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 ５ 月 ０ ３ 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-10501

スメタナ わが祖国(全曲)

ジャケ内カビ
キング／GT9065／2枚
スメタナ モルダウ／ブラームス ハンガリー舞曲第1、3、10番／リスト 前奏曲、他
シカゴ響／バレンボイム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1166／1枚
シベリウス ポヒョラの娘、悲しいワルツ、カレリア組曲、エン･サガ
ジャケ破
ボストン響／Ｃ．デイヴィス
フォノグラム／27PC17／1枚
ムソルグスキー 展覧会の絵、ホヴァンシチーナ間奏曲／ボロディン ダッタン人の踊り
フィルハーモニア管／カラヤン
東芝＆研秀出版／SK708／1枚
ムソルグスキー 展覧会の絵[ラヴェル編]／バラキレフ イスラメイ[カルセラ編]
フィラデルフィア管／オーマンディ
ソニー／SOCF22008／1枚
ストラヴィンスキー 三大バレエ曲／Ｒ=コルサコフ シェエラザード*
ジャケ内カビ
パリ音楽院管、ロンドン響*／モントゥー
キング／GT2013／2枚
バルトーク 弦･打とチェレスタのための音楽、ハンガリアン･スケッチ
シカゴ響／ライナー
ビクター／RGC1022／1枚
ドビュッシー 管弦楽のための映像、交響組曲｢春｣
スイス･ロマンド管／アンセルメ
キング／GT9193／1枚
ストラヴィンスキー 春の祭典、4つの練習曲
フランス国立放送管／ブーレーズ(旧’63)
日コロムビア／OC7260PK／1枚
古きよきウィーンの調べ～ウィーン気質、わが生涯は愛と喜び、他4曲
ジャケ･カビ
Ａ．シュナイダー五重奏団
ソニー／SOCL1022／1枚

¥1,100 ウィーン･フィル／クーベリック(旧’58)

日-10502

¥550

日-10503

¥550

日-10504

¥550

日-10505

¥550

日-10506

¥1,100

日-10507

¥550

日-10508

¥550

日-10509

¥550

日-10510

¥550
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盤

税込み価格
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ー

ル

作曲家 演奏者、他

備考
レーベル／レコード番号／枚数

Ｊ．シュトラウス･コンサート～美しき青きドナウ、ウィーンの森の物語、他4曲
ジャケ･カビ
ソニー／SOCF126／1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
ジャケ破
フィルハーモニア管／マゼール
東芝／AA5055／1枚
ヴェルディ 前奏曲と序曲集～椿姫、オテロ、運命の力、シチリアの晩鐘、他
ジャケ･カビ
ＮＢＣ響／トスカニーニ(’41-’54)
ＲＶＣ／RVC1559／1枚
モーツァルト アイネ･クライネ、セレナータ･ノットゥルナ、ピアノ･ソナタ第8、15番*
ドレスデン国立管／スウィトナー、ヘブラー(p)*
フォノグラム＆中央公論／CPH1009／1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、フリーメーソン葬送音楽
コロムビア響／ワルター
ソニー／SONC10257／1枚
Ｒ．シュトラウス ティル･オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯、ドン･ファン、死と変容
擬似ステ
ウィーン･フィル／フルトヴェングラー
東芝／EAA166／1枚
レスピーギ ローマの松、ローマの噴水
ジャケ･カビ
シカゴ響／ライナー
ビクター／RGC1050／1枚
ラヴェル マ・メール・ロア(全曲)、高貴で感傷的なワルツ
パリ音楽院管／クリュイタンス
東芝／EAC40076／1枚
モーツァルト セレナード第7番｢ハフナー｣＋行進曲Ｋ．249
ミュンヘン・プロ・アルテ室内管／レーデル
東芝／AA8584／1枚
モーツァルト セレナード第9番｢ポストホルン｣、第6番｢セレナータ･ノットゥルナ｣
ジャケ内カビ
ベルリン･フィル／ベーム
日グラモフォン／MG2248／1枚
モーツァルト セレナード第7番｢ハフナー｣
ジャケ背スレ
ベルリン･フィル、ブランディス(vn)／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2402／1枚
モーツァルト セレナード第4番＋行進曲Ｋ．237
ドレスデン国立管、ウト・ウギ(vn)／ワールト
フォノグラム／X7571／1枚
Ｊ．シュトラウス･ファミリー･コンサート第2集～ウィーンの森の物語、他8曲
ジャケ&ラベル破
ウィーン･フィル／C．クラウス
キング／K15C5041／1枚
Ｒ．シュトラウス ツァラトゥストラはかく語りき、ドン･ファン、ティル
ジャケ内カビ
シカゴ響／ショルティ
キング／SOL9023／2枚
Ｒ．シュトラウス ツァラトゥストラはかく語りき、ドン･ファン
ジャケ･カビ
ドレスデン国立管／ケンペ
東芝／EAC80191／1枚
Ｊ．シュトラウス･コンサート～ウィーンの森の物語、皇帝円舞曲、美しき青きドナウ、他3曲
Ｅ．シュトラウスと交響楽団
フォノグラム／FG52／1枚
ウィンナ･ホルンの饗宴～ベートーヴェン 自然における神の栄光、他
ジャケ内カビ
ウィーン･ヴァントホルン合奏団
キング／SLA1026／1枚
ウィーンの休日～ウィーンの森の物語、ラデツキー行進曲、アンネン・ポルカ、他5曲
ウィーン･フィル／クナッパーツブッシュ
キング／GT9036／1枚
モーツァルト 序曲とセレナード～フィガロ、コシ、魔笛、アイネ･クライネ、ドイツ舞曲集、他
ウィーン響／パウムガルトナー
フォノグラム／FG55／1枚
シューベルト ロザムンデ～序曲、他3曲／メンデルスゾーン 真夏の夜の～序曲、他3曲
ウィーン･フィル／モントゥー
キング／GT9031／1枚
ブラームス ハンガリー舞曲第1～3、5～7、10、12、13、17～21番、大学祝典序曲
ドレスデン･シュターツカペレ／レーグナー
徳間／ET3035／1枚
ラヴェル ボレロ、スペイン狂詩曲、ラ･ヴァルス
パリ音楽院管／クリュイタンス
東芝／EAC40075／1枚
ルーセル 蜘蛛の饗宴、バッカスとアリアーヌ第2組曲、弦楽のシンフォニエッタ
パリ音楽院管／クリュイタンス
東芝／EAC40079／1枚
ドビュッシー 海、牧神の午後への前奏曲、遊戯
ジャケ背スレ
ニュー･フィルハーモニア管／ブーレーズ
ソニー／SOCL1047／1枚
ドビュッシー 海、夜想曲
スイス･ロマンド管、女声cho．／アンセルメ
キング／GT9195／1枚
ラヴェル ボレロ、スペイン狂詩曲、ラ･ヴァルス、亡き王女のパヴァーヌ、他
ジャケ背スレ
スイス･ロマンド管／アンセルメ
キング／K20C8625／1枚
ラヴェル ダフニスとクロエ(全曲)
ボストン響、cho．／ミュンシュ
ビクター／SHP2155／1枚
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲、交響組曲｢春｣、小組曲、他
ジャケ汚れ
フランス国立管／マルティノン
東芝／EAC80190／1枚
ドリーブ コッペリア(全曲)
ジャケ内カビ
スイス･ロマンド管／アンセルメ
キング／GT9199／2枚
ビゼー カルメン組曲、アルルの女組曲
スイス･ロマンド管／アンセルメ
キング／SLC6007／1枚

日-10511

¥550 コロムビア響／ワルター(’56)

日-10512

¥550

日-10513

¥550

日-10514

¥550

日-10515

¥550

日-10516

¥550

日-10517

¥550

日-10518

¥550

日-10519

¥550

日-10520

¥550

日-10521

¥550

日-10522

¥550

日-10523

¥550

日-10524

¥1,100

日-10525

¥550

日-10526

¥550

日-10527

¥550

日-10528

¥550

日-10529

¥550

日-10530

¥550

日-10531

¥550

日-10532

¥550

日-10533

¥550

日-10534

¥550

日-10535

¥550

日-10536

¥550

日-10537

¥550

日-10538

¥550

日-10539

¥1,100

日-10540

¥550
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国

内
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盤

税込み価格
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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 イタリア奇想曲／Ｒ=コルサコフ スペイン奇想曲

日-10541

¥550 ＲＣＡ響／コンドラシン

日-10542

¥550

日-10543

¥550

日-10544

¥550

日-10545

¥550

日-10546

¥550

日-10547

¥550

日-10548

¥550

日-10549

¥550

日-10550

¥550

日-10551

¥550

日-10552

¥1,100

日-10553

¥1,100

日-10554

¥550

日-10555

¥550

日-10556

¥550

日-10557

¥550

日-10558

¥550

日-10559

¥1,100

日-10560

¥550

日-10561

¥550

日-10562

¥550

日-10563

¥550

日-10564

¥550

日-10565

¥550

日-10566

¥550

日-10567

¥550

日-10568

¥550

日-10569

¥550

日-10570

¥550

ＲＶＣ／RCL1033／1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
ジャケ破
スイス･ロマンド管／アンセルメ
キング／SLC8009／1枚
ヤナーチェク ハーリ･ヤーノシュ組曲／プロコフィエフ キージェ中尉
クリーヴランド管／セル
ソニー／SOCL57／1枚
ホルスト 惑星
ロンドン･フィル、cho．／ボールト(’78)
東芝／EAC80513／1枚
ホルスト 惑星
ニューヨーク･フィル／バーンスタイン
ソニー／20AC1539／1枚
ホルスト 惑星
カット･アウト(穴)
ウィーン･フィル、cho．／カラヤン
キング／SLC1180／1枚
ホルスト 惑星
ロンドン響、cho．／プレヴィン
東芝／EAA85040／1枚
シェーンベルク 月に憑かれたピエロ、室内交響曲第1番、管弦楽の3つの小品
ドメーヌ・ミュジカル･アンサンブル／ブーレーズ
日コロムビア／OW7571EV／1枚
シェーンベルク 浄夜[弦楽六重奏版]、セレナード
ドメーヌ・ミュジカル･アンサンブル／ブーレーズ
日コロムビア／OW7572EV／1枚
メシアン 異国の鳥たち、ラ･ブスカルル、鳥の目覚め
チェコ･フィル、ロリオ(p)／ノイマン
日コロムビア／OW7612S／1枚
テレマン 水上の音楽、祭りのにぎわい
ジャケ･カビ
パリ･コレギウム・ムジクム合奏団／ドゥアット
日コロムビア／RE1517MU／1枚
テレマン ターフェルムジーク第2集
ジャケ内カビ
アムステルダム合奏団／ブリュッヘン
キング／K19C9272／2枚
テレマン ターフェルムジーク第3集
ジャケ内カビ
アムステルダム合奏団／ブリュッヘン
キング／K19C9274／2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／SLA1213／1枚
ハイドン 交響曲第101番｢時計｣、第94番｢驚愕｣
ウィーン･フィル／モントゥー
キング／K15C8031／1枚
チャイコフスキー 交響曲第5番
クリーヴランド管／セル
ソニー／13AC214／1枚
ヴィヴァルディ 四季
イ･ムジチ合奏団、アーヨ(vn)
リーダーズ･ダイジェスト／2D1／1枚
ヴィヴァルディ 四季
ベルリン･フィル、シュヴァルベ(vn)／カラヤン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2381／1枚
バッハ ブランデンブルク協奏曲(全曲)
シュトゥットガルト室内管／ミュンヒンガー(’58)
キング／GT9051／2枚
バッハ ピアノ協奏曲第1番、2台のピアノの協奏曲BWV．1061
モノ盤
リヒテル、ヴェデルニコフ(p)／ザンデルリンク、他
ビクター／MK1005／1枚
バッハ クラヴィーア協奏曲第1、4、5番
ディヴェツィ(p)／モスクワ室内管／バルシャイ
ビクター／SFL7670／1枚
C．P．E．バッハ、J．C．バッハ、W．F．バッハ クラヴサン協奏曲集
ジャケ･カビ
V=ラクロワ(cem)、他／リステンパルト
日コロムビア／RE1068RE／1枚
J．C．バッハ ピアノ協奏曲作品7-6、作品13-1、3、6
ヘブラー(p)／カペラ･アカデミカ／メルクス
フォノグラム／SFX7868／1枚
タルティーニ 4つのヴァイオリン協奏曲集(D．2、67、96、125)
トーゾ(vn)／ヴェネツィア合奏団／シモーネ
ＲＶＣ／ERX2299／1枚
ボッケリーニ＆ヴィヴァルディ チェロ協奏曲／ヘンデル ソナタ ト短調、他
ジャケ汚れ
トルトゥリエ夫妻(vc、指揮)／イギリス室内管
東芝／EAC80025／1枚
モーツァルト クラリネット協奏曲、クラリネット五重奏曲
ジャケ･カビ
ランスロ(cl)／パイヤール、バルヒェットSQ
日コロムビア／OS2749RE／1枚
モーツァルト クラリネット協奏曲、ファゴット協奏曲
プリンツ(cl)、ツェーマン(fg)／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2437／1枚
モーツァルト フルートとハープのための協奏曲、協奏交響曲Ｋ．297
シュルツ(ｆｌ)、サバレタ(hp)、他／ベーム
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG1032／1枚
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第3番、第5番｢トルコ風｣
パールマン(vn)／ウィーン･フィル／レヴァイン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／28MG0574／1枚
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第3番、協奏交響曲Ｋ．364
モノ盤
Ｄ．オイストラフ(vn)、バルシャイ(va、指揮)
ビクター／VICX1027／1枚
3
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盤

税込み価格
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レーベル／レコード番号／枚数

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番｢皇帝｣／チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番*
東芝＆国際情報社／KJ1631／1枚
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番｢皇帝｣
擬似ステ
Ｅ．フィッシャー(p)／フルトヴェングラー(’51)
東芝／EAC70120／1枚
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番｢皇帝｣、ピアノ･ソナタ｢月光｣
ケンプ(p)／ベルリン･フィル／ライトナー
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2015／1枚
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番｢皇帝｣
ブレンデル(p)／ロンドン･フィル／ハイティンク
フォノグラム／X7694／1枚
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番｢皇帝｣
グルダ(p)／ウィーン･フィル／シュタイン
キング／SLC6079／1枚
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番｢皇帝｣
ホロヴィッツ(p)／ＲＣＡ響／ライナー(’52)
ビクター／VRA2061／1枚
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番｢皇帝｣
ジャケ破
バックハウス(p)／Ｃ．クラウス
キング／MR5023／1枚
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番｢皇帝｣
バレンボイム(p)／ニュー･フィル／クレンペラー
東芝／EAA128／1枚
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲
パールマン(vn)／フィルハーモニア／ジュリーニ
東芝／EAC90055／1枚
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲
スターン(vn)／ＮＹＰ／バーンスタイン
日コロムビア／OS438C／1枚
シューマン ピアノ協奏曲／ウェーバー コンツェルトシュトゥック
ジャケ少破
ブレンデル(p)／ロンドン響／アバド
フォノグラム／25PC68／1枚
シューマン ピアノ協奏曲、序奏とアレグロ作品134&92
ジャケ・カビ
アシュケナージ(p)／ロンドン響／セガル
キング／SLA1204／1枚
ブラームス ピアノ協奏曲第1番
ジャケ・カビ
ブレンデル(p)／ＡＣＯ／S=イッセルシュテット
フォノグラム／X5635／1枚
ブラームス ヴァイオリン協奏曲
クレーメル(vn)／ＶＰＯ／バーンスタイン
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／28MG0608／1枚
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲／モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第4番
ハイフェッツ(vn)／ロンドン新響／サージェント
ビクター／SRA2824／1枚
ラロ スペイン交響曲／パガニーニ ヴァイオリン協奏曲第1番*
*擬似ステ
フランチェスカッティ(vn)／ミトロプーロス、他
ソニー／20AC1518／1枚
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番
アラウ(p)／ボストン響／Ｃ．デイヴィス
フォノグラム／25PC25／1枚
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番／バラキレフ 東洋風幻想曲｢イスラメイ｣
カッチェン(p)／ロンドン響／ショルティ
キング／SMR5011／1枚
ドヴォルザーク チェロ協奏曲
フルニエ(vc)／ベルリン･フィル／セル
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MGW5125／1枚
フランク 交響的変奏曲／ダンディ フランス山人の歌による交響曲
カサドシュ(p)／フィラデルフィア／オーマンディ
ソニー／13AC293／1枚
ドビュッシー クラリネットの狂詩曲第1番、アルト･サクソフォンの狂詩曲、シランクス、他
ドゥプリュ(cl)、ドゥファイエ(sax)、他／コンスタン
ＲＶＣ／REL2539／1枚
ロドリーゴ アランフェス協奏曲／ヴィラ=ロボス ギターと小管弦楽の協奏曲
Ｊ．ウィリアムス(g)／ＥＣＯ／バレンボイム
ソニー／20AC1575／1枚
グリーグ ピアノ協奏曲／リスト ピアノ協奏曲第1番
ルービンシュタイン(p)／ウォーレンシュタイン
ビクター／SX2517／1枚
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番
ジャケ内カビ
ワイセンベルク(p)／パリ管／カラヤン
東芝／AA8700／1枚
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番 (’54擬似ステ)
ジャケ裏シミ
リヒテル(p)／チェコ･フィル／アンチェル
日コロムビア／OC7267S／1枚
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番
ジャケ･カビ
ホロヴィッツ(p)／ＮＢＣ響／トスカニーニ(’43)
ＲＶＣ／S20C1008／1枚
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番、パガニーニ狂詩曲
アシュケナージ(p)／ロンドン響／プレヴィン
日ロンドン／L25C3028／1枚
シューマン＆グリーグ ピアノ協奏曲
アンダ(p)／ベルリン･フィル／クーベリック
ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ／MG2230／1枚
グリーグ＆シューマン ピアノ協奏曲
アラウ(p)／ボストン響／Ｃ．デイヴィス
フォノグラム／27PC14／1枚
ドヴォルザーク＆グラズノフ ヴァイオリン協奏曲
ミルシテイン(vn)／スタインバーグ
東芝／CA5075／1枚

日-10571

¥550 ギレリス、アラウ*(p)／ルートヴィヒ、ガリエラ*

日-10572

¥550

日-10573

¥550

日-10574

¥550

日-10575

¥550

日-10576

¥550

日-10577

¥550

日-10578

¥550

日-10579

¥550

日-10580

¥550

日-10581

¥550

日-10582

¥550

日-10583

¥550

日-10584

¥550

日-10585

¥550

日-10586

¥550

日-10587

¥550

日-10588

¥550

日-10589

¥550

日-10590

¥550

日-10591

¥550

日-10592

¥550

日-10593

¥550

日-10594

¥550

日-10595

¥550

日-10596

¥550

日-10597

¥550

日-10598

¥550

日-10599

¥550

日-10600

¥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

