四季

ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第3､4番

ｵﾚﾌｽｷｰ(vn)/ｳｨｰﾝ国立歌劇場管/ｼｪﾙﾍﾝ

ﾌﾞﾗｳﾝ(vn､指揮)/ｱｶﾃﾞﾐｰ室内管

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞﾗﾍﾞﾙ｡1958年録音｡米ｳｴｽ
ﾄﾐﾝｽﾀｰ原盤。ｸﾞﾛｰﾘｱ･ｼﾘｰｽﾞ｡演奏ｽﾀｲﾙ
は古いがなかなか聴かせてくれるｵﾚﾌｽ
ｷｰ｡

7119

G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡1979年録音｡ﾌﾞﾗｳﾝ女
史［1941-2004］の入手難な遺産の一つ。
正統派とも言うべき､ﾌﾞﾗｳﾝ女史ならでは
のﾓｰﾂｧﾙﾄ演奏｡

独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C053-00773/4400 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ

7120

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第20、21番

米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/MS6263/特価5500 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ｱﾆｰ･ﾌｨｯｼｬｰ(p)
ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ﾎﾞｰﾙﾄ､ｻｳﾞｧﾘｯｼｭ

ﾌﾗﾝﾁｪｽｶｯﾃｨ(vn)/ｺﾛﾑﾋﾞｱ響/ﾜﾙﾀｰ
P+｡(良品価格=8800円)｡米ﾌﾟﾚｽ｡2ｅｙｅｓﾗ
ﾍﾞﾙ｡1961年録音｡日本からの要望で交響
曲全集に続いて録音。ﾌﾗﾝﾁｪｽｶｯﾃｨがﾜﾙ
ﾀｰに合わせ抑制された古典美を表現。

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡黒切手ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1958､59年
録音｡独特のﾊﾟｯｾｰｼﾞの華麗さは､若きｱ
ﾆｰ女史のﾒﾓﾘｱﾙ名演。

米･ＲＣＡ/LSC2680/4400 円

7121

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

英･ﾃﾞｯｶ/LXT5355/5500 円

7122

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第4番

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ｸﾗｲﾊﾞｰﾝ(p)/ｼｶｺﾞ響/ﾗｲﾅｰ

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡銀文字ﾗﾍﾞﾙ｡ﾌﾗｯﾄ厚手ﾌﾟﾚｽ｡ｵ
ﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録音｡外溝ﾗﾍﾞﾙ。ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙは同じLXTの2000番台｡気品を湛え
たｸﾗｳｽのﾊﾞｯｸが皇帝然とする｡

米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/MS6153/2750 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ

ｻﾝ=ｻｰﾝｽ

G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1981年録
音｡ﾙｰﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝやｷﾞﾚﾘｽも得意とした第2
番。いつもはｸｰﾙなﾃﾞｭｼｬｰﾌﾞﾙがﾀﾞｲﾅﾐｯｸ
派に変身。

英･ﾃﾞｯｶ/SDD126/特価6600 円

7126

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番

ﾘﾋﾃﾙ(p)/ﾚﾆﾝｸﾞﾗｰﾄﾞ･ﾌｨﾙ/ﾑﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ

P+｡(良品価格=8800円)｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾗｰｼﾞ･ﾗ
ﾍﾞﾙ｡1961年録音｡再発。この頃のﾘｯﾁは
絶好調で切れ味抜群､ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
をそのまま踏襲した人気の再発盤｡

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1959年録音｡露ﾒﾛﾃﾞｨｱ原盤｡ﾘﾋﾃﾙのﾊﾞｯｸ
という意味では調和のとれたｶﾗﾔﾝより､
尋常ではないﾑﾗｳﾞｨﾝが圧巻｡

独･ﾊﾙﾓﾆｱ･ﾑﾝﾃﾞｨ/7496181/2750 円
C.P.E.ﾊﾞｯﾊ

独･ｵｲﾛﾃﾞｨｽｸ/87692XAK/2750 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

ﾘｯﾁ(vn)/ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ｻｰｼﾞｪﾝﾄ

7127

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2、4番

ﾃﾞｭｼｬｰﾌﾞﾙ(p)/ｽﾄﾗｳﾌﾞｰﾙ･ﾌｨﾙ/ﾛﾝﾊﾞｰﾙ

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡2ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡1959年録音｡ｽﾃﾚ
ｵ初期におけるｱﾒﾘｶでのこの曲の代表的
名盤。
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ

仏･ｴﾗｰﾄ/STU71460/2200 円

7124

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
ｽﾀｰﾝ(vn)/ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管/ｵｰﾏﾝﾃﾞｨ

7125

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第5番｢皇帝｣

ﾊﾞｯｸﾊｳｽ(p)/ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/C.ｸﾗｳｽ

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1963年録
音｡陰影に富むﾋﾟｱﾉの表現の深さは特筆
もの｡ﾗｲﾅｰの伴奏も見事で､ｸﾗｲﾊﾞｰﾝの
最高傑作の1つ｡

7123

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲

独･ｱﾙﾋｰﾌ/2533405/2200 円

7128

四重奏曲wq.93-95
ﾌﾙｰﾄ･ｿﾅﾀwq.133

ﾊｲﾄﾞﾝ

ﾚｻﾞﾃﾞｭｰ

ﾊﾞﾘﾄﾝ三重奏曲
Hob.ⅩⅠ-61､52､101､96&44

ﾐｭﾝﾍﾝ･ﾊﾞﾘﾄﾝ=ﾄﾘｵ
［ｴｯｹﾞﾌﾞﾚﾋﾄ/D.ｺﾞﾘﾂｷｰ/W.ｼｭﾐｯﾄ］
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾉｰｺｰﾄ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡
1978年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡作品の構成はｵｰｿ
ﾄﾞｯｸｽな初期ｿﾅﾀ。ﾊﾞﾘﾄﾝはｶﾞﾝﾊﾞ系の弦楽
器､深い音色が魅力｡

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1987年
録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡優秀録音。MAKから独立
したA.ｼｭﾀｲｱｰらが作った凄腕古楽Ens。
CD時代に活躍し、LPﾚｺｰﾄﾞはとても貴
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7129

米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/XWN18679/3300 円
ﾀﾆｪｴﾌ
ｱﾘｬﾋﾞｴﾌ

7130

ﾋﾟｱﾉ三重奏曲
ﾋﾟｱﾉ五重奏曲*

ｳｨｰﾝ奇想曲
ﾏﾙﾃｨｰﾆの様式によるｱﾝﾀﾞﾝﾃｨｰﾉ
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆの様式によるｱﾚｸﾞﾚｯﾄ、他
ﾊﾟｰﾙﾏﾝ(vn)/ｻﾝﾀﾞｰｽ(p)

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡切手ﾗﾍﾞﾙ｡1975年録音｡現代
の名手ﾊﾟｰﾙﾏﾝによるｸﾗｲｽﾗｰ暖かみある
技巧と歌｡

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2720031/15400 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ

独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C063-02739/2200 円
ｸﾗｲｽﾗｰ

ｵﾎﾞｰﾘﾝ､ｵｲｽﾄﾗﾌ､ｸﾇｼｪｳﾞｨﾂｷｰ
*ｷﾞﾚﾘｽ(p)/ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝSQ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1950年代中期録音｡露ﾒﾛﾃﾞｨｱ原盤。当時
ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰはﾒﾛﾃﾞｨｱのｱﾒﾘｶ発売窓口
だった｡

7131

受付期限：12月08日(水)

7132

ﾋﾟｱﾉ・ｿﾅﾀ全集

露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/ND04104-5/2750 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

ｴｯｼｪﾝﾊﾞｯﾊ(p)

ｵﾎﾞｰﾘﾝ(p)

G｡7枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡布ｹｰ
ｽ｡1967-70年録音｡当時のｴｯｼｪﾝﾊﾞｯﾊは
ﾓｰﾂｧﾙﾄ弾きとして有名｡定番として一つ
は欲しいｾｯﾄ､正統的ﾓｰﾂｧﾙﾄ解釈の名

7133

G｡露ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1950年代中期録音｡ｿﾘｽﾄとしての録音が
稀少なｵﾎﾞｰﾘﾝの名盤。高貴さと誠実さで
聴衆を魅了する名匠ｵﾎﾞｰﾘﾝの演奏。

仏･ﾊﾙﾓﾆｱ･ﾑﾝﾃﾞｨ/HM5130/2750 円
ｸﾘｽﾏｽ･ｵﾗﾄﾘｵ
[降誕祭の為のｶﾝﾃｨｸﾑ]
われらの主ｲｴｽ･ｷﾘｽﾄの降誕に寄せて

ｶﾝﾌﾟﾗ

ﾃ･ﾃﾞｳﾑ
見よ天使達のﾊﾟﾝを

ﾓﾝﾃｲﾕ(S)､ﾏｯﾗﾌﾞﾚﾗ(T)/ｶｲﾔｰﾙ合唱団
ﾓﾝﾃ･ｶﾙﾛ国立ｵﾍﾟﾗ管/ﾌﾚﾓｰ
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ﾋﾟﾝｸ･ﾊｰﾌﾟ･ﾗﾍﾞﾙ｡1962年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ｽｹｰﾙ雄大、ｳﾞｪﾙｻｲﾕ宮殿の
庭の如きｼﾝﾒﾄﾘｯｸな美。ｶｲﾔｰﾙ合唱団の
美しいﾊｰﾓﾆｰに聴きほれる。

ﾚｻﾞｰﾙ･ﾌﾛﾘｻﾝ/ｸﾘｽﾃｨｰ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1983年録音｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ。ﾑﾝﾃﾞｨらしい優秀録音。雅やかなｵ
ﾗﾄﾘｵ演奏､ｼｯﾄﾘとした表情もまさに聖夜。

蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/SC71AX303/8250 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ

仏･ｴﾗｰﾄ/STE50133/5500 円

7134

ｼｬﾙﾊﾟﾝﾃｨｴ

7135

7136

ﾖﾊﾈ受難曲

独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/SHZE148/2750 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
野ばら､魔王､死と乙女
ます､菩提樹､さすらい､笑いと涙､他

ｷﾞｰﾍﾞﾙ(S)､ﾍﾌｹﾞﾝ(A)､ﾍﾌﾘｶﾞｰ(T)､ﾍﾞﾘｰ(Bs)
ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管､ｵﾗﾝﾀﾞ放送cho./ﾖｯﾌﾑ

F=ﾃﾞｨｰｽｶｳ(Br)/ﾑｰｱ(p)

G｡3枚組｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡
1967年録音｡無骨を地で行くﾖｯﾌﾑらしい
骨太の荘厳なﾊﾞｯﾊ｡ｿﾘｽﾄもｷﾞｰﾍﾞﾙ､ﾍﾌﾘ
ｶﾞｰと宗教曲のｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄを揃えた。

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾍﾙﾂ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年前後録音｡
ｽﾃﾚｵ初期録音から有名曲を抜粋。

米･ﾛﾝﾄﾞﾝ/CS6179/4400 円

7137
ﾌﾞﾘﾃﾝ

『ｼｭﾄﾗｲﾋ/ﾜﾙﾂと民謡を歌う』
ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙ(ｱﾘｬﾋﾞｴﾌ)
ｳﾞｨﾗﾈﾙ(ﾃﾞﾗｯｸｧ)､口づけ(ｱﾙﾃﾞｨｰﾃｨ)
夏の名残りのばら(ﾌﾛﾄｳ)、他
ｼｭﾄﾗｲﾋ(S)/ﾍﾞﾙﾘﾝ放送響/ｹﾞｰﾍﾞﾙ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡10ｲﾝﾁ｡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｡ｺﾛﾗﾄｩｰﾗの天才的
ｴﾝﾀｰﾃｲﾅｰ･ｼｭﾄﾗｲﾋが自在に歌うｺﾛﾗﾄｩｰ
ﾗのﾚｷﾞｭﾗｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｡

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾗｰｼﾞFFSSﾗﾍﾞﾙ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾊﾞｯｸ･
ｼﾞｬｹ｡1959年録音｡米初出。ﾌﾞﾚｲﾝの後継
者たるﾀｯｸｳｪﾙが吹く当LPが決定盤。

伊･ﾒﾛﾄﾞﾗﾑ/MEL420/8250 円
ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ

7141

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/17052/5500 円

7138

夜想曲
4つの海の間奏曲とﾊﾟｯｻｶﾘｱ

ﾋﾟｱｰｽ(T)、ﾄﾞ･ﾍﾟｲｴ(cl)、ﾀｯｸｳｪﾙ(hrn)､他
ﾛﾝﾄﾞﾝ響､ｺｳﾞｪﾝﾄ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ歌劇場管/ﾌﾞﾘﾃﾝ

7139

四季

7140

ｼﾁﾘｱ島の夕べの祈り

英･ＥＭＩ/SAN108-9/33000 円
ﾏｽｶｰﾆ

ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ

ｶﾗｽ(S)､ﾊﾞﾙﾃﾞｨ=ｺｺﾘｵｽ(T)､ﾏｽｹﾘｰﾆ(Br)､
ｸﾘｽﾄﾌ(Bs)/ﾌｨﾚﾝﾂｪ音楽祭管/E.ｸﾗｲﾊﾞｰ

ﾛｽ･ｱﾝﾍﾚｽ(S)､F.ｺﾚﾙﾘ(T)､ｾﾚｰﾆ(Br)
ﾛｰﾏ歌劇場管/ｻﾝﾃｨｰﾆ

G｡3枚組｡伊ﾌﾟﾚｽ｡八角形ﾗﾍﾞﾙ｡1951年録
音｡5.26.ﾌｨﾚﾝﾂｪ・ﾗｲｳﾞ。ﾃﾞｳﾞｭｰ後４年の若
きｶﾗｽ。親父ｸﾗｲﾊﾞｰの歴史的ﾗｲｳﾞでもあ
ります。

G｡2枚組｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾆｯﾊﾟｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡
1962年録音｡ｻﾝﾃｨｰﾆの指揮が叙情性の
豊かな美しい。ｱﾝﾍﾚｽの格調高い歌唱が
抜群｡情熱的なｺﾚﾙﾘと良い対照｡

独･ﾏﾙｶｰﾄ/92523/2750 円

7142

『ｱﾝﾅ･ﾓｯﾌｫ/心からの贈り物』
ｼﾞﾌﾟｼｰの恋､お気に入り､こうもり
ﾛｼｱの皇太子､ﾃﾞｭﾊﾞﾘｰ伯爵夫人
ﾂｨﾝﾊﾞﾛﾝの響きを聞けば､、他
ﾓｯﾌｫ(S)
管弦楽団/ｸﾞﾗﾃｨｽ､ｳｪﾙﾅｰ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾊﾟｰﾌﾟﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡独ｵｲﾛﾃﾞｨｽｸ原
盤。初々しい美声を聴かせる､若きﾓｯﾌｫ
のｵﾍﾟﾚｯﾀ･ｱﾙﾊﾞﾑ｡

英･ＥＭＩ/SAX2283/6600円
『ｼｭﾜﾙﾂｺｯﾌﾟ/ｵﾍﾟﾚｯﾀ･ﾘｻｲﾀﾙ』
ﾛｼｱの皇太子､ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ伯爵
ｼﾞｭﾃﾞｨｯﾀ､小鳥売り､抗夫長､ﾎﾞｯｶﾁｵ
ｵﾍﾟﾗ舞踏会､ｳｨｰﾝ君こそ私の夢の街
ｼｭﾜﾙﾂｺｯﾌﾟ(S)/ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ｱｯｶｰﾏﾝ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｾﾐ･ｻｰｸﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1957年録音｡
爛熟したなまめかしい糜爛に触れる｡ｼｭ
ｳﾞｧﾙﾂｺｯﾌﾟ極上の蕩ける如き濃厚なｵﾍﾟ
ﾚｯﾀの世界｡
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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

