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 ３ 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

チャイコフスキー 交響曲第5番

日-10201

¥550 バンベルク響／Ｈ．シュタイン

日-10202

¥550 ロンドン･フィル／ショルティ

ジャケ・カビ
日コロムビア／OS2795／1枚

ハイドン 交響曲第102,103番

日-10203

¥550

日-10204

¥550

日-10205

¥550

日-10206

¥550

日-10207

¥550

日-10208

¥550

日-10209

¥550

日-10210

¥550

ロンドン／Ｌ28Ｃ1394／1枚

チャイコフスキー 交響曲第5番
ニュー・フィルハーモニア管／ストコフスキー
ブラームス 交響曲第4番
ベルリン・フィル／フルトヴァングラー(’43)
ブラームス 交響曲第4番
ウィーン・フィルハーモニー／Ｃ．クライバー
ブラームス 交響曲第4番
ウィーン・フィル／ベーム
ドヴォルザーク 新世界より
シカゴ響／ジュリーニ
ドヴォルザーク 新世界より
ウィーン・フィル／ベーム
ドヴォルザーク 新世界より
ニューヨーク・フィル／バーンスタイン
ブラームス 交響曲第3番
ベルリン・フィル／フルトヴェングラー
1

キング／ＧＴ9052／1枚
日コロムビア／ＤＸＭ107／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／28ＭＧ0027／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／ＭＧ1131／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／ＭＧ1112／1枚
ジャケ･カビ
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／ＭＧ1199／1枚
ソニー／ＳＯＣＬ1062／1枚
東芝／ＡＢ8034／1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7番、交響曲K．45ａ、45ｂ、交響曲ト長調｢新ランバッハ｣
日グラモフォン／ＭG2228／1枚
モーツァルト 交響曲第39、40番
ジャケ・カビ
コロムビア響／ワルター
ソニー／SONC10442／1枚
モーツァルト 交響曲第40、41番
ジャケ汚れ
ニューヨーク・フィル／ワルター
ソニー／SOCF110／1枚
モーツァルト 交響曲第39、40番、ジュピター
コンセルトヘボウ管／ベーム
フォノグラム／ＦＧ34／1枚
チャイコフスキー マンフレッド交響曲
モスクワ放送響／ロジェストヴェンスキー
ビクター／ＶＩＣ5184／1枚
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
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／ＭＧＷ5176／1枚
ハイドン マリア・テレジア、受難
ザグレブ放送響／ヤニグロ
キング／SH5111／1枚
ハイドン めんどり、熊
コレゴウム・アウレウム合奏団
テイチク／ＵＬＳ3175／1枚
ハイドン 熊、めんどり
ベルリン響／ザンデルリンク
日コロムビア／ＯＳ2921／1枚
ブルックナー 交響曲第5番
シカゴ響／ショルティ
日ロンドン／Ｌ50Ｃ8028／2枚
ブルックナー 交響曲第4番
ザクセン国立歌劇場管／ベーム
東芝／ＥＡＣ5001／1枚
フランク 交響曲ニ短調／Ｒ．シュトラウス ドン･ファン
ジャケ汚れ
コンセルトヘボウ管／メンゲルベルク
フォノグラム／FCM20／1枚
シューマン 交響曲第1番｢春｣／ベートーヴェン 序曲コリオラン
サンプル
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー(’51)
キング／SLC2335／1枚
ドヴォルザーク 交響曲第9番｢新世界より｣(楽譜綴じ込み)
ジャケ破
ウィーン･フィル／ケルテス
キング／SLC1337／1枚
メンデルスゾーン 交響曲第4番｢イタリア｣／シューベルト 交響曲第2番
ベルリン･フィル、ケルン放送響／チェリビダッケ
ＲＶＣ／RCL3308／1枚
シューベルト 交響曲第9番｢ザ･グレイト｣
ジャケ内カビ
ベルリン･フィル／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／SLGM1240／1枚
モーツァルト 交響曲第40番、アイネ･クライネ／ハイドン 驚愕交響曲
ジャケ日焼け
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／EAC50065／1枚
モーツァルト 交響曲第40番、第41番｢ジュピター｣
ジャケ･カビ
マールボロ音楽祭管／カザルス
ソニー／SOCL126／1枚
モーツァルト 交響曲第41番｢ジュピター｣、第28番
ドレスデン･シュターツカペレ／スウィトナー
徳間／ET3040／1枚
モーツァルト 交響曲第41番｢ジュピター｣、アイネ･クライネ･ナハトムジーク
ボストン響／ラインスドルフ
ビクター／RGC1001／1枚
シューベルト 未完成交響曲、ロザムンデ～序曲、間奏曲第3番、舞曲第2番
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／WF50010／1枚
マーラー 交響曲第4番
ロンドン･フィル、ポップ(S)／テンシュテット
東芝／EAC90137／1枚
ブラームス 交響曲第2番
ベルリン･シュターツカペレ／スウィトナー
徳間／ET5182／1枚
ブラームス 交響曲第2番
ミュンヘン･フィル／クナッパーツブッシュ
キング／K20C54／1枚
シューベルト 交響曲第8番｢未完成｣、第2番
ジャケ破
ウィーン･フィル／ミュンヒンガー
キング／SLB31／1枚
マーラー 交響曲第9番
ロンドン響／ショルティ
キング／SLC2395／2枚
マーラー 交響曲第5番
チェコ･フィル／ノイマン
日コロムビア／OB7344／2枚
メンデルスゾーン 弦楽交響曲第9番、弦楽八重奏曲
イ･ムジチ合奏団
フォノグラム／SFX8608／1枚
シューベルト 交響曲第9番｢ザ･グレイト｣
クリーヴランド管／セル
東芝／EAC70202／1枚
シベリウス 交響曲第5番、交響詩｢伝説｣
ベルリン･フィル／カラヤン
東芝／EAC80384／1枚

日-10211

¥550 ベルリン･フィル／ベーム

日-10212

¥550

日-10213

¥550

日-10214

¥550

日-10215

¥550

日-10216

¥550

日-10217

¥550

日-10218

¥550

日-10219

¥550

日-10220

¥1,100

日-10221

¥550

日-10222

¥550

日-10223

¥550

日-10224

¥550

日-10225

¥550

日-10226

¥550

日-10227

¥550

日-10228

¥550

日-10229

¥550

日-10230

¥550

日-10231

¥550

日-10232

¥550

日-10233

¥550

日-10234

¥550

日-10235

¥550

日-10236

¥1,100

日-10237

¥1,100

日-10238

¥550

日-10239

¥550

日-10240

¥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

シベリウス 交響曲第2番

日-10241

¥550 ボストン響／クーセヴィツキー

日-10242

¥550

日-10243

¥550

日-10244

¥550

日-10245

¥550

日-10246

¥550

日-10247

¥550

日-10248

¥1,100

日-10249

¥550

日-10250

¥550

日-10251

¥550

日-10252

¥550

日-10253

¥550

日-10254

¥550

日-10255

¥550

日-10256

¥1,100

日-10257

¥1,100

日-10258

¥550

日-10259

¥550

日-10260

¥550

日-10261

¥550

日-10262

¥550

日-10263

¥550

日-10264

¥550

日-10265

¥550

日-10266

¥550

日-10267

¥550

日-10268

¥550

日-10269

¥550

日-10270

¥550

ビクター／RED2002／1枚
シベリウス 交響曲第2番、交響詩｢伝説｣
フィラデルフィア管／オーマンディ
日コロムビア／OS816C／1枚
シベリウス 交響曲第2番、交響詩｢フィンランディア｣
フィラデルフィア管／オーマンディ
ソニー／SOCT17／1枚
シベリウス 交響曲第5番、第3番、悲しきワルツ
ベルリン響／ザンデルリンク
日コロムビア／OQ7207K／1枚
シベリウス 交響曲第4番、トゥオネラの白鳥
サンプル
ベルリン･フィル／カラヤン
日グラモフォン／SLGM1351／1枚
シベリウス 交響曲第5番、交響詩｢フィンランディア｣、悲しきワルツ
ジャケ･カビ
ベルリン響／ザンデルリンク
日コロムビア／OC7113K／1枚
シベリウス 交響曲第5番／ショスタコーヴィチ バレエ組曲｢ボルト｣
ジャケ大破
ストックホルム･フィル／ロジェストヴェンスキー
ビクター／VIC2335／1枚
マーラー 交響曲第5番
ジャケ内汚れ
ゲヴァントハウス管／ノイマン
フォノグラム／PC1591／2枚
メンデルスゾーン 交響曲第4番｢イタリア｣、真夏の夜の夢～序曲、他4曲
ジャケ内カビ
クリーヴランド管／セル
ソニー／SOCL54／1枚
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｣
ジャケ内カビ
フィルハーモニア管／クレンペラー
東芝／AA8082／1枚
メンデルスゾーン 交響曲第3番｢スコットランド｣、弦楽八重奏曲～スケルツォ
ボストン響／ミュンシュ
ＲＶＣ／RGC1085／1枚
メンデルスゾーン 交響曲第3番｢スコットランド｣、序曲フィンガルの洞窟
ジャケ内カビ
ベルリン･フィル／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2304／1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／MH5009／1枚
ドヴォルザーク 交響曲第9番｢新世界より｣／スメタナ モルダウ
ジャケ･カビ
ＮＢＣ響／トスカニーニ
ＲＶＣ／RVC1541／1枚
フランク 交響曲ニ短調
ジャケ少書込み
パリ管／カラヤン
東芝／AA8655／1枚
ブルックナー 交響曲第5番
ジャケ内カビ
ニュー･フィルハーモニア管／クレンペラー
東芝／EAC50041／2枚
ブルックナー 交響曲第5番
ドレスデン･シュターツカペレ／ヨッフム
東芝／EAC87066／2枚
ベートーヴェン 交響曲第7番／ワーグナー 名歌手前奏曲
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／EAC70115／1枚
ベートーヴェン 交響曲第7番
ジャケ破
ウィーン･フィル／ショルティ
キング／GT9107／1枚
ベートーヴェン 交響曲第7番
ウィーン･フィル／Ｃ．クライバー
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1030／1枚
ベートーヴェン 交響曲第7番
ベルリン･フィル／フルトヴェングラー(’53)
キング／K17C9420／1枚
ベートーヴェン 交響曲第7番
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／AA8761／1枚
ベートーヴェン 交響曲第7番、第8番
ゲヴァントハウス管／コンヴィチュニー
ビクター／SFON10505／1枚
ベートーヴェン 交響曲第1番、第8番
ジャケ内カビ
コロムビア響／ワルター
ソニー／SONC10455／1枚
ベートーヴェン 交響曲第5番｢運命｣、第8番
ウィーン･フィル／S＝イッセルシュテット
キング／SLC1755／1枚
ベートーヴェン 交響曲第3番｢英雄｣
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／WF70017／1枚
ベートーヴェン 交響曲第3番｢英雄｣
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー(’44)
フォノグラム／FCM50／1枚
ベートーヴェン 交響曲第3番｢英雄｣、第6番｢田園｣
ハンブルク・フィル、バンベルク響／カイルベルト
キング／GT1051／1枚
シューベルト 交響曲第8番｢未完成｣／ベートーヴェン 交響曲第5番
ジャケ内カビ
ニューヨーク･フィル、コロムビア響／ワルター
ソニー／SONC10101／1枚
ベートーヴェン 交響曲第5番／シューベルト 交響曲第8番｢未完成｣
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／EAC70112／1枚
3

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19、20番

日-10271

¥550 ベルリン･フィル／ベーム

日-10272

¥550 ベルリン･フィル／ベーム

日-10273

¥550 ベルリン･フィル／ベーム

日-10274

¥550 ウィーン･フィル／S＝イッセルシュテット

日-10275

¥550 ベルリン･フィル／フルトヴェングラー

日-10276

¥550 ウィーン･フィル／ベーム

日-10277

¥550

日-10278

¥550

日-10279

¥550

日-10280

¥550

日-10281

¥550

日-10282

¥550

日-10283

¥550

日-10284

¥550

日-10285

¥550

日-10286

¥550

日-10287

¥550

日-10288

¥1,100

日-10289

¥1,100

日-10290

¥550

日-10291

¥1,100

日-10292

¥550

日-10293

¥550

日-10294

¥550

日-10295

¥1,100

日-10296

¥1,100

日-10297

¥550

日-10298

¥1,100

日-10299

¥550

日-10300

¥550

モーツァルト 交響曲第16～18番
モーツァルト 交響曲第1、4、5、6番、交響曲K．76
ベートーヴェン 交響曲第6番｢田園｣、エグモント序曲
ブラームス 交響曲第1番

帯付き
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2270／1枚
帯付き、カビ
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2263／1枚
サンプル、カビ
日グラモフォン／MG2215／1枚
ジャケ破
キング／SLC1732／1枚
ジャケ･カビ
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG6002／1枚

モーツァルト 交響曲第40番、第41番｢ジュピター｣
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1051／1枚
ブラームス 交響曲第3番
ウィーン･フィル／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1130／1枚
ブラームス 交響曲第3番、ハイドン変奏曲
ウィーン･フィル／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／20MG0672／1枚
ブラームス 交響曲第3番
ウィーン･フィル／クナッパーツブッシュ(’55)
キング／K20C55／1枚
ビゼー 交響曲第1番／メンデルスゾーン 真夏の夜の夢～序曲、他3曲
シカゴ響／マルティノン
ＲＶＣ／RCL1025／1枚
ベートーヴェン 交響曲第6番｢田園｣
ベルリン･シュターツカペレ／スウィトナー
日コロムビア／OX7222ND／1枚
ベートーヴェン 交響曲第5番／シューベルト 交響曲第8番｢未完成｣
ベルリン･フィル／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2001／1枚
ベートーヴェン 交響曲第6番｢田園｣
シカゴ響／ライナー
ビクター／RGC1004／1枚
ベートーヴェン 交響曲第6番｢田園｣、序曲コリオラン
ジャケ内カビ
コロムビア響／ワルター
ソニー／SOCL73／1枚
ベートーヴェン 交響曲第6番｢田園｣／スメタナ モルダウ
カビ､擬ステ､赤盤
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／AA8265／1枚
ブルックナー 交響曲第1番
ベルリン･フィル／ヨッフム
日グラモフォン／SLGM1361／1枚
ブルックナー 交響曲第2番
サンプル
ウィーン響／ジュリーニ
東芝／EAC80463／1枚
ブルックナー 交響曲第4番｢ロマンティック｣
サンプル
ドレスデン･シュターツカペレ／ブロムシュテット
日コロムビア／OB7382ND／2枚
ブルックナー 交響曲第4番｢ロマンティック｣
ウィーン･フィル／ベーム
キング／SOL1003／2枚
ベートーヴェン 交響曲第5番、エグモント序曲
ベルリン･フィル／フルトヴェングラー
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG6006／1枚
マーラー 交響曲第9番、第10番～アダージョ
ニューヨーク･フィル／バーンスタイン
ソニー／40AC2082／2枚
モーツァルト 交響曲第35番｢ハフナー｣／シューベルト 未完成交響曲
ジャケ･カビ
ウィーン･フィル／シューリヒト
キング／K15C8007／1枚
モーツァルト 交響曲第40番、第35番｢ハフナー｣
ジャケ･カビ
ウィーン･フィル／ケルテス
キング／SLC2352／1枚
モーツァルト 交響曲第36番｢リンツ｣、第38番｢プラハ｣
ジャケ･カビ
ウィーン･フィル／ベーム(モノ旧)
キング／MZ5018／1枚
ブルックナー 交響曲第8番
クリーヴランド管／セル
ソニー／26AC795／2枚
ブルックナー 交響曲第7番／ブラームス 悲劇的序曲
ラベル破
ベルリン･フィル／カラヤン
東芝／EAC85046／2枚
ブルックナー 交響曲第9番
ジャケ内カビ
コロムビア響／ワルター
ソニー／SOCL11／1枚
ブルックナー 交響曲第7番／ワーグナー ジークフリート牧歌
ジャケ内カビ
コンセルトヘボウ管／ハイティンク
フォノグラム／25PC23／2枚
ブルックナー 交響曲第9番
ジャケ汚れ
ニューヨーク･フィル／バーンスタイン
ソニー／18AC716／1枚
ブラームス 交響曲第1番
ベルリン･フィル／フルトヴェングラー(’53)
日コロムビア／OW7820BS／1枚
4

*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

