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7801

7803

7802

米･ﾊｲﾄﾞﾝ･ｿｻｴﾃｨ/HSL1001/2200 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
交響曲第1番､第28番
交響曲第13番｢ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ｣*
N.ﾋｭｰﾌﾞﾅｰ(vc.ｿﾛ)*/ｳｨｰﾝ響/ｽﾀｰﾝﾊﾞｰｸﾞ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年代
前期録音｡第1番と第28番は一種の小交響曲。C.
ｸﾗｳｽ門下のｼﾞｮﾅｻﾝ･ｽﾀｰﾝﾊﾞｰｸ(米出身)による好
演。
蘭･ｱﾙﾄﾝ/PWS752/2200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
交響曲第14-17番

7804

ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙ/ﾗｲﾝｽﾄﾞﾙﾌ

7805

7807

G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1956年録音｡ｳｴｽﾄﾐﾝｽ
ﾀｰ･ｼﾙﾊﾞｰ･ｼﾘｰｽﾞ。若きﾗｲﾝｽﾄﾞﾙﾌによる米ｳｴｽﾄﾐ
ﾝｽﾀｰへの同全集録音から。
独･ﾒﾄﾛﾉｰﾑ/0180065/15400 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲全集
ﾌｧｰﾘｰ(S)､ﾎｯｼﾞｿﾝ(A)､ﾊﾞﾛｳｽﾞ(T)､ﾍﾞｲﾘｰ(B)
ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙ､ﾌﾞﾗｲﾄﾝ音楽祭cho./ﾄﾞﾗﾃｨ
G｡7枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1975-76年録音｡
ｼﾞｭｴﾙ･ｼﾘｰｽﾞ。ｵﾘｼﾞﾅﾙ音源は後のｼｬﾝﾄﾞｽ創業者
ｶｽﾞﾝｽﾞ技師による英ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ(入手激難)への録
音｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/410932-1/2200 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第7番

7806

7808

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/C.ｸﾗｲﾊﾞｰ

7809

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1975年録音｡再発。ｼ
ｸﾞﾈｰﾁｬｰ･ｼﾘｰｽﾞ。80年代ﾌﾟﾚｽのｸｵﾘﾃｨ音質はか
なりのものだとの声がある｡
米･ﾃﾗｰｸ/DG10091/特価2200 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
交響曲第8番「未完成」
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第8番
ｸﾘｰｳﾞﾗﾝﾄﾞ管/ﾄﾞﾎﾅｰﾆ
G｡通常価格=2750円｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀ
ﾙ｡1983年録音｡ﾗﾍﾞﾙ破｡優秀録音。ﾏｾﾞｰﾙの後任
として､ｵｹ常任となった初共演盤。共にﾄﾞﾎﾅｰﾆ初
録音､ｳｨｰﾝ風の柔らかい響きが素晴らしい｡

7810

TEL 022-265-4573

受付期限：６月１日(水)
米･ﾊｲﾄﾞﾝ･ｿｻｴﾃｨ/HSLP1019/特価1650 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
交響曲第26番｢悲しみ｣、第36番
ｳｨｰﾝ室内管/ﾊｲﾗｰ
G｡通常価格=2200円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年代前期録音｡ｼﾞｬｹ･ﾃｰﾌﾟ補修｡第
36番で印象的なｿﾛはｼｭﾀｲﾝﾊﾞｳｱｰ(vn)｡指揮のｱﾝ
ﾄﾝ･ﾊｲﾗｰはｳｨｰﾝの重鎮として知られる存在。
米･ｴﾋﾟｯｸ/LC3402/2750 円
ｹﾙﾋﾞｰﾆ
交響曲ﾆ長調
ｳｪｰﾊﾞｰ
交響曲第2番*
ｳｨｰﾝ響/ｶﾙﾛ･ｾﾞｯｷ
*ﾊｰｸﾞ･ﾌｨﾙ/ｵｯﾃﾙﾛｰ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｽﾄﾛﾎﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1957年録音｡蘭ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ原盤。ﾏｲﾅｰ指揮者のﾏｲ
ﾅｰ交響曲録音､ｼﾞｬｹが秀逸で惹かれる｡
英･ＥＭＩ/CFP40007/2200 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第5番「運命」
交響曲第8番
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ｸﾘｭｲﾀﾝｽ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾘｰﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡1957&58年録音｡再発。
『運命』と『田園』のみASDが発売された。『運命』
は50年代末のBPOの威力が発揮されている。
独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/STE90115-6/13200 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第9番「合唱付き」
ｼｭﾜﾙﾂｺｯﾌﾟ(S)､ﾍﾝｹﾞﾝ(A)､ﾎｯﾌﾟ(T)､ｴｰﾃﾞﾙﾏﾝ(B)
ﾊﾞｲﾛｲﾄ祝祭管､cho./ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡黒切手ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡布ｹｰｽ｡擬似
ｽﾃﾚｵ｡1951年録音｡擬似ｽﾃといっても評価の高
いﾌﾞﾗｲﾄｸﾗﾝｸ方式。今さら何をかいわんやの歴史
的なﾊﾞｲﾛｲﾄの第九。
米･ﾃﾞｯｶ/DL9670/特価2200 円
ﾘｽﾄ
ﾀﾞﾝﾃ交響曲
ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ･ﾌｨﾙ/ｳｫｰﾚﾝｼｭﾀｲﾝ
P+｡通常価格=2750円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾘｰﾌ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞ
ﾙ｡ﾌﾗｯﾄ厚手ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録音｡
ｼﾞｬｹ裏ｽﾀﾝﾌﾟ印｡前任の首席指揮者ｸﾚﾝﾍﾟﾗｰに鍛
えられたｵｹの響きは必聴｡
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7811

7813

7815

ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ

7812

米･ｳﾞｫｯｸｽ/PL11200/2750 円
交響曲第4番｢ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ｣

ﾌﾞﾗｰﾑｽ

米･ＲＣＡ/LM2097/2200 円
交響曲第1番

ｳｨｰﾝ響/ｸﾚﾝﾍﾟﾗｰ

ﾎﾞｽﾄﾝ響/ﾐｭﾝｼｭ

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1951年録
音｡黒文字ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ。RVG刻印。後年の演奏とは
まさに対極的､これもｸﾚﾝﾍﾟﾗｰの一面｡
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6570153/2200 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
交響曲第4番

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｼｪｰﾄﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗ
ﾙ｡1956年録音｡豪壮なﾐｭﾝｼｭのﾌﾞﾗ1､充実したﾓﾉ
ﾗﾙ音響も悪くない。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2535141/2200 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
交響曲第9番「新世界より」

7814

ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ﾏﾙｹｳﾞｨﾁ

ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾘｯﾁｬｲ

G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1964年録音｡再発｡ｸﾞ
ﾗﾝﾃﾞｨｵｰｿ･ｼﾘｰｽﾞ｡ﾏﾙｹｳﾞｨﾁの才気溢れる演奏
で､同全集でも一際光る名演｡
米･ｴｳﾞｪﾚｽﾄ/LPBR6056/1650 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
交響曲第9番｢新世界より｣

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959年録音｡再発｡ﾚ
ｿﾞﾅﾝｽ･ｼﾘｰｽﾞ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙは入手激難なﾌﾘｯﾁｬｲの新
世界。
英･ﾃﾞｯｶ/D264D2/特価4400 円
ﾏｰﾗｰ
交響曲第2番「復活」
ｳﾞｨﾝｾﾝﾄ(S)､ﾌｪﾘｱｰ(A)
ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管､cho./ｸﾚﾝﾍﾟﾗｰ
G｡通常価格=5500円｡2枚組｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰﾗﾍﾞﾙ｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1951年録音｡BOOK書き込み｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ。後年のｽﾀｼﾞｵ録音とは全く違う鋭角的なｽﾀ
ｲﾙ｡7月12日ｵﾗﾝﾀﾞ音楽祭でのﾗｲｳﾞ放送音源｡
英･ﾃﾞｯｶ/SXL6366/6600 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｾﾚﾅｰﾄﾞ全集Vol.2
ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ第1、2番K.113、131

7816

ﾛﾝﾄﾞﾝ響/L.ﾙｰﾄｳﾞｨﾋ

7817

受付期限：６月１日(水)

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡1960
年録音｡今では聴けぬ新世界､ﾄﾞｲﾂ本流のﾄﾞｳﾞｫﾙ
ｻﾞｰｸ演奏である｡
仏･ﾊﾟﾃ/2C069-00553/特価2200 円
ﾏｰﾗｰ
交響曲第4番

7818

ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管､ｼｭﾜﾙﾂｺｯﾌﾟ(S)/ｸﾚﾝﾍﾟﾗｰ
ｳｨｰﾝ･ﾓｰﾂｧﾙﾄ合奏団/ﾎﾞｽｺﾌｽｷｰ

7819

7821

7823

7825

G｡通常価格=2750円｡仏ﾌﾟﾚｽ｡切手ﾗﾍﾞﾙ｡赤枠ｼﾞｬ
ｹ｡1961年録音｡ｼﾞｬｹ内ｶﾋﾞ･ｼﾐ｡巨匠と名歌手が繰
り広げるﾏｰﾗｰの耽美的世界。
英･ﾃﾞｯｶ/SXL6614/11000 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｾﾚﾅｰﾄﾞ全集vol.7
ｾﾚﾅｰﾄﾞ第7番「ﾊﾌﾅｰ」K.250
ｳｨｰﾝ･ﾓｰﾂｧﾙﾄ合奏団/ﾎﾞｽｺﾌｽｷｰ
[A.ｼｭﾀｰﾙ(vn.ｿﾛ)]
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1972年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡自
主性のあるｱﾝｻﾝﾌﾞﾙで楽しめるﾐﾆ･ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙの
ﾓｰﾂｧﾙﾄ｡
独･ﾍﾘｵﾄﾞｰﾙ/89669/2200 円
ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ
展覧会の絵
R=ｺﾙｻｺﾌ
ﾛｼｱの復活祭序曲*

7820

7822

ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ､ﾗﾑﾙｰ管*/ﾏﾙｹｳﾞｨｯﾁ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾟﾗﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡擬似ｽﾃﾚｵ｡1953&57年録
音｡展覧会､復活祭序曲共にﾀﾞｲﾅﾐｯｸで迫力ある
演奏が魅力｡
英･ＥＭＩ/ASD2580/3300 円
ﾌｫｰﾚ
｢ﾍﾟﾚｱｽとﾒﾘｻﾞﾝﾄﾞ｣組曲
｢ﾏｽｸとﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ｣組曲､｢ﾄﾞﾘｰ｣(ﾗﾎﾞｰ編)
ﾊﾟﾘ管/ﾎﾞﾄﾞ

7824

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｶﾗｰ切手ﾗﾍﾞﾙ｡1969年録音｡英初出。
ﾊﾟﾘ管はｵｹ創立時ﾎﾞﾄﾞと次々に録音、ﾌｫｰﾚもその
一環で華やかな響きが冴える演奏である。
英･ＲＣＡ/VICS1265/2200 円
R.ｼｭﾄﾗｳｽ
ﾂｧﾗﾄｩｽﾄﾗはかく語りき
ﾄﾞﾝ･ﾌｧﾝ

7826

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1968年録音｡ﾎﾞｽｺﾌｽｷｰ
は舞曲と行進曲という素晴らしい全集もある｡
伊･ＣＬＳ/RPCL2031/3300 円
ﾜｰｸﾞﾅｰ
｢ﾊﾟﾙｼﾞﾌｧﾙ｣から聖金曜日の音楽
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾐｻ ﾊ短調からｱﾘｱ、ｾﾚﾅｰﾄﾞ第13番
ﾊｲﾄﾞﾝ
｢四季｣からｱﾘｱ/ｳｪｰﾊﾞｰ：ｵﾍﾞﾛﾝ序曲
ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ響､S.ﾏｯﾂｫﾘｰﾆ(S)/ﾜﾙﾀｰ
G｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1954年録
音｡演奏会の全容を収録した､ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺでの稀
少な放送音源｡
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6527057/2200 円
｢ﾛｼｱの管弦楽名曲集｣
R=ｺﾙｻｺﾌ：ﾛｼｱの復活祭、ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ：1812年
ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾝ：ﾀﾞｯﾀﾝ人の踊り
ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管､ｵﾗﾝﾀﾞ放送cho./ﾏﾙｹｳﾞｨﾁ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1964年録音｡再発。ｾ
ｸｴﾝﾂｧ･ｼﾘｰｽﾞ。ﾀﾞｲﾅﾐｯｸなﾏﾙｹｳﾞｨﾁの指揮で強烈
な印象の名演。
英･ＥＭＩ/ASD2750/2750 円
ｴﾙｶﾞｰ
ｴﾆｸﾞﾏ変奏曲
V=ｳｨﾘｱﾑｽﾞｲｷﾞﾘｽ民謡組曲､ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰｳﾞｽ幻想曲
ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ﾎﾞｰﾙﾄ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡新ｶﾗｰ切手ﾗﾍﾞﾙ｡1970年録音｡ﾋﾞｼｮｯﾌﾟ
録音のｵｰﾃﾞｨｵﾌｧｲﾙ。有名曲を収録したﾎﾞｰﾙﾄの
十八番集､まさに自家薬籠中。
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/M31368/2200 円
ﾊﾞﾙﾄｰｸ
中国の不思議な役人
舞踏組曲
ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙ､ｽｺﾗ･ｶﾝﾄﾙﾑcho./ﾌﾞｰﾚｰｽﾞ

ｼｶｺﾞ響/ﾗｲﾅｰ

7827

7829

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾋﾟﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1954年録音｡「ﾂｧﾗﾄｩｽﾄﾗ」
はあの有名な1回目録音､ﾗｲﾅｰ節の極致。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2530252/2200 円
ｽﾄﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ
春の祭典、ｶﾝﾀｰﾀ｢星の王｣
ﾎﾞｽﾄﾝ響､ﾆｭｰ･ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ音楽院cho.
ﾃｨﾙｿﾝ=ﾄｰﾏｽ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1972年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ。優秀録音｡春の祭典はT=ﾄｰﾏｽが最も得意と
する楽曲で、ﾋﾟｱﾉ編曲版も録音していた。｢星の
王｣は5分程度の小品｡
仏･ﾊﾟﾃ/2C069-12890/3300 円
ｲﾍﾞｰﾙ
寄港地
祝典序曲、架空の愛へのﾄﾛﾋﾟｽﾞﾑ
ﾌﾗﾝｽ国立放送管/ﾏﾙﾃｨﾉﾝ
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡切手ﾗﾍﾞﾙ｡赤枠ｼﾞｬｹ｡1974年録音｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ。祝典序曲は日本の皇紀2600年式典委嘱
曲｡ｽｺｱの細部まで緻密に描き出したﾏﾙﾃｨﾉﾝ筆
頭の傑作盤｡

7828

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1971&72年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ｡現代的視点から精妙に描き出した屈指の名
盤。
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/MQ31076/2200 円
ｽﾄﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ
ﾍﾟﾄﾙｰｼｭｶ(1911年版)
P.ｼﾞｪｲｺﾌﾞｽﾞ(p)/ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙ/ﾌﾞｰﾚｰｽﾞ

7830

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1971年録音｡ｸｧﾄﾞﾗﾌｫﾆｯ
ｸ盤。ﾌﾞｰﾚｰｽﾞの冷徹な分析による同曲のｵｰﾃﾞｨｵ
ﾌｧｲﾙ名盤。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/139042/2200 円
ﾍﾝﾃﾞﾙ
合奏協奏曲op.6-1､8､11
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ｶﾗﾔﾝ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1968年録音｡規格番
号は若いが､録音が遅くﾁｭｰﾘｯﾌﾟは無い。ｶﾗﾔﾝの
ﾍﾝﾃﾞﾙは少なく､他に水上くらいか。
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7831

7833

7835

7837

7839

7841

7843

7832

独･ｵｲﾛﾃﾞｨｽｸ/27681KK/2750 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第5番
ﾃﾚﾏﾝ
組曲｢ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ｣
ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙ
ｶﾉﾝ
W.ｼｭﾅｲﾀﾞｰﾊﾝ(vn)/ﾙﾂｪﾙﾝ合奏団/ﾊﾞｳﾑｶﾞﾙﾄﾅｰ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1976年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。ﾊﾞ
ｳﾑｶﾞﾙﾄﾅｰの師ｼｭﾅｲﾀﾞｰﾊﾝをｹﾞｽﾄに迎え､合奏団
の創立20周年を盛大に祝ったｺﾝｻｰﾄを収録。
仏･ｴﾗｰﾄ/STU70819/4400 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第21番
3つのﾛﾝﾄﾞK.511､382､386

7834

ﾋﾟﾘｽ(p)/ｸﾞﾙﾍﾞﾝｷｱﾝ財団管/ｸﾞｼｭﾙﾊﾞｳｱｰ
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1973年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡繊細で美しいﾀｯﾁ､協奏曲でのﾃﾞﾘｶｼｰは
その極美。
米･ﾊﾟｰﾗﾒﾝﾄ/PLPS620/3300 円
ﾗﾛ
ｽﾍﾟｲﾝ交響曲
ﾗｳﾞｪﾙ
ﾂｨｶﾞｰﾇ

7836

ｲﾀﾞ･ﾍﾝﾃﾞﾙ(vn)/ﾁｪｺ･ﾌｨﾙ/ｱﾝﾁｪﾙ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾚｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1963年録音｡ﾁｪｺ･ｽﾌﾟﾗﾌｫ
ﾝ録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙは入手難。名女流ｲﾀﾞ･ﾍﾝﾃﾞﾙ&黄
金期のﾁｪｺ･ﾌｨﾙの名演｡
英･ＥＭＩ/ASD3452/3300 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
ﾁｪﾛ協奏曲
ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
ﾁｪﾛ協奏曲第1番

7838

ﾛｽﾄﾛﾎﾟｰｳﾞｨﾁ(vc)/ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙ/ｼﾞｭﾘｰﾆ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾓﾉｸﾛ切手ﾗﾍﾞﾙ｡1977年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡
ｸｧﾄﾞﾛﾌｫﾆｯｸ盤。ﾎﾞｲﾘﾝｸﾞ技師の優秀録音。ﾄﾞｳﾞｫ・
ﾁｪﾛはこれが6度目の録音。両巨匠初共演。
伊･ﾁｪﾄﾗ/DOC64/特価5500 円
｢B.ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾘ&ﾐﾄﾛﾌﾟｰﾛｽ･ﾗｲｳﾞ｣
ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第20番
ﾘｽﾄ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番､ﾌﾞﾗｰﾑｽ：交響曲第3番
B.ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾘ(p)/ﾌｨﾚﾝﾂｪ5月音楽祭管/ﾐﾄﾛﾌﾟｰﾛｽ
G｡通常価格=6600円｡2枚組｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ・ﾗﾍﾞ
ﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録音｡ｼﾞｬｹ
破｡ﾄﾞｸﾒﾝﾂ･ｼﾘｰｽﾞ。音楽祭でのﾗｲｳﾞ録音。
仏･ﾊﾟﾃ/2C065-10684/9900 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
弦楽三重奏曲全集
ｾﾚﾅｰﾄﾞop.25

7840

7842

ﾌﾗﾝｽ弦楽ﾄﾘｵ[ｼﾞｬﾘ､ｺﾛ､ﾄｩﾙﾆｭ]、ﾃﾞﾎﾞｽﾄ(fl)
G｡3枚組｡仏ﾌﾟﾚｽ｡切手ﾗﾍﾞﾙ｡1969年録音｡新ﾊﾟｽ
ｷｴ･ﾄﾘｵと並ぶﾌﾗﾝｽ屈指の弦楽ﾄﾘｵで､ｼﾞｬﾘ以下
名手揃い。ｹﾞｽﾄで参加のﾃﾞﾎﾞｽﾄも嬉しいもの。
米･ＲＣＡ/LSC2726/2750 円
ｼｮﾊﾟﾝ
ﾜﾙﾂ全集

7844

ﾙｰﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ(p)

7845

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾉｰﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1963年録音｡1枚BOX入
り。自然体で伸びやかさが光るﾜﾙﾂ､一聴をお薦
めしたい。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/35250/4400 円
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ
12の練習曲、ｽｹｯﾁ帳より

7846

ｷﾞｰｾﾞｷﾝｸﾞ(p)

7847

7849

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡棒付ｼﾞｬｹ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1954年録音｡米初出。ﾓｰﾂｧﾙﾄと共にｷﾞｰｾﾞｷﾝｸﾞに
よる不朽の同全集録音から。
独･ﾃﾚﾌﾝｹﾝ/SAWT9521B/5500 円
｢ﾚｵﾝﾊﾙﾄ(org)／ｵﾗﾝﾀﾞの歴史的ｵﾙｶﾞﾝ｣
C.P.E.ﾊﾞｯﾊ：ｿﾅﾀ ﾄ短調
ｸﾞﾘﾆｰ：2声のｸﾛﾓﾙﾇ/ｼｬｲﾃﾞﾏﾝ：ﾌﾟﾚｱﾝﾌﾞﾙﾑ
ｱﾀﾞﾑ･ﾗｲﾝｹﾝ：ﾊﾞﾋﾞﾛﾝ川のほとりで､他
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡黒ﾗﾍﾞﾙ｡1967年録音｡他に､F.ｸｰﾌﾟﾗﾝ
の名作“ｸﾞﾗﾝ･ｼﾞｭによる奉献唱”｡収録はｱﾑｽﾃﾙ
ﾀﾞﾑ･ﾃﾞ･ｳﾞｧﾙｼｪ教会､ﾉｰﾙﾄﾞﾌﾞﾙｸ改革派教会｡
独･ﾊﾞｽﾌ=ﾑﾝﾃﾞｨ/2522073-7/2750 円
ﾋﾞｰﾊﾞｰ
53声のﾐｻ曲（ｻﾞﾙﾂﾌﾞﾙｸ大聖堂ﾐｻ）
ﾓﾝｾﾗｰﾄ修道院聖歌隊､ﾃﾙﾂ少年cho､他
ｺﾚｷﾞｳﾑ･ｱｳﾚｳﾑ合奏団/ｾｶﾞｰﾗ神父
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾚﾝｼﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1974年録
音｡従来はﾍﾞﾈｳﾞｫﾘ作とされたが、今ではﾋﾞｰﾊﾞｰ
作で1682年初演と確定。16声・35楽器･2ｵﾙｶﾞﾝで
53声。

7848

7850

受付期限：６月１日(水)
米･ＲＣＡ/LSC2957/特価2200 円
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第5番｢ﾄﾙｺ風｣
ﾋﾟｱﾉ三重奏曲第1番
ﾊｲﾌｪｯﾂ(vn)､ﾋﾟｱﾃｨｺﾞﾙｽｷｰ(vc)､ﾍﾟﾅﾘｵ(p)
室内合奏団
G｡通常価格=2750円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｻｲﾄﾞ･ﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡
1963年録音｡ｼﾞｬｹ少ｽﾚ｡変わった組み合わせだ
がこれでｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ。
仏･ﾊﾟﾃ/1435341/5500 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾄｩﾘｰﾅ

ﾌｰﾍﾞﾙﾏﾝ(vn)/ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ｾﾙ
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ﾘﾌｧﾚﾝｽ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1934年録音｡COLC&HLMは未発売でEMI系での
初復刻。SP期録音の名盤の中でも､つい聴き惚
れする最高の一枚｡
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/MS6158/2750 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝとﾁｪﾛの二重協奏曲
悲劇的序曲
.
ﾌﾗﾝﾁｪｽｶｯﾃｨ(vn)､ﾌﾙﾆｴ(vc)/ｺﾛﾑﾋﾞｱ響/ﾜﾙﾀｰ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959-60年録音｡ﾌﾗﾝﾁｪｽ
ｶｯﾃｨの輝かしい音色､ﾌﾙﾆｴのﾁｪﾛも瑞々しい｡
仏･ｴﾗｰﾄ/STU70390/3300 円
R.ｼｭﾄﾗｳｽ
ｵｰﾎﾞｴ協奏曲
ﾎﾙﾝ協奏曲第2番
ﾋﾟｴﾙﾛ(ob)､ﾊﾞﾙﾎﾞﾄｩ(hr)/ﾊﾞﾝﾍﾞﾙｸ響/ｸﾞｼｭﾙﾊﾞｳｱ
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾊｰﾌﾟ･ﾗﾍﾞﾙ｡1966年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ｡ｿﾘｽﾄ2人のﾄﾞｲﾂ近代曲録音は大変少なく､ｸﾞｼｭ
ﾙﾊﾞｳｱｰも師ﾜﾙﾀｰ譲りの見事なR.ｼｭﾄﾗｳｽを聴か
せる｡
英･ＥＭＩ/ALP1332/4400 円
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ 弦楽五重奏曲op.18-No.1、op.13-No.3
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ五重奏団
[ｱﾘｺﾞ･ﾍﾟﾘｯﾁｬ､ｸﾞｨﾄﾞ･ﾓﾂｧｯﾄ(vn)､他]
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡初期ｾﾐ･ｻｰｸﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1954年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。ﾛｰﾏ合奏団ﾒﾝﾊﾞｰで結成さ
れた名門ｸﾞﾙｰﾌﾟ。実直かつ美麗な音色が説得力
を持って迫る希有な名盤。
独･ﾃﾚﾌﾝｹﾝ/641301AS/3300 円
ﾍﾞﾙｸ
弦楽四重奏曲op.3
抒情組曲
ｱﾙﾊﾞﾝ･ﾍﾞﾙｸSQ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡青ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1974年録音｡ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ｡新ｳﾞｨｰﾝ楽派の音楽を語るには絶対外せな
い名盤｡
独･ｵｲﾛﾃﾞｨｽｸ/87876XKK/特価9900 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
ﾋﾟｱﾉ独奏曲全集
ｸｳﾞｧﾋﾟﾙ(p)
P+｡通常価格=13200円｡6枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗ
ﾍﾞﾙ｡1967-70年録音｡最終B面のみP+｡ﾒﾛﾃﾞｨ作り
の王様ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸの香を振り撒いているLP｡自在
に表情を加えるｸｳﾞｧﾋﾟﾙの演奏は自信に溢れる。
独･ﾃﾚﾌﾝｹﾝ/SAWT9514B/3300 円
『ﾋﾙﾃﾞﾝﾌﾞﾗﾝﾄ(org)／ｽｲｽの歴史的ｵﾙｶﾞﾝ』
ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙ：ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ ﾄ長調
ﾏﾙｼｬﾝ：ﾌﾟﾗﾝ･ｼﾞｭ､F.ｸｰﾌﾟﾗﾝ：ｸﾞﾛｰﾘｱ
ﾌﾚｽｺﾊﾞﾙﾃﾞｨ：ﾄｯｶｰﾀ、他
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡黒ﾗﾍﾞﾙ｡1967年録音｡ﾀﾞｽ･ｱﾙﾃ･ｳﾞｪﾙ
ｸ･ｼﾘｰｽﾞ｡ﾖｰﾛｯﾊﾟの歴史的ｵﾙｶﾞﾝ･ｼﾘｰｽﾞ。他にﾙ
ﾍﾞｰｸﾞやﾌﾞｸｽﾃﾌｰﾃﾞなど欧州各国の作品を収録。
独･ｶﾝﾀｰﾃ/650222/2200 円
ｼｭｯﾂ
ﾖﾊﾈ受難曲
ﾍﾌﾘﾝ(T:福音詩家)､ｼｭﾃﾝﾌﾟﾌﾘ(B:ｷﾘｽﾄ)､他
ｳｴｽﾄﾌｧﾘｱ聖歌隊/W.ｴｰﾏﾝ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾎﾜｲﾄ･ﾗﾍﾞﾙ｡1961年録音｡名作
ながら録音は稀少で､他に独ｴﾃﾙﾅのﾌﾚｰﾐﾋ盤ぐ
らい。
英･ＥＭＩ/SLS969/8250 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
ｵﾗﾄﾘｵ｢四季｣
ﾔﾉｳﾞｨｯﾂ(S)､ﾎﾙｳﾞｪｰｸ(T)､ﾍﾞﾘｰ(Bs)
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ､同ﾄﾞｲﾂ･ｵﾍﾟﾗcho./ｶﾗﾔﾝ
G｡3枚組｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｲｴﾛｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1972年録音｡英初
出。ｶﾗﾔﾝの唯一となる同曲録音､明朗な響きと情
感が出色。
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伊･ｱﾙｺﾌｫﾝ/AC681/2750 円
ﾁﾏﾛｰｻﾞ
ｶﾝﾀｰﾀ｢宮廷楽士長｣
｢ﾛｯｶ･ｱｯﾂｯﾗの2人の男爵｣序曲
ｱﾘｱ｢ﾃｨﾝﾊﾟﾆの音を｣､｢今から作る通りに立て｣
ｻﾙﾃｨ(Br)/ﾐﾗﾉ合奏団/ｴﾌﾘｷｱﾝ
G｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ｲｴﾛｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1968年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ。｢宮廷楽士長｣は一種の幕間劇(ｲﾝﾃﾙﾒｯ
ﾂｫ)｡ﾌﾞｯﾌｧのﾍﾞﾃﾗﾝ･ｻﾙﾃｨの軽妙な歌。
独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/SME80698/6600 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
子守歌､夕べの思い
ｼｭｰﾏﾝ
民謡､私のばら､眠りの精
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ
鐘､牧神､ﾛﾏﾝｽ､ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ
ﾛｰﾃﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ(S)/ｷﾞｰｾﾝ(p)
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1965年録音｡ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ｡他にもｳﾞｫﾙﾌ、ｼｭﾄﾗｳｽなど全22曲を収録。幅
広い選曲で､瑞々しい歌声を堪能｡
独･ﾃﾙﾃﾞｯｸ/SMD1242/2200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾚｸｲｴﾑ

7854

7856

ｱﾒﾘﾝｸﾞ(S)､M.ﾎｰﾝ(A)､ﾍﾞﾈﾙﾘ(T)､ﾌﾗﾝﾂ(B)
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ､同国立歌劇場cho./ｹﾙﾃｽ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡青ﾗﾍﾞﾙ｡1966年録音｡再発。英ﾃﾞｯｶ原
盤｡ｱﾒﾘﾝｸﾞが決め手のﾌｧﾝならずとも所持したい
宗教曲名盤｡
米･ｴｳﾞｪﾚｽﾄ/SDBR3370/1650 円
ｼｮﾊﾟﾝ
17のﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの歌

7858

ｱﾈｯﾄ･ｾﾘｰﾇ(S)/ﾌﾞﾙﾒﾝﾀｰﾙ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｲｴﾛｰ･ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1974年録音｡ｵﾍﾟ
ﾗで活躍するｾﾘｰﾇだが､ﾘｰﾄ録音は他に1枚のみ｡
母親ﾌﾞﾙﾒﾝﾀｰﾙの伴奏が何とも微笑ましい母娘共
演盤。
英･ＥＭＩ/COLH142/4400 円
ｳﾞｫﾙﾌ
めぐりあい、風に寄せる歌
旅路、郷愁、見捨てられた娘
老人の忠告、ｳﾞｧｲﾗの歌、ｾﾚﾅｰﾄﾞ、他
ｹﾞﾙﾊﾙﾄ(S)/ﾎﾞｽ(p)
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾚｰ・ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1931年録
音｡戦前の世相の中でｳﾞｫﾙﾌはｼｭｰﾍﾞﾙﾄほど愛さ
れた。
英･ＣＢＳ/S77233/3300 円
ﾏｰﾗｰ
嘆きの歌
交響曲第10番よりｱﾀﾞｰｼﾞｮ
ﾘｱｰ(S)､ﾎﾌﾏﾝ(Ms)､ﾊﾞﾛｳｽﾞ(T)､他
ﾛﾝﾄﾞﾝ響､同cho./ﾌﾞｰﾚｰｽﾞ
G｡2枚組｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ1eyeﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡
1970年録音｡ﾌﾞｰﾚｰｽﾞのﾏｰﾗｰ初挑戦が話題と
なった録音｡
仏･ﾊﾟﾃ/7496891/2750 円
ﾗｳﾞｪﾙ
ｼｪﾍﾗｻﾞｰﾄﾞ、2つのﾍﾌﾞﾗｲの歌
5つのｷﾞﾘｼｱ民謡、ﾊﾊﾞﾈﾗ形式のｳﾞｫｶﾘｰｽﾞ
ﾃﾞｭﾊﾟﾙｸ
6つのﾒﾛﾃﾞｨｰ
ﾍﾝﾄﾞﾘｸｽ(S)/ﾘﾖﾝ歌劇場管/ｶﾞｰﾃﾞｨﾅｰ
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡赤枠ｼﾞｬｹ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1988年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。ｽｸﾗ女史の優秀録音。ﾗｳﾞｪﾙ･ﾃﾞｭﾊﾟ
ﾙｸ共に彼女の初録音で､技巧､表現は完璧｡
ｵｰｽﾄﾘｱ･ﾌﾟﾗｲｻﾞｰ/SPR3256/2200 円
｢ﾃﾞﾙﾓｰﾀ夫妻のﾘｰﾄの夕べ｣ ｼｭｰﾏﾝ：詩人の恋
ｸﾛｰｴに寄す(ﾓｰﾂｧﾙﾄ)､ﾐｭｰｽﾞの子(ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ)
ｾﾚﾅｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｰﾑｽ)､つきない愛(ｳﾞｫﾙﾌ)､他
ｱﾝﾄﾝ･ﾃﾞﾙﾓｰﾀ(T)/H.ﾃﾞﾙﾓｰﾀ(p)
G｡ｵｰｽﾄﾘｱﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1975年録音｡墺
ORF放送共同制作。録音時65歳のﾃﾞﾙﾓｰﾀ､健在
ぶりを示した夫婦共演盤｡
英･ＥＭＩ/SLS964/5500 円
J.ｼｭﾄﾗｳｽ2世
こうもり
ﾛｰﾃﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ(S)､ｹﾞｯﾀﾞ(T)､F=ﾃﾞｨｰｽｶｳ(Br)､他
ｳｨｰﾝ響､同歌劇場cho./ﾎﾞｽｺﾌｽｷｰ
G｡2枚組｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｲｴﾛｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1971年録音｡英初
出｡懐古さよりも現代的にｽｯｷﾘと表現した演奏。
華やいだｳｨｰﾝの情緒が溢れ､歌唱陣もﾍﾞﾃﾗﾝが
勢揃い。
英･ＥＭＩ/SAX2284/特価16500 円
｢ﾆﾙｿﾝ/古典派ｵﾍﾟﾗ･ｱﾘｱ集｣
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ああ､不実な者よ
ﾓｰﾂｧﾙﾄ：私の名誉を奪う者
ｳｪｰﾊﾞｰ：海よ､もののけよ､ｱｶﾞｰﾃの祈り、他
ﾆﾙｿﾝ(S)/ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ﾜﾙﾍﾞﾙｸ
G｡通常価格=22000円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾗ
ﾍﾞﾙ｡1957年録音｡ｼﾞｬｹ破｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。激ﾚｱです。
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受付期限：６月１日(水)
独･ｵｲﾛﾃﾞｨｽｸ/27822KK/2200 円
歌曲集〜ｸﾛｰｴに､夢の姿､春
なんと私は不幸なことか､別れの歌
だまされる世の中､自由の歌
ｼｭﾗｲｱｰ(T)/ﾃﾞﾑｽ(p)/E.ﾌｨｰﾂ(mand)*2曲参加
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1975年録音｡ｴﾃﾙﾅ原
盤。ｼｭﾗｲｱｰ唯一のﾓｰﾂｧﾙﾄ歌曲録音｡緻密な歌
いぶりと､明確な様式感の造形が好ましい。
米･ﾉﾝｻｯﾁ/H71041/1650 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
戴冠式ﾐｻK.317
証聖者の荘厳な晩祈禧K.339
S=ﾗﾝﾀﾞﾙ(S)､ｶｿｰﾆ(A)､ﾎﾞｯﾀｯﾂｫ(T)､他
ｻﾞｰﾙ室内管､同音楽院cho./ﾘｽﾃﾝﾊﾟﾙﾄ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年代前期録音｡仏ｸﾗ
ﾌﾞ･ﾌﾗﾝｽ･ﾄﾞｩ･ﾃﾞｨｽｸ原盤｡ｼｭﾃｨﾋ=ﾗﾝﾀﾞﾙを始めと
する歌手陣が粒揃い｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2530528/2200 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
歌曲集Vol.2
憂い､君よ知るや南の国､憧れ､ｾﾚﾅｰﾄﾞ､他
ﾙｰﾄｳﾞｨﾋ(A)/ｹﾞｲｼﾞ(p)
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1974年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ｡”ﾘｯﾁ･ｳﾞｫｲｽ”の典型とも言う声による贅沢な
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ。第1集も是非揃えたいﾙｰﾄｳﾞｨﾋのﾘｰﾄの
決定盤。
米･ﾘﾘｺｰﾄﾞ/LL60/特価1650 円
ｸﾞﾉｰ
聖ﾁｪﾁｰﾘｱ･ﾐｻ曲
D.ﾃﾞｭｰﾝ(S)､W.ﾀﾞﾝ(T)､他
ｳｪﾙﾁ合唱団､ﾙｯｾﾙ(org)/J.B.ｳｪﾙﾁ
G｡通常価格=2200円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾗﾍﾞ
ﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年代中期録音｡ｼﾞｬｹ裏汚
れ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ｸﾞﾉｰの初期の宗教曲の傑作､合唱団
は当時NYの名門。
独･ＣＢＳ/S77233/3300 円
ﾏｰﾗｰ
嘆きの歌
交響曲第10番よりｱﾀﾞｰｼﾞｮ
ﾘｱｰ(S)､ﾎﾌﾏﾝ(Ms)､ﾊﾞﾛｳｽﾞ(T)､他
ﾛﾝﾄﾞﾝ響､同cho./ﾌﾞｰﾚｰｽﾞ
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ1eyeﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡
1970年録音｡独ﾚｺｰﾄﾞ批評家賞｡ﾌﾞｰﾚｰｽﾞのﾏｰﾗｰ
初挑戦が話題となった録音｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/138879/2200 円
ﾏｰﾗｰ
亡き子をしのぶ歌
4つのﾘｭｯｹﾙﾄ歌
ﾓｰﾂｧﾙﾄ

F=ﾃﾞｨｰｽｶｳ(Br)/ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ﾍﾞｰﾑ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1963年録音｡BPOも
F=ﾃﾞｨｰｽｶｳに歩調を合わせている。ﾍﾞｰﾑ唯一の
ﾏｰﾗｰ録音で格調高くまた安らぎを見せる。
米･ﾛﾝﾄﾞﾝ/LL1601/2200 円
｢ﾁｪﾙｹｯﾃｨ/ｵﾍﾟﾗ･ｱﾘｱ･ﾘｻｲﾀﾙ｣
歌に生き､恋に生き(ﾄｽｶ)
清らかな女神よ(ﾉﾙﾏ)､一緒に逃げて(ｴﾙﾅｰﾆ)、他
ﾁｪﾙｹｯﾃｨ(S)/ｶﾞｳﾞｧｯﾂｪｰﾆ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡銀文字ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡1959
年録音｡英SXLは未発売だった。ﾁｪﾙｹｯﾃｨの数少
ないｱﾘｱ集､ｽﾃﾚｵは後にOS規格で発売｡
独･ｵｲﾛﾃﾞｨｽｸ/75607XR/8250 円
ｳｪｰﾊﾞｰ
魔弾の射手
ｼｪｰﾄﾞﾚ､ﾜﾄｿﾝ(S)､ｼｮｯｸ(T)､ﾌﾘｯｸ(B)
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾄﾞｲﾂ･ｵﾍﾟﾗ管､同cho./ﾏﾀﾁｯﾁ
G｡3枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾚｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡布ｹｰｽ｡1967年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡堅固なﾄﾞｲﾂの狩人魂が聴けるﾏﾀﾁｯﾁ
の｢魔弾｣として､一世を風靡した名盤。
伊･ﾁｪﾄﾗ/LAR11/8250 円
ｶﾀﾗｰﾆ
ﾜﾘｰ
ﾃﾊﾞﾙﾃﾞｨ(S)､ﾌﾟﾗﾝﾃﾞﾙﾘ(T)､ﾄﾞﾝﾃﾞｨ(Br)､
ﾏｲｵﾆｶ(B)/RAIﾛｰﾏ響､同cho./ﾊﾞｼﾞｰﾚ
G｡3枚組｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1960年録音｡ﾗｲｳﾞ録音で英ﾃﾞｯｶへの正規録音は
この8年後となる｡再録も捨て難いが､油の乗り
きった当盤ﾃﾊﾞﾙﾃﾞｨも魅力｡
英･ＥＭＩ/SXLP20096/2750 円
｢ﾌｫﾚｽﾀｰ(A)/ｱﾘｱ･ﾘｻｲﾀﾙ｣ ﾍﾝﾃﾞﾙ：ｵﾝﾌﾞﾗ･ﾏｲ･ﾌ
ｸﾞﾙｯｸ：われｴｳﾘﾃﾞｨｰﾁｪを失えり
ﾓｰﾂｧﾙﾄ：夢の花嫁姿、ﾊﾟｰｾﾙ：束の間の音楽
ｳｨｰﾝ国立歌劇場管､同ｱｶﾃﾞﾐｰcho./ﾂｪﾗｰ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡初期ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1964年録音｡英初
出。米ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ原盤。名ｱﾙﾄ･ﾌｫﾚｽﾀｰによる
得意とするﾊﾞﾛｯｸ､古典のｱﾘｱ集。

ご購入方法について
*注 文 方 法 *
①電話でのご注文 ・・・ ０２２-２６５-４５７３【受付時間 11：00～19：00】(日・月曜日は休み)
②ＦＡＸでのご注文 ・・・ ０２２-２６８-３０４０【別項の FAX 注文票をご利用下さい】
③郵便でのご注文 ・・・ 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メールでのご注文・・・ info＠ sendai-record.com
確保のご連絡は､折り返しメールにてお知らせいたします｡
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)

*支 払 及 び受 取 方 法 *
確保されました商品のご入金、店頭でのお受取は確保ご連絡後２週間以内にお願いいたします。
通信販売又は代引発送での送料は 1 梱包につき７００円です。(但し沖縄県、離島は除く)

① 通信販売 ・・・ 商品代金＋送料を、下記のいずれかの口座にご入金願います
（口座名義は ㈱仙台レコード・ライブラリー）。
お客様からのご入金が確認出来ましたら、商品を宅配便にて発送いたします。
・郵便振替 ・・・ ０２２５０－８－７４３０
弊社で入金が確認されるまで２～３日程要します。
払込受領書を１５：３０までに弊社宛にＦＡＸしていただければ、即日商品発送ができます。
・銀行振込 ・・・三井住友銀行･仙台支店 普通口座 ３４５５７９４
又は七十七銀行･一番町支店 普通口座 ５３６７９５６
・代引発送 ・・・ 事前通知可能な電話番号及び、
「現金支払い」か「カード支払い」か、をお伝え下さい。
※商品代金＋送料＋代引手数料(金額は下表参照)を商品と引き換えにお支払い下さい。
※配達店に到着後７日以内に、お客様のご都合で商品のお引渡しが出来なかった場合、
商品は弊社へ返送されます｡
商品代金＋送料

１万円まで

３万円まで

１０万円まで

３０万円まで

５０万円まで

１００万円まで

１００万円を
超える場合

代引手数料

３３０円

４４０円

６６０円

１,１００円

２,２００円

３,３００円

４,４００円

② 店頭受取 ・・・ 営業時間内（10：30～18：45）にご来店下さい。【定休日：毎週 日曜日・月曜日】

*発 送 の流 れ*
①弊社では商品を佐川急便で発送しております。
②15 時 30 分までにご入金の確認、代引発送のお申し込みがあれば即日発送いたします。
③着日指定、時間指定が可能です。現在の佐川急便の時間指定は以下の７通りです。
[午前中 8 時～12 時]､[12：00～14：00]､[14：00～16：00]､[16：00～18：00]､[18：00～20：00]､
[18：00～21：00]、[19：00～21：00]
地域(仙台からの距離)により可能な指定日・時間が異なりますので、お問い合わせ下さい。

◎盤面コンディション
目視で査定します。傷は針を落として確認します。
・ Ｇ 概ね良品

・ Ｐ＋ 軽度の雑音

・ Ｐ 持続的な雑音

・ 音飛びするものは省いています。

*返 品 ・交 換 について*
お買上げ頂いたレコードの返品、交換については状況に応じた対処をさせて頂きますので、まずはご連絡を下さい。
お申し付けは商品到着後１ヶ月以内にお願いいたします。
※返品対象一例 ・・・ 音飛び、中身違い、レコードの再生に影響の出るソリ、など。

*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

