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7201

英･ﾃﾞｯｶ/HDNA1-J46/特価70840 円
ﾊｲﾄﾞﾝ

7202

交響曲全集

受付期限：12月22日(水)
露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/C10-18171/4400 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

交響曲第4番

ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ･ﾌﾝｶﾞﾘｶ/ﾄﾞﾗﾃｨ
ﾚﾆﾝｸﾞﾗｰﾄﾞ･ﾌｨﾙ/ﾑﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ
G｡9巻46枚組｡通常価格=101200円。巨大
ｾｯﾄにつき30%OFFとしました。英ﾌﾟﾚｽ｡肖
像画ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1968-72年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ｼｮﾙﾃｨのﾘﾝｸﾞと並ぶ、ﾃﾞｯｶの
金字塔。演奏も大変優れている。

7203

G｡露ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1973年録音｡ﾗｲｳﾞ
名演として知られるが､会場ﾉｲｽﾞでﾑﾗｳﾞｨ
ﾝｽｷｰが発売にｸﾚｰﾑをつけた逸話は有
名。

米･ＲＣＡ/LSC2343/特価5500 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

7204

交響曲第5番｢運命｣
ｺﾘｵﾗﾝ序曲

ｼｶｺﾞ響/ﾗｲﾅｰ
P+｡(良品価格=6600円)｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･
ﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959年録音｡優秀なｵｹ･ｱﾝｻ
ﾝﾌﾞﾙ､迷いの無い明晰な解釈。弱音から
最強音まで､全てにﾊﾞﾗﾝｽが保たれてい
る。

7205

P+｡(良品価格=2750円)｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗ
ﾍﾞﾙ｡1967年録音｡ﾌｪｰｽﾞ4ｼﾘｰｽﾞ。ﾄﾞﾗﾃｨ3
度目の「新世界」録音。洗練された音彩
で､趣味の良い音楽が展開される｡

7206

交響曲第12番｢1917年｣

露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/C10-19299/4400 円
ｼｮｽﾀｺｰｳﾞｨﾁ

ﾚﾆﾝｸﾞﾗｰﾄﾞ･ﾌｨﾙ/ﾑﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ

G｡露ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1976年録音｡ｵｹ本
拠地ﾎｰﾙでのﾗｲｳﾞ。全ての無駄を省いて
研ぎ澄まされた稀有な名演。

露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/33CM-02863/4400 円

ﾘｴｰｼﾞｭ管/ﾎﾟｰﾙ･ｼｭﾄﾗｳｽ
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡切手ﾗﾍﾞﾙ｡赤枠ｼﾞｬｹ｡1976年
録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。ｸｧﾄﾞﾗﾌｫﾆｯｸ盤。ﾘｴｰｼﾞｭ音
楽院ﾎｰﾙでの名録音。ｼｶｺﾞ響のｳﾞｧｲｵﾘﾝ
奏者から転身したP.ｼｭﾄﾗｳｽの名盤。

7210

ｵﾙｶﾞﾝ協奏曲op.4-1&2

米･ｶｳﾝﾀｰﾎﾟｲﾝﾄ/CPTS5555/1650 円
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ
ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ

ﾁｪﾛ協奏曲変ﾛ長調
ﾁｪﾛ協奏曲ｲ短調､同ﾄ短調

ﾄﾞﾒｯｼｭｰ(org)/ｽｲｽ･ﾛﾏﾝﾄﾞ管/ｱﾝｾﾙﾒ

ﾊﾟﾘｿﾞ(vc)/ﾎﾞﾙﾃｨﾓｱ音楽院管/ｽﾁｭｱｰﾄ

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡銀文字ﾗﾍﾞﾙ｡外溝ﾌﾗｯﾄ盤｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録音｡ｼｭﾈｰｳﾞ･ｳﾞｨｸﾄﾘ
ｱ･ﾎｰﾙでの録音。ｱﾝｾﾙﾒの大変珍しいﾍ
ﾝﾃﾞﾙ､夭逝の名女流との共演盤。

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾚﾝｼﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1958年録音｡ｽﾄﾗ
ﾃﾞｨｳﾞｧﾘの銘器を使用｡主に室内楽で活
躍したﾊﾟﾘｿﾞの数少ない協奏曲録音｡

仏･ﾃﾞｯｶ/7483/11000 円

7211
ﾓｰﾂｧﾙﾄ

7213

『ｼﾝﾌｫﾆｯｸ大行進曲集』
ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲、ﾀﾞｯﾀﾝ人の行進
威風堂々第1番、鉛の兵隊の行進、他

英･ﾃﾞｯｶ/LXT2759/3300 円
ﾍﾝﾃﾞﾙ

仏･ﾊﾟﾃ/2C069-14156/2750 円

7208

「ﾚﾆﾝｸﾞﾗｰﾄﾞ･ﾌｨﾙ･ｶﾞﾗ･ｺﾝｻｰﾄ」
ﾙｽﾗﾝとﾘｭﾄﾞﾐﾗ序曲､ﾌｨｶﾞﾛの結婚序曲
牧神の午後への前奏曲
ﾄｩｵﾈﾗの白鳥、ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝ第3幕の前奏曲
ﾚﾆﾝｸﾞﾗｰﾄﾞ･ﾌｨﾙ/ﾑﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ
G｡露ﾌﾟﾚｽ｡黒ﾗﾍﾞﾙ｡1965年録音｡ﾗｲｳﾞ録
音。度肝を抜く超高速ﾙｽﾗﾝで始まる序曲
集。牧神の透明感にもｵｹの水準の高さ
が表れている。

7209

交響曲第15番
ﾚﾆﾝｸﾞﾗｰﾄﾞ･ﾌｨﾙ/ﾑﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ

G｡露ﾌﾟﾚｽ｡黒ﾗﾍﾞﾙ｡1961年録音｡この曲
の初演者ﾑﾗｳﾞｨﾝｽｷｰによるｽﾃﾚｵ初録音
の名盤。

7207

交響曲第9番「新世界より」
ﾆｭｰ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ﾄﾞﾗﾃｨ

露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/33C0245/4400 円
ｼｮｽﾀｺｰｳﾞｨﾁ

英･ﾃﾞｯｶ/PFS4128/特価2200 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ

7212

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第4、5番

蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6747104/特価8800 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

ﾋﾟｱﾉ協奏曲全集

ﾎﾞﾍﾞｽｺ(vn)/ｲｻﾞｲ室内管

ﾋﾞｼｮｯﾌﾟ(p)
BBC響､ﾛﾝﾄﾞﾝ響(#5)/C.ﾃﾞｲｳﾞｨｽ

G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾚﾝｼﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1975
年録音｡自らのｱﾝｻﾝﾌﾞﾙをﾊﾞｯｸに雅で華
やかなｿﾛを繰り広げる。気軽にｻｲﾝに応
じ､気さくで明るい人柄も魅力でした。

G｡(良品価格=11000円)｡4枚組｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼ
ﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1969-74年録音｡ﾗﾍﾞﾙ
に白帯でｻﾝﾌﾟﾙ表示。この世代を代表す
るﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ弾きﾋﾞｼｮｯﾌﾟ渾身の全集｡

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/413445-1/特価2200 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

7214

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2、4番

蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/835474LY/11000 円
ﾘｽﾄ

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1、2番

ﾎﾟﾘｰﾆ(p)/ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ﾖｯﾌﾑ､ﾍﾞｰﾑ
ﾘﾋﾃﾙ(p)/ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ｺﾝﾄﾞﾗｼﾝ
G｡(良品価格=2750円)｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲ
ﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1976､82年録音｡ｼﾞｬｹ
破｡第2番は全集BOXが初出で、分売は
当盤が初。ﾍﾞｰﾑが亡くなったため､第1､2
番はﾖｯﾌﾑと録音した｡

G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾊｰﾄﾞｶ
ｳﾞｧｰ･ｼﾞｬｹ｡1961年録音｡渡英中の米ﾏｰ
ｷｭﾘｰ録音ﾁｰﾑも参加した名録音。ﾘﾋﾃﾙ
の強靭な打鍵､そのﾊﾟﾜｰに圧倒される決

1
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7215

ｽﾍﾟｲﾝ･ｱﾙﾊﾝﾌﾞﾗ/MCC30054/2200 円
ﾛﾄﾞﾘｰｺﾞ
ﾌｧﾘｬ

7216

ｱﾗﾝﾌｪｽ協奏曲
ｽﾍﾟｲﾝの庭の夜*

G｡ｽﾍﾟｲﾝﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓ
ﾉﾗﾙ｡1958年録音｡曲良し､ｿﾘｽﾄ良し､指揮
者良しの三位一体の名演である。

米･ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ/CRSB2822/特価8250 円

ﾓｰﾂｧﾙﾄ

蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6770007/4400 円

7220

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀop.162
「しおれた花」による変奏曲D802

ﾌﾞﾗｰﾑｽ

ｸﾚｰﾒﾙ(vn)/ﾏｲｾﾝﾍﾞﾙｸ(p)

G｡2枚組｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1967
年録音｡再発BOX。ﾌﾞﾗｰﾑｽ作か疑問の
番号なしのｲ長調のﾄﾘｵも収録｡

英･ＥＭＩ/EG2702281/2750 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

7222

ﾋﾟｱﾉ三重奏曲
｢偉大な芸術家の思い出に｣

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡1972年録音｡ﾃﾙ･ｱｳﾞｨ
ｳﾞのﾗｲｳﾞをｲｽﾗｴﾙ放送音源から1985年
にﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ･ﾘﾏｽﾀｰで復刻。最後のｽﾀｼﾞｵ
録音より後の演奏。

米･ｵﾃﾞｭｯｾｲ/Y33520/1650 円

7224

『ﾌﾙｰﾄとﾊｰﾌﾟのための音楽』
ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰｳﾞｽﾞ(作者不詳)
ﾌｫｰﾚ：子守歌､ｸﾙﾑﾎﾙﾂ：ｿﾅﾀ ﾍ長調
ﾛｯｼｰﾆ：序奏と変奏､ｲﾍﾞｰﾙ：間奏曲､他
ﾗﾝﾊﾟﾙ(fl)/ﾗｽｷｰﾇ(hp)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1964年録音｡再
発。仏ｴﾗｰﾄ原盤。音楽の喜びの極みとも
言うべき､2人の名手の競演｡

J.S.ﾊﾞｯﾊ
C.P.E.ﾊﾞｯﾊ

7226

無伴奏ﾌﾙｰﾄ･ｿﾅﾀBWV.1013
無伴奏ﾌﾙｰﾄ･ｿﾅﾀWq.132

仏･ﾊﾟﾃ/2C069-00299/特価2200 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

｢さすらい人幻想曲｣
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第13番

ﾘﾋﾃﾙ(p)
G｡(良品価格=2750円)｡仏ﾌﾟﾚｽ｡切手ﾗﾍﾞ
ﾙ｡赤枠ｼﾞｬｹ｡1963年録音｡ｼﾞｬｹ内側ｼﾐ｡
“さすらい人”はﾘﾋﾃﾙ唯一の録音で､共に
ﾊﾟﾘ録音と云われている。ﾀﾞｲﾅﾐｸｽと抒情
の表出が素晴らしい｡

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡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｡演奏を引き立てる秀逸な
録音も聴きもの。自在な流動性とふくよか
な音色を聴かせる名手ﾏｲｾﾞﾝ。

仏･ﾊﾟﾃ/FALPPM30397/3300円
ﾘｽﾄ

平均律ｸﾗｳﾞｨｰｱ第1&2巻

ｹﾈｽ･ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ(cemb)
G｡5枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1983
年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ｹｰｽ少々汚れ。長鉄氏
も絶賛したｼｬﾝﾍﾟﾝ･ｺﾞｰﾙﾄﾞの音色｡新ﾊﾞｯﾊ
全集のための録音中､その白眉ではない
だろうか｡

ﾊﾟｳﾙ･ﾏｲｾﾞﾝ(fl)

7227

独･ｱﾙﾋｰﾌ/413439-1/13750 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ

独･ＭＤ+Ｇ/G1070/2750 円

7225

独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/SHZEL60/2750 円
『D.ｵｲｽﾄﾗﾌ/ｱﾝｺｰﾙ小品集』
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：月の光、ﾌｧﾘｬ：ﾎﾀ
ｲｻﾞｲ：ｴｸｽﾀｼｰ、ｺﾀﾞｰｲ：3つのﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ：ﾜﾙﾂ･ｽｹﾙﾂｫ、ｽｰｸ：愛の歌
D.ｵｲｽﾄﾗﾌ(vn)/ﾔﾝﾎﾟﾘｽｷｰ(p)
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾍﾙﾂ･ﾗﾍﾞﾙ｡1956年録音｡再
発。ｵﾘｼﾞﾅﾙは英SAXの激ﾚｱ盤｡名手ｵｲｽ
ﾄﾗﾌの絶頂期を今に伝えるｱﾝｺｰﾙ小品の
名盤｡

ﾊﾞﾚﾝﾎﾞｲﾑ(p)､ｽﾞｰｶｰﾏﾝ(vn)､ﾃﾞｭ･ﾌﾟﾚ(vc)

7223

ﾋﾟｱﾉ三重奏曲第1-3番
同三重奏曲ｲ長調
ﾎﾞｻﾞｰﾙ･ﾄﾘｵ

G｡露ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1973年録音｡鬼才
二人がｼｭｰﾍﾞﾙﾄに新たな方向から光をあ
てる。

7221

ﾋﾟｱﾉ四重奏曲第1、2番

ﾌｰ･ﾂｫﾝ(p)､ﾒﾆｭｰｲﾝ(vn)
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ(va)､ｶｻﾄﾞ(vc)
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ｾﾐ･ｻｰｸﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1966年録音｡
ﾒﾆｭｰｲﾝ音楽祭(英)ﾒﾝﾊﾞｰによる室内楽録
音､この年に亡くなった名匠ｶｻﾄﾞ最後の
録音としても貴重。

露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/33C04525-6/3300 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

仏･ﾊﾟﾃ/2C061-00330/4400 円

7218

J.S.ﾊﾞｯﾊ ｳﾞｧｲｵﾘﾝとﾁｪﾝﾊﾞﾛの為のｿﾅﾀ集
[BWV.1014-1019、1021､1023]
ｿｰﾆｬ･ﾓﾉｿﾌ(vn)
ｳｨｰﾊﾞｰ(cem)､ﾀﾞｳﾞｨﾄﾞﾌ(gamb)
G｡(良品価格=9900円)｡3枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾟ
ﾗﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡1969年録音｡ｹｰｽ破｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡
米ｽﾐｿﾆｱﾝ博物館所蔵の銘器(ｼﾞｬｹ写)で
の演奏。ﾄﾞｲﾂのﾗｳﾃﾝﾊﾞｯﾊｰ女史に比肩
するﾊﾞﾛｯｸの大家。

7219

ﾁｪｺ･ｽﾌﾟﾗﾌｫﾝ/SUAST50389/2750円
｢ﾊﾞｯﾊ一族の室内楽曲集｣
C.P.E.ﾊﾞｯﾊ：ﾄﾘｵ･ｿﾅﾀ ﾎ長調
W.F.ﾊﾞｯﾊ：ﾄﾘｵ･ｿﾅﾀ ｲ短調[断章]
J.S.ﾊﾞｯﾊ：ﾄﾘｵ･ｿﾅﾀBWV.1039､他
ｱﾙｽ･ﾚﾃﾞｨｳﾞｨｳﾞｧ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ
G｡ﾁｪｺﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1963年録音｡他
に､J.C.ﾊﾞｯﾊ：五重奏曲ﾆ長調。ﾑﾝﾂﾘﾝｹﾞﾙ
の演奏が､宮廷音楽を芸術的な高さで表
現。

ｲｴﾍﾟｽ(g)､ｿﾘｱｰﾉ(p)*
ｽﾍﾟｲﾝ国立管/ｱﾙﾍﾝﾀ

7217

受付期限：12月22日(水)

仏･ﾊﾟﾃ/FALP30064/3300 円

7228

ﾊﾝｶﾞﾘｰ狂詩曲第1-5番

ﾘｽﾄ

ｼﾌﾗ(p)

ﾊﾝｶﾞﾘｰ狂詩曲第2､6､12､15番
ｼﾌﾗ(p)

G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ｾﾐ･ｻｰｸﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗ
ﾙ｡1956年録音｡再発｡ｼﾌﾗの強い音､粘り
あるﾘｽﾞﾑはﾘｽﾄ弾きとして最高の資質｡

G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ｾﾐ･ｻｰｸﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗ
ﾙ｡1956年録音｡強烈な節回しが忘れられ
ないﾘｽﾄ演奏。
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◆新着盤速報2021年11月23日／即受け
7229

露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/M10-44235001/3300 円

7230

｢ｴﾏﾇｴﾙ･ﾌｫｲｱﾏﾝの芸術｣
ﾌﾞﾗｰﾑｽ：二重協奏曲、ﾌﾞﾛｯﾎ：ｼｪﾛﾓ
ｷｭｲ：ｵﾘｴﾝﾀﾙ、ｱﾙﾍﾞﾆｽ：ﾀﾝｺﾞ
ﾌｫｲｱﾏﾝ(vc)､ﾊｲﾌｪｯﾂ(vn)
ｵｰﾏﾝﾃﾞｨ､ｽﾄｺﾌｽｷｰ､ﾑｰｱ(p)
G｡露ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1939､他録音｡偉大な歴史的名演奏家ｼ
ﾘｰｽﾞ。1942年に病没した名手ﾌｫｲｱﾏﾝの
遺産､何れもが貴重だ。

7231

G｡(良品価格=6600円)｡3枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｲｴ
ﾛｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1986年録音｡BOOKｼﾐ｡ｷﾞｰｾﾞｷ
ﾝｸﾞに師事し､ｷﾞﾙﾄﾞﾎｰﾙ音楽院で教授を
務める等､ｶﾅﾀﾞ出身の名手ﾄﾙｰﾌﾟの多層
的な名演奏。

7232

独･ｴﾃﾙﾅ/826427/2200 円

7234

ﾏｹﾞﾛｰﾈのﾛﾏﾝｽ

米･ＲＣＡ/LSC2497/4400 円

『ﾌｪﾘｱｰ/ﾊﾞｯﾊ&ﾍﾝﾃﾞﾙ･ｱﾘｱ集』
ﾐｻ曲ﾛ短調､ﾏﾀｲ受難曲
ﾖﾊﾈ受難曲､ｻﾑｿﾝ､ﾒｻｲｱ､ﾏｶﾍﾞｳｽのﾕﾀﾞ

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年録
音｡第2版｡内容把握はF=ﾃﾞｨｰｽｶｳに比べ
られる､若き日の名唱。

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡銀文字ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1952年録音｡後に伴奏のみｽﾃﾚｵで発売
の元となった曰くつきの録音。

ﾌｪﾘｱｰ(A)/ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙ/ﾎﾞｰﾙﾄ

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/19103/特価16500 円

7238 伊･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ/DMC07/2200 円
ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ

仮面舞踏会[抜粋]

ｶﾗｽ､ｼﾐｵﾅｰﾄ､ﾃﾞｨ･ｽﾃﾌｧﾉ､ﾊﾞｽﾃｨｱﾆｰﾆ
ｽｶﾗ座管&合唱団/ｶﾞｳﾞｧｯﾂｪｰﾆ
G｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾘｰﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1957年録音｡BOOK付き｡全曲
録音からの抜粋盤。最高のｷｬｽﾃｨﾝｸﾞの
歌手陣｡1957年ｽｶﾗ座ｼｰｽﾞﾝ･ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ
の名ﾗｲｳﾞ。

英･ＥＭＩ/SAX2410/13200円

7240

「ｶﾗｽ/ﾌﾗﾝｽ･ｵﾍﾟﾗ･ｱﾘｱ集」
〜ｵﾙﾌｪｵとｴｳﾘﾃﾞｨｰﾁｪ
ｱﾙﾁｪｽﾃ、ｶﾙﾒﾝ、ｻﾑｿﾝとﾃﾞﾘﾗ、ﾐﾆｮﾝ
ﾛﾒｵとｼﾞｭﾘｴｯﾄ、ﾙ･ｼｯﾄﾞ、ﾙｲｰｽﾞ
ｶﾗｽ(S)/ﾌﾗﾝｽ国立放送管/ﾌﾟﾚｰﾄﾙ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｾﾐ･ｻｰｸﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1961年録音｡
第2版だが､これも最近は見掛けなくなっ
た。通称「ﾊﾟﾘのﾏﾘｱ･ｶﾗｽ」として知られる
名盤。

7241

英･ﾃﾞｯｶ/LXT5382/2200 円

7236

『ｳﾞｨｼﾈﾌｽｶﾔ/ﾛｼｱ歌曲ﾘｻｲﾀﾙ』
ｼｮｽﾀｺｰｳﾞｨﾁ：ｲｽﾞﾏｲﾛｳﾞｧのｱﾘｱ
ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ：美しい人よ､私の為に歌わないで
ｸﾞﾘﾝｶ：舟歌､ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ：彼女に､なぜ
ｳﾞｨｼﾈﾌｽｶﾔ(S)/ﾃﾞﾃﾞｭｰｷﾝ(p)

｢ﾘﾀ・ｼｭﾄﾗｲﾋ/ﾘｰﾀﾞｰｱｰﾍﾞﾝﾄ｣
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：ます、ｳﾞｫﾙﾌ：子守歌
ﾐﾖｰ：4つのﾛﾝｻｰﾙの歌、R.ｼｭﾄﾗｳｽ：星
ﾆｺﾗｲ：ｳｪｰﾊﾞｰの主題の子守歌､他
ｼｭﾄﾗｲﾋ(S)/ｳｪﾙﾊﾞ(p)
P+｡(良品価格=22000円)｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾁｭｰﾘｯ
ﾌﾟ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾌﾗｯﾄ厚手ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1956年録音｡ｼﾞｬｹ破&書き込み｡選曲も含
めﾓﾉﾗﾙ期ｼｭﾄﾗｲﾋの筆頭盤｡

7239

蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6514284/2200 円
『ｱﾒﾘﾝｸﾞ/ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞを歌う』
枯葉、ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ、わが心に歌えば
身も心も、ﾐﾙｳｫｰｷｰのいとこ、私の彼氏
夜の静けさ、ﾆｭｰﾖｰｸの秋、他全12曲
ｱﾒﾘﾝｸﾞ(S)/ｳﾞｧﾝ･ﾀﾞｲｸ(p)
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1982年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ｼﾞｬｰｼﾞｰなｱﾒﾘﾝｸﾞがｶﾞｰｼｭｲﾝや
ﾎﾟｰﾀｰを歌う。ｵﾗﾝﾀﾞのｼﾞｬｽﾞ･ﾋﾟｱﾆｽﾄの
ﾊﾞｯｸも素敵､まさにｱﾌﾀｰ･ｱﾜｰｽﾞ。

G｡露ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1970年録音｡独ｴ
ﾚｸﾄﾛｰﾗの録音で、このｴﾃﾙﾅ盤は露ﾒﾛ
ﾃﾞｨｱから契約取得したﾌﾟﾚｽで発売。

7237

ﾄﾞｲﾂ･ﾚｸｲｴﾑ
ﾊｲﾄﾞﾝ変奏曲

M.ﾌﾟﾗｲｽ(S)､ｱﾚﾝ(Br)
ﾊﾞｲｴﾙﾝ放送響､同音楽院cho./ｻｳﾞｧﾘｯｼｭ
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡
1983年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡秀逸な録音含め､ﾄﾞ
ﾂ･ﾚｸ定番中の上位定盤。鎮魂の歌声､ｻ
ｳﾞｧﾘｯｼｭの敬虔な指揮も素晴らしい｡

F=ﾃﾞｨｰｽｶｳ(Br)/ﾘﾋﾃﾙ(p)

7235

独･ｵﾙﾌｪｵ/S039842H/4400 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ

ﾛﾝﾄﾞﾝ中世ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ
G｡(良品価格=6600円)｡3枚組｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡新
ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1981年録音｡3枚目少ｿﾘ､
ｹｰｽ破｡画期的なｵｹｹﾞﾑ全集として日本
でも高い評価｡透明度さえ程よくｺﾝﾄﾛｰﾙ
されてる｡
ﾌﾞﾗｰﾑｽ

幼児ｲｴｽﾞｽにそそぐ20の眼差し
ﾏﾙｺﾑ･ﾄﾙｰﾌﾟ(p)

世俗作品全集

7233

英･ｱﾙﾀﾙｽ/AIR2-9099/特価4950 円
ﾒｼｱﾝ

英･ｵﾜｿﾞﾘｰﾙ/D254D3/特価4950 円
ｵｹｹﾞﾑ

受付期限：12月22日(水)

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/136368/13200 円
『ｼｭﾄﾗｲﾋ/ｵﾍﾟﾗ･ｱﾘｱ集』
ﾗﾝﾒﾙﾓｰﾙのﾙﾁｱ、ﾒﾘｰ･ｳｨﾄﾞｩ
ﾌｨｶﾞﾛの結婚､金鶏､ﾎﾌﾏﾝ物語、他
ｼｭﾄﾗｲﾋ(S)
ﾍﾞﾙﾘﾝ放送響/ｹﾞｰﾍﾞﾙ､R.ｸﾗｳｽ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960-62年録
音｡第2版。ﾘﾀ・ｼｭﾄﾗｲﾋの甘美な歌声を堪
能できるﾘﾘｯｸなｱﾘｱ集。

伊･ＥＭＩ/3C061-17168/2200円

7242

『ﾃﾞﾙ･ﾓﾅｺ/ｵﾍﾟﾗ･ｱﾘｱ集』
〜ｵﾃﾛ､ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ
ｱﾝﾄﾞﾚｱ･ｼｪﾆｴ､ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ
ｳｪﾙﾃﾙ､ｱｲｰﾀﾞ､ﾏﾉﾝ･ﾚｽｺｰ
ﾃﾞﾙ･ﾓﾅｺ(T)/RAIﾐﾗﾉ響/ｸｧﾄﾞﾘ
G｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡擬似ｽﾃﾚｵ｡1950
年代初め録音｡ｵﾃﾞｵﾝ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞﾙ･ﾓﾅ
ｺ渾身の歌唱を堪能できる格好のﾍﾞｽﾄ･ｱ
ﾙﾊﾞﾑ｡

英･ﾙﾋﾞﾆ/RDA003/5500 円
『ﾛｯﾃ・ﾚｰﾏﾝ/名唱集』
〜ﾌｨｶﾞﾛの結婚、ﾄﾞﾝ・ｼﾞｮﾊﾞﾝﾆ
ｵﾍﾞﾛﾝ、ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸのﾏｲｽﾀｰｼﾞﾝｶﾞｰ
ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ、ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝ、ﾜﾙｷｭｰﾚ、他
ﾛｯﾃ･ﾚｰﾏﾝ(S)
G｡2枚組｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓ
ﾉﾗﾙ｡1920-30年代録音｡全てｵﾍﾟﾗ･ｱﾘｱ集
の良質復刻｡20世紀前半、最高の実力と
人気を誇った名ﾌﾟﾘﾏ｡
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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

