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 ４ 月 ０ ５ 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

ブラームス 交響曲第4番

日-10301

¥550 フィルハーモニア管／クレンペラー

日-10302

¥550 シカゴ響／ライナー

モノ盤
日コロムビア／RL3010／1枚

ブラームス 交響曲第3番、悲劇的序曲

日-10303

¥550

日-10304

¥550

日-10305

¥550

日-10306

¥550

日-10307

¥550

日-10308

¥550

日-10309

¥550

日-10310

¥1,100

ビクター／SHP2147／1枚

ブラームス 交響曲第4番
ボストン響／ミュンシュ
ブラームス 交響曲第3番、運命の歌／ブルックナー テ・デウム
ニューヨーク･フィル、他／ワルター
ベートーヴェン 交響曲第4番、第8番
シカゴ響／ショルティ
ブルックナー 交響曲第9番
ベルリン･フィル／ヨッフム
ブルックナー 交響曲第9番
バイエルン国立歌劇場管／クナッパーツブッシュ
ブルックナー 交響曲第9番
シカゴ響／ジュリーニ
ブルックナー 交響曲第9番
ベルリン･フィル／カラヤン(’66)
ブルックナー 交響曲第8番
ドレスデン･シュターツカペレ／ヨッフム
1

ビクター／SLS2040／1枚
ソニー／SOCF119／1枚
ロンドン／L25C3128／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MGX7037／1枚
キング／K20C52／1枚
東芝／EAC80385／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG4012／1枚
東芝／EAC80517／2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

ベートーヴェン 交響曲第7番、レオノーレ序曲第2番

日-10311

¥550 コロムビア響／ワルター

日-10312

¥550

日-10313

¥550

日-10314

¥550

日-10315

¥1,100

日-10316

¥1,100

日-10317

¥1,100

日-10318

¥1,100

日-10319

¥1,100

日-10320

¥1,100

日-10321

¥550

日-10322

¥550

日-10323

¥550

日-10324

¥550

日-10325

¥550

日-10326

¥550

日-10327

¥550

日-10328

¥550

日-10329

¥1,100

日-10330

¥1,100

日-10331

¥550

日-10332

¥1,100

日-10333

¥550

日-10334

¥550

日-10335

¥1,100

日-10336

¥1,100

日-10337

¥550

日-10338

¥1,100

日-10339

¥550

日-10340

¥550

ソニー／23AC619／1枚
ベートーヴェン 交響曲第3番｢英雄｣
擬似ステ、赤盤
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／AA7131／1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／PL1012／1枚
ベートーヴェン 交響曲第2番、第4番
ＮＢＣ響／トスカニーニ
ビクター／LS2052／1枚
ブルックナー 交響曲第7番／ワーグナー タンホイザー序曲／ヴォルフ イタリアセレナード
ジャケ内カビ
ケルン放送響、ＭＰＯ／クナッパーツブッシュ
キング／K19C18／2枚
ブルックナー 交響曲第8番
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー(’44)
日コロムビア/DXM110UC／2枚
マーラー 交響曲第9番
シカゴ響／ジュリーニ
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG8241／2枚
マーラー 交響曲第2番｢復活｣
ネブレット(S)、ホーン(Ms)、シカゴ響／アバド
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG8243／2枚
マーラー 交響曲第3番
ノーマン(S)、ウィーン･フィル、他／アバド
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／52MG0412／2枚
マーラー 交響曲第3番
ニューヨーク･フィル、他／バーンスタイン
ソニー／SOCJ31／2枚
ブラームス 交響曲第1番
水濡れ、帯付き
ウィーン･フィル／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1128／1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6番｢田園｣
フィルハーモニア管／カラヤン
東芝／AA8218／1枚
ベートーヴェン 交響曲第5番／プロコフィエフ 古典交響曲
ニューヨーク・フィル／バーンスタイン
ソニー／23AC506／1枚
ショスタコーヴィチ 交響曲第5番
ウィーン･フィル／シルヴェストリ
東芝／AA5062／1枚
シューベルト 交響曲第1番、第2番
ベルリン･フィル／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2344／1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｣
ジャケ破
クリーヴランド管／セル
ソニー／13AC441／1枚
ベートーヴェン 交響曲第5番／ベルリオーズ ローマの謝肉祭序曲、他リスト
ベルリン･フィル／二キッシュ(’22)
日コロムビア／HR1032EV／1枚
ベートーヴェン 交響曲第3番｢英雄｣／リスト 前奏曲
擬似ステ
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／AA8260／1枚
ベートーヴェン 交響曲第9番｢合唱付き｣
擬似ステ
バイロイト祝祭管、他／フルトヴェングラー
東芝／AA93001B／2枚
ベートーヴェン 交響曲第5番、第9番｢合唱付き｣*
ベルリン･フィル／フルトヴェングラー(’43､42*)
東芝／WF70004／2枚
サン=サーンス 交響曲第3番｢オルガン付き｣／オネゲル パシフィック２３１
ラベル破
スイス・ロマンド管、スゴン(org)／アンセルメ
キング／SLC8044／1枚
ベートーヴェン 交響曲第3番｢英雄｣、第7番
擬似ステ
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／AA93005B／2枚
フランク 交響曲ニ短調／Ｒ．シュトラウス ドン・ファン
ジャケ裏書込み
コンセルトヘボウ管／メンゲルベルク(’40)
フォノグラム／PC5556／1枚
チャイコフスキー 交響曲第5番
ボストン響／モントゥー
ビクター／RGC1008／1枚
マーラー 交響曲第2番｢復活｣
ブキャナン(S)、ザカイ(A)、シカゴ響／ショルティ
ロンドン／L50C8026／2枚
マーラー 交響曲第2番｢復活｣
ブキャナン(S)、ザカイ(A)、シカゴ響／ショルティ
キング／K25C121／2枚
マーラー 交響曲第1番｢巨人｣
シカゴ響／ショルティ
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／L20C2003／1枚
マーラー 交響曲第2番｢復活｣
コトルバス(S)、ウィーン･フィル、他／メータ
ロンドン／L36C5033／2枚
マーラー 交響曲第1番｢巨人｣
シカゴ響／アバド
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／28MG0235／1枚
マーラー 交響曲第1番｢巨人｣
ボストン響／ラインスドルフ
ビクター／RGC1011／1枚
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

マーラー 交響曲第1番｢巨人｣

日-10341

¥550 ニューヨーク･フィル／ワルター

日-10342

¥550

日-10343

¥550

日-10344

¥550

日-10345

¥550

日-10346

¥550

日-10347

¥550

日-10348

¥550

日-10349

¥550

日-10350

¥1,100

日-10351

¥550

日-10352

¥550

日-10353

¥550

日-10354

¥550

日-10355

¥550

日-10356

¥550

日-10357

¥550

日-10358

¥550

日-10359

¥550

日-10360

¥550

日-10361

¥550

日-10362

¥550

日-10363

¥550

日-10364

¥550

日-10365

¥550

日-10366

¥550

日-10367

¥550

日-10368

¥550

日-10369

¥550

日-10370

¥550

日コロムビア／RL146／1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
日グラモフォン／MG2001／1枚
シューベルト 交響曲第8番｢未完成｣、第1番
ドレスデン･シュターツカペレ／ブロムシュテット
徳間／ET5185／1枚
シューベルト 交響曲第8番｢未完成｣、第5番
ベルリン･シュターツカペレ／スウィトナー
日コロムビア／OF7130ND／1枚
シューベルト 交響曲第5番、第8番｢未完成｣
ウィーン･フィル／ケルテス
キング／SLC8122／1枚
シューベルト 交響曲第5番、第8番｢未完成｣
ベルリン･フィル／ベーム
日グラモフォン／SLGM1372／1枚
シューベルト 交響曲第9番｢ザ･グレイト｣
ジャケ･カビ
コロムビア響／ワルター
ソニー／13AC1275／1枚
ベートーヴェン 交響曲第5番～第1、2楽章(リハーサル風景)
サンプル
コロムビア響／ワルター
ソニー／SONF01112／1枚
ベートーヴェン 交響曲第9番｢合唱付き｣
イーンド(S)、ニューヨーク･フィル、他／ワルター
ソニー／SOCF108／1枚
ベートーヴェン 交響曲第9番｢合唱付き｣
ウィーン･フィル、他／バーンスタイン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／50MG0640／2枚
チャイコフスキー 交響曲第6番｢悲愴｣
ジャケ･カビ
ロンドン響／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1226／1枚
ハイドン 交響曲第82番｢熊｣、第83番｢めんどり｣
ジャケ･カビ
ベルリン響／ザンデルリンク
日コロムビア／OQ714K／1枚
ハイドン 交響曲第100番｢軍隊｣、第96番｢奇跡｣
ウィーン･フィル／ワルター(’37、38)
東芝／TOJE7607／1枚
ラフマニノフ 交響曲第2番
ウィルキンソン録
ロンドン響／プレヴィン
ビクター／SRA2746／1枚
サン=サーンス 交響曲第3番／ショーソン 交響曲変ロ長調
デトロイト響、デュプレ(org)／パレー
フォノグラム／FCM29／1枚
ブラームス 交響曲第3番、ハイドン変奏曲
クリーヴランド管／セル
ソニー／13AC203／1枚
ブラームス 交響曲第3番、悲劇的序曲
ＮＢＣ響／トスカニーニ(’52)
ＲＶＣ／AT1039／1枚
ブラームス 交響曲第2番
ジャケ･カビ
ウィーン･フィル／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1129／1枚
ベートーヴェン 交響曲第5番
ジャケ･カビ
ウィーン･フィル／Ｃ．クライバー
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2490／1枚
ドヴォルザーク 交響曲第9番｢新世界より｣
チェコ･フィル／ノイマン(’81)
日コロムビア／OF7026S／1枚
ドヴォルザーク 交響曲第3番
チェコ･フィル／ノイマン(’85)
日コロムビア／OF7185S／1枚
ドヴォルザーク 交響曲第5番
チェコ･フィル／ノイマン(’82)
日コロムビア／OF7055S／1枚
ドヴォルザーク 交響曲第4番
ジャケ破
プラハ響／ノイマン(’61)
日コロムビア／OS2489S／1枚
ベートーヴェン 交響曲第6番｢田園｣
コンセルトヘボウ管／Ｅ．クライバー
キング／LY6／1枚
ベートーヴェン 交響曲第6番｢田園｣、レオノーレ序曲第3番
赤盤
フィルハーモニア管／クレンペラー
東芝／AA8087／1枚
チャイコフスキー 交響曲第5番
ジャケ･カビ
ベルリン･フィル／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1019／1枚
ブラームス 交響曲第1番
クリーヴランド管／セル
ソニー／13AC201／1枚
ブラームス 交響曲第1番
ウィーン･フィル／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1128／1枚
ブラームス 交響曲第1番
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー(VOX音源)
日コロムビア／DXM163VX／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
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

ブルックナー 交響曲第5番

日-10371

¥550 ウィーン･フィル／クナッパーツブッシュ

日-10372

¥550

日-10373

¥1,100

日-10374

¥550

日-10375

¥550

日-10376

¥550

日-10377

¥550

日-10378

¥550

日-10379

¥550

日-10380

¥550

日-10381

¥550

日-10382

¥550

日-10383

¥550

日-10384

¥550

日-10385

¥550

日-10386

¥550

日-10387

¥550

日-10388

¥550

日-10389

¥550

日-10390

¥550

日-10391

¥550

日-10392

¥550

日-10393

¥1,100

日-10394

¥550

日-10395

¥550

日-10396

¥550

日-10397

¥550

日-10398

¥550

日-10399

¥550

日-10400

¥550

キング／K15C8011／1枚
マーラー 交響曲第4番
ジャケ背スレ
ウィーン･フィル、シュターデ(Ms)／アバド
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1146／1枚
ベートーヴェン 交響曲第9番｢合唱付き｣、第5番
ジャケ内カビ
ウィーン･フィル、他／S=イッセルシュテット
キング／SL5001／2枚
ベートーヴェン 交響曲第5番、フィデリオ序曲
ロンドン響／ヨッフム
東芝／EAC80474／1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｣
シカゴ響／ライナー
ビクター／RGC1126／1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｣
ボストン響／ミュンシュ
ビクター／SUP2015／1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｣
ＮＢＣ響／トスカニーニ
ビクター／SRA8007M／1枚
チャイコフスキー 交響曲第6番｢悲愴｣
ジャケ･カビ
ボストン響／モントゥー
ビクター／RGC1009／1枚
チャイコフスキー 交響曲第5番
レニングラード･フィル／ムラヴィンスキー(モノ)
ビクター／MK1019／1枚
チャイコフスキー 交響曲第6番｢悲愴｣
ジャケ破
ベルリン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／AB8040／1枚
チャイコフスキー 交響曲第6番｢悲愴｣
ベルリン･フィル／フリッチャイ
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MGW5205／1枚
チャイコフスキー 交響曲第1番｢冬の日の幻想｣
ソビエト国立響／スヴェトラーノフ
ビクター／SMK7716／1枚
チャイコフスキー 交響曲第2番｢小ロシア｣／リャードフ 8つのロシア民謡
ロンドン響／プレヴィン
ビクター／SHP2439／1枚
ブラームス 交響曲第1番
(’61モノ)
ドレスデン国立歌劇場管／クナッパーツブッシュ
キング／K20C53／1枚
ブラームス 交響曲第3番、ハイドン変奏曲
ジャケ内カビ
クリーヴランド管／セル
ソニー／SOCL8／1枚
チャイコフスキー 交響曲第2番｢小ロシア｣
ソビエト国立響／スヴェトラーノフ
ビクター／VIC5032／1枚
チャイコフスキー 交響曲第4番
モスクワ放送響／ロジェストヴェンスキー
ビクター／VIC3005／1枚
チャイコフスキー 交響曲第4番、弦楽セレナード～ワルツ、フィナーレ
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／AB8038／1枚
サン=サーンス 交響曲第3番｢オルガン付き｣
パリ音楽院管、デュリュフレ(org)／プレートル
東芝／AA5051／1枚
ブラームス 交響曲第2番
ジャケ･カビ
ベルリン･フィル／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MGX7082／1枚
ブラームス 交響曲第2番、悲劇的序曲
ジャケ･カビ
ドレスデン･シュターツカペレ／ザンデルリンク
日コロムビア／OS2812K／1枚
ブラームス 交響曲第2番、大学祝典序曲
ジャケ内カビ
ロンドン響／モントゥー
フォノグラム／SFX7777／1枚
シューベルト 交響曲第5番、未完成、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／MG9607／2枚
ブラームス 交響曲第3番、ハイドン変奏曲
ベルリン･フィル／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2026／1枚
ブラームス 交響曲第4番
ジャケ内カビ
ベルリン･フィル／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2079／1枚
ブラームス 交響曲第4番、悲劇的序曲
ジャケ･カビ
ニューヨーク･フィル／ワルター
ソニー／SOCF120／1枚
ブラームス 交響曲第1番
ジャケ･カビ
ドレスデン･シュターツカペレ／ザンデルリンク
日コロムビア／OS2811K／1枚
ブラームス 交響曲第2番
ベルリン･フィル／ベーム(モノ)
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MH5052／1枚
ベートーヴェン 交響曲第7番、レオノーレ序曲第2番
コロムビア響／ワルター
ソニー／15AC1272／1枚
ベートーヴェン 交響曲第4番、第8番
ベルリン･フィル／クリュイタンス
東芝／EAC30003／1枚
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*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

