国内盤セール
１．掲載品は全て日本盤です。
２．盤質はＧからＰ＋相当です。
３．特に記載が無い場合はジャケットの帯は
ありません。

２ ０ ２ ２年 ２ 月 ２ ２ 日発行
㈱レコード・ライブラリー
TEL 022-265-4573
国

内

注文番号

盤

税込み価格

セ

ー

ル

作曲家 演奏者、他

備考
レーベル／レコード番号／枚数

日-10001

ショスタコーヴィチ 交響曲第7番

¥1,100 チェコ・フィル／ノイマン

日-10002

¥550

日-10003

¥550

日-10004

¥550

日-10005

¥550

日-10006

¥550

日-10007

¥550

日-10008

¥550

日-10009

¥550

日-10010

¥550

日コロムビア／OB7331／2枚

チャイコフスキー 交響曲第4番
ウィーン・フィル／アバド
メンデルスゾーン 交響曲第3番｢スコットランド｣、第4番｢イタリア｣
フィルハーモニア管／クレンペラー
ブラームス 交響曲第1番
ドレスデン国立オペラ管／クナッパーツブッシュ
シューマン 交響曲第3番｢ライン｣、第4番
ニュー･フィル､フィルハーモニア管／クレンペラー
シューマン 交響曲第3番｢ライン｣、序曲･スケルツォ･フィナーレ
ゲヴァントハウス管／コンヴィチュニー
ブラームス 交響曲第2番、大学祝典序曲、ハンガリー舞曲集-4曲
ニューヨーク･フィル／ワルター
ブラームス 交響曲第2番／ワーグナー 名歌手前奏曲
コロムビア響／ワルター
モーツァルト 交響曲第30番、第31番｢パリ｣
ベルリン･フィル／ベーム
モーツァルト 交響曲第30番、第31番｢パリ｣
ベルリン･フィル／ベーム
1

ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1042／1枚
東芝／EAA127／1枚
キング／K20C53／1枚
東芝／EAC81064／1枚
ジャケ少破
ビクター／SFON7509／1枚
ジャケ･カビ
ソニー／SOCF118／1枚
ジャケ･カビ
ソニー／SONC10292／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2305／1枚
前記ジャケ写違
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2305／1枚

国

内

注文番号

盤

税込み価格

セ

ー

ル

作曲家 演奏者、他

備考
レーベル／レコード番号／枚数

モーツァルト 交響曲第28番、第35番｢ハフナー｣、コシ・ファン・トゥッテ序曲(’45)
ソニー／SOCF111／1枚
モーツァルト 交響曲第35番｢ハフナー｣、第31番｢パリ｣
ドレスデン･シュターツカペレ／スウィトナー
東芝／AA8714／1枚
モーツァルト 交響曲第33番、第28番、ディヴェルティメント第2番
クリーヴランド管／セル
ソニー／SONC10255／1枚
モーツァルト 交響曲第32～34番
ドレスデン･シュターツカペレ／スウィトナー
徳間／ET3041／1枚
ブルックナー 交響曲第8番
ベルリン･フィル／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG8198／2枚
ドヴォルザーク 交響曲第9番｢新世界より｣
ベルリン･フィル／フリッチャイ
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MGW5107／1枚
シューマン 交響曲第2番、マンフレッド序曲
ウィーン･フィル／シノーポリ
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／28MG0700／1枚
シューマン 交響曲第1番｢春｣、第4番
ウィーン･フィル／バーンスタイン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／28MG0887／1枚
ブルックナー 交響曲第8番
ジャケ内カビ
フィルハーモニア管／クレンペラー
東芝／EAA80041／2枚
ベートーヴェン 交響曲第7番／Ｒ．シュトラウス 死と変容
ジャケ少破
ニューヨーク･フィル／ワルター
ソニー／SOCF107／1枚
ベートーヴェン 交響曲第6番｢田園｣
パリ管／クーベリック
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／15MG3005／1枚
ベートーヴェン 交響曲第1番､第2番
ゲヴァントハウス管／コンヴィチュニー
ビクター／SFON10501／1枚
ベートーヴェン 交響曲第1番､第2番
ベルリン･フィル／クリュイタンス
東芝／AA5061／1枚
ベートーヴェン 交響曲第1番､第2番
ロンドン響／ヨッフム
東芝／EAC80528／1枚
ベートーヴェン 交響曲第2番､第4番
ジャケ内カビ
コロムビア響／ワルター
ソニー／SONC10451／1枚
シューマン 交響曲第2番、第4番
ゲヴァントハウス管／コンヴィチュニー
フォノグラム／FG5048／1枚
シューマン 交響曲第3番｢ライン｣、第4番
ジャケ少破、カビ
ドレスデン･シュターツカペレ／サヴァリッシュ
東芝／EAC55055／1枚
モーツァルト 交響曲第35番｢ハフナー｣、第38番｢プラハ｣
バンベルク響／ヨッフム
ＲＶＣ／RCL8431／1枚
モーツァルト 交響曲第38番｢プラハ｣、第39番、フィガロの結婚序曲
ニュー･フィル､フィルハーモニア管／クレンペラー
東芝／EAC40048／1枚
モーツァルト 交響曲第38番｢プラハ｣、第39番
マールボロ音楽祭管／カザルス
ソニー／13AC947／1枚
モーツァルト 交響曲第36番｢リンツ｣、第39番
コロムビア響、ニューヨーク･フィル／ワルター
ソニー／SOCF111／1枚
ベートーヴェン 交響曲第3番｢英雄｣
ベルリン･フィル／フリッチャイ
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MGW5201／1枚
モーツァルト 交響曲第28番、第29番
ジャケ破､カビ
ベルリン･フィル／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／SMG2067／1枚
モーツァルト 交響曲第39番、第36番｢リンツ｣
ベルリン･フィル／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／SLGM1364／1枚
モーツァルト 交響曲第13～16番
アカデミー室内管／マリナー
キング／SR552／1枚
モーツァルト 交響曲第40番、第41番｢ジュピター｣
ベルリン･フィル／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2007／1枚
モーツァルト 交響曲第40番、アイネ･クライネ／ケルビーニ アナクレオン序曲
赤盤
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／AB8095／1枚
シューマン 交響曲第4番、マンフレッド序曲／ウェーバー オイリアンテ序曲
ベルリン･フィル／フルトヴェングラー
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG6009／1枚
フランク 交響曲ニ短調
ジャケ･カビ
ニュー･フィルハーモニア管／クレンペラー
東芝／EAC40068／1枚
フランク 交響曲ニ短調
ボストン響／ミュンシュ
ビクター／RGC1042／1枚

日-10011

¥550 コロムビア響、ニューヨーク･フィル／ワルター

日-10012

¥550

日-10013

¥550

日-10014

¥550

日-10015

¥1,100

日-10016

¥550

日-10017

¥550

日-10018

¥550

日-10019

¥1,100

日-10020

¥550

日-10021

¥550

日-10022

¥550

日-10023

¥550

日-10024

¥550

日-10025

¥550

日-10026

¥550

日-10027

¥550

日-10028

¥550

日-10029

¥550

日-10030

¥550

日-10031

¥550

日-10032

¥550

日-10033

¥550

日-10034

¥550

日-10035

¥550

日-10036

¥550

日-10037

¥550

日-10038

¥550

日-10039

¥550

日-10040

¥550

2

国

内

注文番号

盤

税込み価格

セ

ー

ル

作曲家 演奏者、他

備考
レーベル／レコード番号／枚数

日-10041

ブルックナー 交響曲第4番、第7番

¥1,100 フィルハーモニア管／クレンペラー

日-10042

¥550

日-10043

¥550

日-10044

¥550

日-10045

¥550

日-10046

¥550

日-10047

¥550

日-10048

¥550

日-10049

¥550

日-10050

¥550

日-10051

¥550

日-10052

¥1,100

日-10053

¥550

日-10054

¥550

日-10055

¥550

日-10056

¥550

日-10057

¥550

日-10058

¥550

日-10059

¥1,100

日-10060

¥550

日-10061

¥550

日-10062

¥550

日-10063

¥550

日-10064

¥550

日-10065

¥550

日-10066

¥550

日-10067

¥550

日-10068

¥550

日-10069

¥550

日-10070

¥550

チャイコフスキー マンフレッド交響曲
ウィーン・フィル／マゼール
チャイコフスキー 悲愴
NBC交響楽団／トスカニーニ
チャイコフスキー 悲愴
ベルリン・フィル／カラヤン
チャイコフスキー 悲愴
コンセルトヘボウ管／ケンペン
チャイコフスキー 悲愴
フィラデルフィア管／オーマンディ
チャイコフスキー 悲愴
コンセルトヘボウ管／メンゲルベルク
ドヴォルザーク 交響曲第7番
ベルリン・シュターツカペレ／スウィトナー
ドヴォルザーク 交響曲第8番
ニューヨーク・フィル／ワルター
ドヴォルザーク 交響曲第8番
シカゴ響／ジュリーニ
モーツァルト 交響曲第41番、アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
ウィーン・フィル／ベーム(モノ･VOX音源)
モーツァルト 交響曲第40・41・35・39番
NBC響／トスカニーニ
モーツァルト 交響曲第39番／ハイドン 交響曲第88番
ベルリン・フィル／フルトヴェングラー
モーツァルト 交響曲第38、39番
バンベルク響／グシュルバウアー
ドヴォルザーク 交響曲第2番
ベルリン・シュターツカペ／スウィトナー
ドヴォルザーク 交響曲第6番
チェコ・フィル／アンチェル
ドヴォルザーク 交響曲第6番
ベルリン･シュターツカペレ／スウィトナー
チャイコフスキー 交響曲第5番
コンセルトヘボウ管／ケンペン
ブラームス 交響曲第１、２番
ウィーン・フィル／バルビローリ
ドヴォルザーク 交響曲第7番
ベルリン・フィル／クーベリック
ハイドン 驚愕、軍隊
ウィーン響／サヴァリッシュ
ハイドン 驚愕、奇跡
エンシェント室内管／ホグウッド
ハイドン 交響曲第97、98番
クリーヴランド管／セル
ベートーヴェン 田園
コンセルトヘボウ管／E.．クライバー
メンデルスゾーン スコットランド
ベルリン・フィル／カラヤン
J.C.バッハ ３つのロンドン交響曲
コレギウム・アウレウム合奏団
ベートーヴェン 田園
コロムビア響／ワルター
ベルリオーズ 幻想
フランス国立放送管／マルティノン
ブラームス 交響曲第4番
ロンドン・フィル／ヨッフム
ブラームス 交響曲第4番
シュターツカペレ・ドレスデン／ザンデルリンク
3

東芝／EAA93097／2枚
ジャケ・カビ
ロンドン／L18C5093／1枚
ジャケ・カビ
ＲＣＡ／SRA8034／1枚
ジャケ破損
日グラモフォン／MG2005／1枚
フォノグラム／FCM3／1枚
ソニー／SOCT7／1枚
キング／MZ5107／1枚
徳間／ET5017／1枚
ジャケット破損
ソニー／SOCF124／1枚
サンプル
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1229／1枚
日コロムビア HR1038VX／1枚
ジャケ・カビ
ビクター／RGC7577-78／2枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG6018／1枚
サンプル、テープ
ビクター／ERA2046／1枚
徳間／ET5104／1枚
日コロムビア／OS2339／1枚
徳間／ET5098／1枚
ジャケ少破
フォノグラム／FCM19／1枚
ジャケ・カビ
東芝／EAA93125／2枚
ジャケ書き込み
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2326／1枚
ビクター／FL5593／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／L28C1981／1枚
ソニー／１３AC791／1枚
キング／MX9026／1枚
ジャケ破損
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2304／1枚
テイチク／ULX3091／1枚
ソニー／SONC10447／1枚
東芝／EAA85020／1枚
東芝／EAC80524／1枚
日コロムビア／OC7287／1枚

国

内

注文番号

盤

税込み価格

セ

ー

ル

作曲家 演奏者、他

備考
レーベル／レコード番号／枚数

日-10071

ブラームス 交響曲第3番

¥550 シュターツカペレ・ドレスデン／ザンデルリンク

日-10072

¥550

日-10073

¥550

日-10074

¥550

日-10075

¥550

日-10076

¥550

日-10077

¥550

日-10078

¥550

日-10079

¥550

日-10080

¥550

日-10081

¥1,100

日-10082

¥550

日-10083

¥550

日-10084

¥550

日-10085

¥1,100

日-10086

¥550

日-10087

¥550

日-10088

¥550

日-10089

¥550

日-10090

¥550

日-10091

¥550

日-10092

¥550

日-10093

¥550

日-10094

¥550

日-10095

¥550

日-10096

¥550

日-10097

¥550

日-10098

¥550

日-10099

¥550

日-10100

¥550

ブラームス 交響曲第1番
ドレスデン・シュターツカペレ／ザンデルリンク
ベートーヴェン 英雄
フィルハーモニア管／クレンペラー
ブラームス 交響曲第1番
ロンドン・フィル／ヨッフム
マーラー 交響曲第4番
ウィーン・フィル／アバード
ベートーヴェン 交響曲第１、4番
コロムビア響／ワルター
ブラームス 交響曲第2番
コロムビア響／ワルター
ドヴォルザーク 交響曲第8番
チェコ・フィル／ノイマン(’71)
ドヴォルザーク 新世界より
チェコ･フィル／ノイマン(’72)
ベートーヴェン 英雄
ウィーン・フィル／フルトヴェングラー(’44)
シューベルト 交響曲第5番・未完成・ザ･グレイト
ベルリン・フィル／ベーム
R.シュトラウス 家庭交響曲
ベルリン・フィル／フルトヴェングラー
R.シュトラウス アルプス交響曲
バイエルン放送響／ショルティ
R.シュトラウス アルプス交響曲
ロイヤル･フィル／ケンペ
ハイドン V字、軍隊、時計、ロンドン
フィルハーモニア管、他／クランペラー
ベルリオーズ 幻想
ウィーン・フィル／モントゥー
ベルリオーズ 幻想
シカゴ響／ショルティ
ハイドン 交響曲 第95、98番
ドレスデン国立管／ヨッフム
ハイドン 驚愕・時計
ＮＢＣ響／トスカニーニ
ハイドン オクスフォード、驚愕
ウィーン響／サヴァリッシュ
ハイドン 交響曲第91番、オックスフォード
ウィーン・フィル／ベーム
ブルックナー 交響曲第4番
ウィーン・フィル／フルトヴェングラー(’51)
ブルックナー 交響曲第4番
バイエルン放送響／クーベリック
ベートーヴェン 運命／シューベルト 未完成
ベルリン・フィル／クリュイタンス
ハイドン V字、軍隊
コロムビア響／ワルター
ハイドン 告別、ロンドン
ドレスデン･シュターツカペレ／ザンデルリンク
モーツァルト 交響曲第39番、ハフナー
コロムビア響／ワルター
ベルリオーズ 幻想
ボストン響／ミュンシュ
ビゼー 交響曲ハ長調、序曲「祖国」、他
パリ管／バレンボイム
ベートーヴェン 英雄
コロムビア響／ワルター
4

日コロムビア／OC7286／1枚
日コロムビア／OC7284／1枚
東芝／EAC40056／1枚
東芝／EAC80521／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1146／1枚
ソニー／SOCL1042／1枚
ソニー／SOCL1085／1枚
日コロムビア／OQ7011／1枚
日コロムビア／OP7038／1枚
フォノグラム／FCM50／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG9607／2枚
サンプル、汚れ
東芝／WF60056／1枚
ロンドン／K28C1／1枚
ビクター／SRA2901／1枚
東芝／EAA93079／2枚
キング／GT9101／1枚
ジャケ・カビ
キング／SLA1042／1枚
フォノグラム／13PC118／1枚
ＲＶＣ／RVC1532／1枚
フォノグラム／FG84／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2484／1枚
キング／MZ5121／1枚
ソニー／２０AC1536／1枚
赤盤
東芝／AA7040／1枚
ソニー／SOVM21／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MH5049／1枚
ソニー／SOCL1053／1枚
ビクター／SRA2569／1枚
東芝／EAC80310／1枚
ソニー／１５AC1267／1枚

*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

