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 １ ９ 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-10401

シベリウス 交響曲第4番、トゥオネラの白鳥

¥550 ベルリン･フィル／カラヤン

日-10402

¥550

日-10403

¥550

日-10404

¥550

日-10405

¥1,100

日-10406

¥550

日-10407

¥550

日-10408

¥550

日-10409

¥550

日-10410

¥550

リスト ダンテ交響曲
スイス･ロマンド管、他／ロペス=コボス
マーラー 交響曲第4番
ウィーン･フィル、シュターデ(Ms)／アバド
マーラー 交響曲第5番
ニューヨーク･フィル／ワルター
マーラー 大地の歌、交響曲第4番
フィルハーモニア管、他／クレンペラー
ブラームス 交響曲第1番
ベルリン･フィル／カラヤン
ブラームス 交響曲第1番
ＮＢＣ響／トスカニーニ
ブラームス 交響曲第3番、ハイドン変奏曲
ベルリン響／ヘルビッヒ
ブラームス 交響曲第4番、ハイドン変奏曲*
ベルリン･フィル、VPO*／フルトヴェングラー
ベートーヴェン 交響曲第6番｢田園｣
フィルハーモニア管／クレンペラー
1

ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2158／1枚
ジャケ破
ロンドン／L28C1199／1枚
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1146／1枚
ジャケ･カビ
ソニー／SOCF123／1枚
ジャケ内汚れ
東芝／EAA93091B／2枚
ジャケ内カビ
日グラモフォン／MG2065／1枚
ビクター／LS2056／1枚
徳間／ET5097／1枚
ジャケ･カビ
東芝／AB8033／1枚
モノ盤
日コロムビア／RL3040／1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-10411

ブルックナー 交響曲第8番[1887第1版]

¥1,100 フランクフルト放送響／インバル

ジャケ背破
キング／K25C280／2枚

メンデルスゾーン 交響曲第4番｢イタリア｣、第1番

日-10412

¥550 ロンドン･フィル／ハイティンク

日-10413

¥550

日-10414

¥550

日-10415

¥550

日-10416

¥550

日-10417

¥550

日-10418

¥1,100

日-10419

¥550

日-10420

¥550

日-10421

¥550

日-10422

¥550

日-10423

¥550

日-10424

¥550

日-10425

¥550

日-10426

¥550

日-10427

¥550

日-10428

¥550

日-10429

¥550

日-10430

¥550

日-10431

¥550

日-10432

¥550

日-10433

¥550

日-10434

¥550

日-10435

¥1,100

日-10436

¥550

日-10437

¥550

日-10438

¥550

日-10439

¥550

日-10440

¥550

フォノグラム／25PC66／1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／ターリッヒ(’49)
日コロムビア／HR1005／1枚
ドヴォルザーク 交響曲第8番、スケルツォ･カプリチオーソ
チェコ･フィル／ノイマン(’71)
日コロムビア／OQ7011S／1枚
プロコフィエフ／交響曲第5番
ジャケ水濡れ痕
イスラエル･フィル／バーンスタイン
ソニー／28AC1175／1枚
バッハ 管弦楽組曲第3番／ベートーヴェン 大フーガ変ロ長調
サンプル
ベルリン・フィル／フルトヴェングラー(’48)
日グラモフォン／SMG1452／1枚
バッハ 音楽の捧げ物
シュトゥットガルト室内管／ミュンヒンガー(’76)
キング／SLA1147／1枚
バッハ フーガの技法[パスカル編]
ジャケ内カビ
ザール室内管／リステンパルト
日コロムビア／RE1511MU／2枚
バッハ 管弦楽組曲第1番、第3番
パイヤール室内管／パイヤール(旧’57モノ)
日コロムビア／REM1048RE／1枚
バッハ 管弦楽組曲第2番、第4番
パイヤール室内管／パイヤール(旧’57モノ)
日コロムビア／REM1049RE／1枚
バッハ コラール｢主よ人の望みの喜びよ｣、ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲、他
ジャケ・カビ
ミュンヘン・プロ･アルテ室内管／レーデル
日コロムビア／RE1051RE／1枚
バッハ 管弦楽組曲第2番／モーツァルト アイネ・クライネ、喜遊曲Ｋ．136
カット･アウト(穴)
シュトゥットガルト室内管／ミュンヒンガー(’61)
キング／SLC1274／1枚
ヘンデル 組曲-水上の音楽、組曲-王宮の花火の音楽
ジャケ内カビ
ＲＣＡビクター響／ストコフスキー
ビクター／SRA2784／1枚
ヘンデル 水上の音楽[レトリッヒ版]
コレギウム・アウレウム合奏団
テイチク／ULS3111H／1枚
ヘンデル 水上の音楽[レトリッヒ版]
ベルリン放送響／Ｈ．コッホ
徳間／ET3037／1枚
ヘンデル 水上の音楽[クリザンダー版]
コンツェントゥス・ムジクス／アーノンクール
キング／K17C8307／1枚
モーツァルト アイネ・クライネ･ナハトムジーク、セレナード第6番、第8番
エンシェント室内管／ホグウッド
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／L20C5269／1枚
モーツァルト セレナード第10番｢グラン･パルティータ｣、ディヴェルティメントＫ．188
チェコ・フィル管楽合奏団
日コロムビア／OS7145S／1枚
モーツァルト 弦楽のためのアダージョＫ．546／Ｒ．シュトラウス メタモルフォーゼン、他
ジャケ破
ベルリン・フィル／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2404／1枚
チャイコフスキー＆ドヴォルザーク 弦楽セレナード
イギリス室内管／レパード
フォノグラム／X7685／1枚
チャイコフスキー 序曲1812年、スラヴ行進曲／リスト メフィスト・ワルツ、他
ジャケ・カビ
シカゴ響／ライナー
ビクター／RGC1019／1枚
｢珠曲の名旋律集｣～恋のアランフェス、タイスの瞑想曲、ボロディンのノクターン、他
アマデウス室内管
ＲＶＣ／RVC1044／1枚
バルトーク 弦・打とチェレスタのための音楽、管弦楽のための協奏曲
ジャケ内カビ
シカゴ響／ライナー
ビクター／SRA2115／1枚
バルトーク 管弦楽のための協奏曲／ヤナーチェク シンフォニエッタ
クリーヴランド管／セル
ソニー／13AC802／1枚
スメタナ ｢わが祖国｣(全曲)
ジャケ内カビ
チェコ・フィル／ノイマン(’75)
日コロムビア／OB7281S／2枚
モーツァルト セレナード第7番｢ハフナー｣
ウィーン・フィル／ミュンヒンガー
キング／SLC2248／1枚
モーツァルト セレナード第7番｢ハフナー｣
プラハ室内管、スーク(vn)／フラヴァーチェク
日コロムビア／OX1014S／1枚
モーツァルト ディヴェルティメントＫ．136～138、セレナータ・ノットゥルナＫ．239
ジャケ破
ルツェルン弦楽合奏団／バウムガルトナー
日コロムビア／OX1002K／1枚
モーツァルト セレナード第7番｢ハフナー｣
サンプル
パイヤール室内管／パイヤール
ＲＶＣ／ERX2421／1枚
チャイコフスキー ｢眠りの森の美女｣(ハイライト)
スイス・ロマンド管／アンセルメ
キング／GT9209／1枚
2
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チャイコフスキー ｢くるみ割り人形｣～抜粋8曲／ウェーバー 舞踏への勧誘、他
キング／K15C8037／1枚
チャイコフスキー ｢くるみ割り人形｣組曲第1、2番
スイス・ロマンド管／アンセルメ
キング／GT9208／1枚
チャイコフスキー ｢白鳥の湖｣(ハイライト)
フィラデルフィア管／オーマンディ
ソニー／SOCF22006／1枚
チャイコフスキー ｢白鳥の湖｣(全曲)
ジャケ内カビ
ボリショイ劇場管／ロジェストヴェンスキー
ビクター／VIC5134／2枚
チャイコフスキー 序曲1812年、ロメオとジュリエット、スラヴ行進曲
ベルリン・フィル、ドン・コサックcho．／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2037／1枚
グリーグ ペール・ギュント組曲第1、2番／アルヴェーン スウェーデン狂詩曲第1番、他 ジャケ汚れ
ボーンマス響／ベルグルンド
東芝／EAA85057／1枚
シベリウス カレリア組曲、4つの伝説曲
ヘルシンキ放送響／オッコ・カム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1043／1枚
ムソルグスキー 展覧会の絵[ラヴェル編]／コダーイ 組曲ハーリ･ヤーノシュ
ＮＢＣ響／トスカニーニ
ＲＶＣ／RVC1545／1枚
ワーグナー 管弦楽作品集～名歌手前奏曲、タンホイザー序曲、ジークフリート牧歌、他
ミュンヘン・フィル／クナッパーツブッシュ
東芝／IWA93185B／2枚
ミラベルの庭園にて～モーツァルト アイネ・クライネ、2つのメヌエット、3つのドイツ舞曲、他
コロムビア響／ワルター
ソニー／SOCF125／1枚
Ｒ．シュトラウス ツァラトゥストラはかく語りき
フィラデルフィア管／オーマンディ
東芝／EAC90005／1枚
Ｒ．シュトラウス ツァラトゥストラはかく語りき
シカゴ響／ショルティ
キング／SLA1116／1枚
Ｒ．シュトラウス ツァラトゥストラはかく語りき、ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯
ウィーン・フィル／Ｃ．クラウス
キング／SOL5001M／1枚
Ｒ．シュトラウス 交響的幻想曲｢イタリアから｣
ウィーン・フィル／Ｃ．クラウス
キング／SOL5005M／1枚
クープラン リュリ讃歌、コレルリ讃歌、趣味の合奏曲第10番
ジャケ内カビ
トゥールーズ室内管／オーリアコンブ
東芝／AA8526／1枚
ドリーブ シルヴィア～抜粋4曲、コッペリア～抜粋3曲、ファウスト～バレエ音楽
ニュー・フィルハーモニア管／マッケラス
東芝／AA5025／1枚
ベルリオーズ 序曲ローマの謝肉祭、序曲海賊、ファウストの劫罰～ハンガリー行進曲、他
パリ音楽院管／マルティノン
キング／GT9060／1枚
ラヴェル ボレロ、スペイン狂詩曲、ダフニスとクロエ第2番、亡き王女のパヴァーヌ、他
パリ音楽院管／クリュイタンス
東芝／EAA105／1枚
チャイコフスキー ｢白鳥の湖｣(ハイライト)
コンセルトヘボウ管／フィストゥラーリ
キング／GT9044／1枚
ムソルグスキー 展覧会の絵[ラヴェル編]
モスクワ放送響／フェドセーエフ
ビクター／VIC2106／1枚
ムソルグスキー 展覧会の絵[ラヴェル編]、はげ山の一夜、他
ジャケ内カビ
スイス･ロマンド管／アンセルメ
キング／SLC6033／1枚
Ｒ．シュトラウス ツァラトゥストラはかく語りき
シカゴ響／ライナー
ビクター／RGC1048／1枚
Ｒ．シュトラウス ツァラトゥストラはかく語りき
ロサンジェルス･フィル／メータ
キング／SLA1007／1枚
グリーグ ペール･ギュント組曲第1、2番、組曲十字軍の兵士シグール
ベルリン･フィル／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2384／1枚
モーツァルト アイネ･クライネ、フィガロの結婚序曲、魔笛序曲、フリーメーソン
サンプル
コロムビア響／ワルター
ソニー／20AC1806／1枚
メンデルスゾーン 真夏の夜の夢(抜粋8曲)、序曲フィンガルの洞窟
シュトゥットガルト放送響／シューリヒト
日コンサート･ホール／SM2214／1枚
ドヴォルザーク スラブ舞曲作品46、スケルツォ･カプリチオーソ
バイエルン放送響／クーベリック
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2489／1枚
ドヴォルザーク＆チャイコフスキー 弦楽セレナード
イギリス室内管／バレンボイム
東芝／EAC80065／1枚
シベリウス フィンランディア、組曲カレリア、トゥオネラの白鳥、エン・サガ
ウィーン･フィル／サージェント
東芝／EAC30057／1枚
Ｒ．シュトラウス 英雄の生涯
ロイヤル･フィル、スターリク(vn)／ビーチャム
東芝／AA5085／1枚

日-10441

¥550 ウィーン・フィル／クナッパーツブッシュ

日-10442

¥550

日-10443

¥550

日-10444

¥1,100

日-10445

¥550

日-10446

¥550

日-10447

¥550

日-10448

¥550

日-10449

¥1,100

日-10450

¥550

日-10451

¥550

日-10452

¥550

日-10453

¥550

日-10454

¥550

日-10455

¥550

日-10456

¥550

日-10457

¥550

日-10458

¥550

日-10459

¥550

日-10460

¥550

日-10461

¥550

日-10462

¥550

日-10463

¥550

日-10464

¥550

日-10465

¥550

日-10466

¥550

日-10467

¥550

日-10468

¥550

日-10469

¥550

日-10470

¥550
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ワーグナー タンホイザー序曲、ローエングリーン前奏曲、他

擬似ステ、カビ
東芝／AA8269／1枚
プロムナード･コンサート～アルチェステ序曲、皇帝円舞曲、フィンガルの洞窟、他
赤盤
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／AB8031／1枚
バルトーク 弦楽のディヴェルティメント／ヴィヴァルディ 合奏協奏曲作品3～第10、11番
モスクワ室内管／バルシャイ
キング／GT9080／1枚
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲、夜想曲～雲、祭り／ラヴェル スペイン狂詩曲、他
ロンドン響／モントゥー
キング／GT9076／1枚
スッペ 序曲集～軽騎兵、ウィーンの朝昼晩、美しきガラテア、怪盗団、詩人と農夫、他
ベルリン･フィル／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2395／1枚
ウィーン1850／舞曲名曲集～ポルカ美しいイダ、ワルツ求婚者、新ウィーン･レントラー、他
ウィーン･ベラ･ムジカ／ディトリッヒ
ビクター／VIC2298HM／1枚
レスピーギ ローマの松、ローマの噴水
ＮＢＣ響／トスカニーニ
ビクター／SRA8046M／1枚
イベール 喜遊曲／サン=サーンス 死の舞踏、オンファールの糸車／ビゼー 子供の遊び
パリ音楽院管／マルティノン
キング／GT9082／1枚
ミヨー 世界の創造、屋根の上の牛、ブラジルの郷愁～4つの舞曲
フランス国立管／バーンスタイン
東芝／EAC80401／1枚
グローフェ グランド・キャニオン
フィラデルフィア管／オーマンディ
ソニー／SOCT14／1枚
グローフェ グランド・キャニオン／バーンスタイン ウエスト･サイド物語～交響的舞曲
ニューヨーク･フィル／バーンスタイン
ソニー／SOCL1090／1枚
モーツァルト セレナード第9番｢ポストホルン｣、アイネ･クライネ･ナハトムジーク*
ベルリン･フィル、ＶＰＯ*／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1215／1枚
モーツァルト セレナード第10番｢グラン･パルティータ｣
帯付き
ウィーン･フィル団員／フルトヴェングラー
東芝/AB8104／1枚
モーツァルト セレナード第9番｢ポストホルン｣
ウィーン･モーツァルト合奏団／ボスコフスキー
キング／SLC2359／1枚
ブラームス セレナード第2番／ドヴォルザーク 管楽セレナード
ロンドン響／ケルテス
キング／SLA6065／1枚
Ｊ．シュトラウス・ファミリー･コンサート第1集～美しき青きドナウ、他8曲
ラベル破
ウィーン･フィル／Ｃ．クラウス
キング／K15C5040／1枚
Ｊ．シュトラウス ワルツ集～美しき青きドナウ、ウィーンの森の物語、皇帝円舞曲、他3曲
ウィーン響／サヴァリッシュ
ビクター／SFL7784／1枚
シューベルト 序曲魔法の竪琴、ロザムンデ(全曲)
ウィーン･フィル、ヤシュメ(A)、他／ミュンヒンガー
日ロンドン／L18C5059／1枚
ロマン派序曲集～魔弾の射手、オペロン、アウリスのイフィゲニア、アナクレオン、他2曲
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／WF60037／1枚
ベートーヴェン 序曲集～コリオラン、フィデリオ、レオノーレ第1、2、3番
ゲヴァントハウス管／コンヴィチュニー
フォノグラム／FG23／1枚
｢ニューヨーク･フィルの歴史｣ ワルキューレの騎行(メンゲルベルク)、
特典盤、ジャケ破
エグモント序曲(ワルター)、他
ソニー／YBCC15／1枚
ビゼー アルルの女第1、2組曲、カルメン組曲
ジャケ内カビ
パリ音楽院管／クリュイタンス
東芝／AA8141／1枚
プロコフィエフ ピーターと狼／サン=サーンス 動物の謝肉祭 (語り=岡崎友紀)
ジャケ破
フィルハーモニア管／クルツ
東芝／AA5043／1枚
イギリス管弦楽傑作集～グリーンスリーヴズ幻想曲、揚げひばり、他
ジャケ裏書込み
イギリス室内管／バレンボイム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2492／1枚
クラシック･マーチ集～トルコ行進曲、軍隊行進曲、結婚行進曲、威風堂々第1番、他5曲
フィラデルフィア管／オーマンディ
ソニー／13AC279／1枚
ガーシュイン パリのアメリカ人、ラプソディー･イン･ブルー、キューバ序曲
クリーヴランド管、Ａ．デイヴィス(p)／マゼール
キング／SLA1080／1枚
カール･リヒターの芸術～バッハ、ヘンデル、ハイドン録音の抜粋集
ジャケ内カビ
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG9903／1枚
クーベリックの芸術～ヘンデル、ドヴォルザーク、スメタナ、ヤナーチェク、
ジャケ内カビ
マーラー、メンデルスゾーン、他録音の抜粋集
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG9902／1枚
ストラヴィンスキー 春の祭典
フィルハーモニア管／マルケヴィッチ
東芝／AA5039／1枚
スメタナ わが祖国(全曲)
ジャケ･カビ
チェコ･フィル／ターリッヒ(’54)
日コロムビア／OW7701／1枚

日-10471

¥550 ウィーン･フィル／フルトヴェングラー

日-10472

¥550

日-10473

¥550

日-10474

¥550

日-10475

¥550

日-10476

¥550

日-10477

¥550

日-10478

¥550

日-10479

¥550

日-10480

¥550

日-10481

¥550

日-10482

¥550

日-10483

¥550

日-10484

¥550

日-10485

¥550

日-10486

¥550

日-10487

¥550

日-10488

¥550

日-10489

¥550

日-10490

¥550

日-10491

¥550

日-10492

¥550

日-10493

¥550

日-10494

¥550

日-10495

¥550

日-10496

¥550

日-10497

¥550

日-10498

¥550

日-10499

¥550

日-10500

¥550

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

