◆新着盤速報2022年5月10日／即受け
7901

7903

7902

独･ｱﾏﾃｨ/ALP1034/5500 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
交響曲第6､7､8､94､99番
ﾁｪﾛ協奏曲第2番､ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ協奏曲
ﾐｻ曲第12番｢ﾊﾙﾓﾆｰ･ﾐｻ｣
ｳｨｰﾝ祝祭室内管/ﾍﾞﾄﾋｬｰ
ｳｨｰﾝ･ﾌｫﾙｸｽｵﾊﾟｰ管/ｽﾜﾛﾌｽｷ､他
G｡5枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡元々BOOKﾅｼ｡
ｳﾞｫｯｸｽ音源などを集めたﾊｲﾄﾞﾝ企画。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2538210/2200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
交響曲第29、39番

7904

ｳｨｰﾝ響/ﾌﾘｯﾁｬｲ

7905

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1961年録音｡再発。ﾌ
ﾘｯﾁｬｲ晩年の格調高い丁寧な演奏､この2年後に
惜しまれつつ他界した。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/138815/2200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
交響曲第41番「ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ」
交響曲第40番

7906

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｡1961-2年録音｡｢ｼﾞｭ
ﾋﾟﾀｰ｣終楽章の気宇壮大なｽｹｰﾙ感は古今随一｡

7907

7909

7911

7913

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

7908

米･ﾀｰﾅﾊﾞｳﾄ/TV4408/特価1650 円
交響曲第6番「田園」

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
G｡通常価格=2200円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1943年録音｡ｼﾞｬｹ･ｽﾚ｡1980年代によう
やくEMIからも発売されるが、お蔵入りしていた独
ｴﾚｸﾄﾛｰﾗへのSP録音の初出盤。
英･ＥＭＩ/ALP1743/2200 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
交響曲第3､5番

7910

ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙ/ﾋﾞｰﾁｬﾑ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡初期ｾﾐ･ｻｰｸﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗ
ﾙ｡1958&59年録音｡EMI/ASD345のﾓﾉ･ﾃｲｸ｡どこ
までも中庸で上品な品格を失わない｡端正な美
質｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2531124/4400 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
交響曲第8番「未完成」
交響曲第3番

7912

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/C.ｸﾗｲﾊﾞｰ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1978年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ｡ﾛﾏﾝﾃｨｯｸな垢を殺ぎ落とした｢未完成｣､若さが
躍動する第3番､まさにｶﾙﾛｽならではの名演か｡
蘭･ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ/SMS2445/特価1650 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
交響曲第8番、序曲「謝肉祭」

7914

ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ﾄﾞﾗﾃｨ

7915

G｡通常価格=2200円｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾟﾗﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959年
録音｡ｼﾞｬｹ面書込み｡米ﾏｰｷｭﾘｰ原盤｡ﾄﾞﾗﾃｨは同
時期ﾏｰｷｭﾘｰに後期の3曲を録音､何れもﾚｱ盤｡
英･ﾃﾞｯｶ/414467-1/1650 円
ﾏｰﾗｰ
交響曲第5番

7916

ﾛｻﾝｼﾞｪﾙｽ･ﾌｨﾙ/ﾒｰﾀ

7917

G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡1976年録音｡再発｡ｵｰｳﾞｪｰｼｮ
ﾝ･ｼﾘｰｽﾞ｡若々しい覇気に満ちたﾏｰﾗｰ､ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ
なｱﾀﾞｰｼﾞｮは絶品。
独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C047-01244/3300 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｾﾚﾅｰﾄﾞ第10番「ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾙﾃｨｰﾀ」

7918

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ団員/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ

7919

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡五線ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1947年
録音｡ﾀﾞｶｰﾎﾟ･ｼﾘｰｽﾞ。往年のｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ木管ｾｸｼｮ
ﾝの素晴らしい気品の記録。
米･ﾛﾝﾄﾞﾝ/CS6891/特価1650 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
ﾛﾒｵとｼﾞｭﾘｴｯﾄ
幻想曲「ﾃﾝﾍﾟｽﾄ」､交響的詩曲「運命」

7920

受付期限：６月８日(水)
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ

英･ｼｬﾝﾄﾞｽ/DBRD3005/6600 円
7つの交響曲

ｶﾝﾃｨﾚｰﾅ/A.ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ
ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ､ﾓﾘｽ(vn.ｿﾛ)
G｡3枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡青ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1985年録音｡
ｶﾝﾃｨﾚｰﾅはｼｬﾝﾄﾞｽにﾊﾞﾛｯｸを多数録音､人気を
博した。
英･ﾃﾞｯｶ/SDD233/特価2200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
交響曲第40番
ﾊｲﾄﾞﾝ
交響曲第104番｢ﾛﾝﾄﾞﾝ｣
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ｶﾗﾔﾝ
P+｡通常価格=2750円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959
年録音｡再発。有名なｶﾙｼｮｳによる初ｾｯｼｮﾝの一
つ。流麗かつ豊満な演奏はｶﾗﾔﾝそのもの､初出
はRCA。
米･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ/8126/2200 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第5番｢運命｣
RAI･ﾛｰﾏ響/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡黄色に赤ﾛｺﾞ・ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1952年録音｡当時､本邦ではPH･ﾚｰﾍﾞﾙで発売さ
れ話題となる。同日に“田園”も演奏し､その録音
はLPNo.8128に収録。
米･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ/8128/特価1650 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第6番｢田園｣
RAI･ﾛｰﾏ響/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
G｡通常価格=2200円｡米ﾌﾟﾚｽ｡黄色に赤ﾛｺﾞ・ﾗﾍﾞ
ﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1952年録音｡ｼﾞｬｹ破｡当時､本
邦ではPH･ﾚｰﾍﾞﾙで発売され話題となる。同日に
第5番も演奏し､その録音はLPNo.8126に収録。
米･ﾃﾞｯｶ/DL9725/特価2200 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
交響曲第4番｢悲劇的｣
交響曲第5番
ﾛｻﾝｼﾞｪﾙｽ･ﾌｨﾙ/ｳｫｰﾚﾝｽﾀｲﾝ
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｡
1962年ﾒｰﾀにその座を譲るまで､ｵｹを牽引した
ｳｫｰﾚﾝｽﾀｲﾝ｡
米･ＲＣＡ/LM1953/特価1650 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
交響曲第4番
ﾎﾞｽﾄﾝ響/ﾐｭﾝｼｭ
G｡通常価格=2200円｡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｡1955年録音｡ｼﾞｬｹ破､ﾃｰﾌﾟ
補整｡LSC未発､ｽﾃﾚｵ初出はVICS1100｡鮮烈に
個性を示した､力強くﾀﾞｲﾅﾐｯｸな造形のﾐｭﾝｼｭ｡
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/894006ZKY/2750 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
交響曲第9番「新世界より」
ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管/ﾄﾞﾗﾃｨ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959年録音｡再発
ﾌｫﾝﾀﾅ･ｼﾘｰｽﾞ｡ﾘｽﾞﾑ・ｱｸｾﾝﾄがはっきりしたﾄﾞﾗﾃｨ
らしい「新世界」。速めの3楽章から終楽章は爽快
の極み。
米･ﾊｲﾄﾞﾝ･ｿｻｴﾃｨ/HS9019/特価1650 円
｢ｲﾀﾘｱ古典派の交響曲集vol.1｣
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ：交響曲ﾍ長調
ﾌﾞﾙﾈｯﾄ：交響曲ﾄ短調､同ﾊ短調
ｻﾝﾏﾙﾃｨｰﾆ：交響曲ﾄ長調
ｲﾀﾘｱ室内管/N.ｼﾞｪﾝｷﾝｽﾞ
G｡通常価格=2200円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｺﾛﾑﾋﾞ
ｱ･ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡ｼﾞｬｹ破｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2530316/2750 円
J.ｼｭﾄﾗｳｽ2世
皇帝円舞曲､ｱﾝﾈﾝ･ﾎﾟﾙｶ
南国のばら､雷鳴と稲妻､美しく青きﾄﾞﾅｳ
無窮動､ﾋﾟｯﾂｨｶｰﾄ･ﾎﾟﾙｶ
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ﾍﾞｰﾑ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1972年録音｡まるで
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙの常任指揮者だったようなﾍﾞｰﾑ。ﾍﾞｰﾑ
が振ると華やかさよりも､風格が前面に出る｡
独･ＦＳＭ/FSM73001/特価3300 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
ｽﾗｳﾞ舞曲集
ﾊﾞﾝﾍﾞﾙｸ響/ﾄﾞﾗﾃｨ
G｡通常価格=4400円｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞ
ﾙ｡ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ･ﾌﾟﾚｽ｡1972､75年録音｡ｹｰｽ背日焼
け｡独初出。米ｳﾞｫｯｸｽ原盤。ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ期の再録に
比べ､ﾄﾞﾗﾃｨ壮年期の力強さを感じる｡

ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ響/ﾄﾞﾗﾃｨ
G｡通常価格=2200円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1974
年録音｡ｼﾞｬｹ汚れ。米初出｡この手の曲なら､きっ
ちり聴かせるﾄﾞﾗﾃｨの隠れた名盤｡
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7921

7923

7925

7927

ﾎﾙｽﾄ

7922

独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C067-43028/2200 円
惑星

ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管､ｱﾝﾌﾞﾛｼﾞｱﾝcho./ﾗﾄﾙ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡切手ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1980年録音｡独初
出。指揮者ﾗﾄﾙ時代の幕開けを告げる記念碑的
録音。鮮明さは｢ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ｣の世代にふさわしい
名演である。
米･ﾛﾝﾄﾞﾝ/LLP390/特価3300 円
ｽﾄﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ
ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ
ﾏﾙﾀﾝ
小協奏交響曲*
ｽｲｽ･ﾛﾏﾝﾄﾞ管/ｱﾝｾﾙﾒ
*[ｿﾛ=P.ｼﾞｬﾒ(hp)､V.ｸﾚﾙｸ(cem)､ﾛｼｵｰ(p)]
P+｡通常価格=4400円｡英ﾌﾟﾚｽ｡金文字ﾗﾍﾞﾙ｡ﾉｰ
ｺｰﾄ･ｼﾞｬｹ｡ﾌﾗｯﾄ厚手ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年
録音｡ｼﾞｬｹ汚れ(英製)｡
米･ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ/CHC50/特価2750 円
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ
ﾌﾙｰﾄ協奏曲ﾆ長調
ﾏﾙﾁｪｯﾛ
ｵｰﾎﾞｴ協奏曲ﾊ短調
P.ﾚﾝﾂｨ(fl)､他 /ｺﾞｼｯｸ弦楽合奏団
G｡通常価格=3300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年代録音｡ｼﾞｬｹ裏汚れ｡ﾌﾙｰﾄ協は
現在ではﾎﾟｺﾙﾆｰの作とされている。其々､ｻﾝﾌﾗﾝ
ｼｽｺ響とNBC響で首席を務めた親子の名手｡
仏･ﾊﾟﾃ/2C045-11073/5500 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第4、5番

7924

7926

7931

7933

7935

7937

7939

ｽﾄﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2530609/2200 円
兵士の物語[英語版]

ｷﾞｰﾙｸﾞｯﾄﾞ(語り)､ｺｰﾄﾆｰ(兵士)､ﾑｰﾃﾞｨ(悪魔)
ﾎﾞｽﾄﾝ響ﾁｪﾝﾊﾞｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰｽﾞ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1972､75年録音｡演
奏部をﾎﾞｽﾄﾝで､ﾅﾚｰｼｮﾝはﾊﾟﾘで収録。豊かな音
楽的な実り､成熟を感じさせる演奏に脱帽｡
独･ｱﾙﾋｰﾌ/198438-9/特価6600 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸ協奏曲(全曲)
ｼｭﾈｰﾍﾞﾙｶﾞｰ(vn)､ﾆｺﾚ(fl)､ﾊﾞｳﾏﾝ(hr)､他
ﾐｭﾝﾍﾝ･ﾊﾞｯﾊ管/ﾘﾋﾀｰ
G｡通常価格=8800円｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･
ﾗﾍﾞﾙ｡銀紙布ｹｰｽ｡1967年録音｡ｹｰｽ面銀紙破｡ｵ
ﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾊﾞｯﾊの権威ﾘﾋﾀｰによる不朽のﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝ､
模範的なｽﾀｲﾙ｡
独･ﾃﾙﾃﾞｯｸ/642343AH/2200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第3&7番
ﾌｪﾗｽ(vn)/ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ室内管/ﾐｭﾝﾋﾝｶﾞｰ

7928

ﾌｪﾗｽ(vn)/ﾊﾟﾘ音楽院管/ｳﾞｧﾝﾃﾞﾙﾉｰﾄ

7929

受付期限：６月８日(水)

G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1958年録音｡温和な空気
の中に漂う幸福感こそﾌｪﾗｽの味わい。ﾌｪﾗｽの
ﾓｰﾂｧﾙﾄ録音で真っ先に思い出される名演。
米･ＲＣＡ/VICS1033/1650 円
ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
ﾌﾞﾙｯﾌ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第1番*

7930

ﾊｲﾒ･ﾗﾚｰﾄﾞ(vn)/ﾎﾞｽﾄﾝ響/ﾐｭﾝｼｭ
ﾅｼｮﾅﾙ響/ﾐｯﾁｪﾙ*
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾋﾟﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年録音｡2ndｼﾞｬｹ。ﾒﾝ
ﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝはLSC未発売。
米･ＲＣＡ/LM1831/2750 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番

7932

ﾙｰﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ(p)/ｼｶｺﾞ響/ﾗｲﾅｰ
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｡1954年録音｡LSCは未発で､当時はﾓﾉﾗﾙのみ
のﾘﾘｰｽだった。70年代にｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸが発見され
るが初出はこれ。
英･ﾃﾞｯｶ/417270-1/1650 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
ﾊｳﾞｧﾈﾗ
ﾌﾞﾙｯﾌ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第1番
ﾁｮﾝ･ｷｮﾝﾌｧ(vn)/ﾌﾟﾚｳﾞｨﾝ､ﾃﾞｭﾄﾜ&ｹﾝﾍﾟ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡1970年代録音｡再発。ｵｳﾞｪｰ
ｼｮﾝ･ｼﾘｰｽﾞ。絶頂期ﾁｮﾝ･ｷｮﾝﾌｧの名演を集めた
お買い得盤。
ﾁｪｺ･ｽﾌﾟﾗﾌｫﾝ/SUAST50026/4400 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲、ﾛﾏﾝｽ

7934

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡青ﾗﾍﾞﾙ｡1955年録音｡再発｡ｱｽﾍﾟｸﾃ･ｼ
ﾘｰｽﾞ。英SXL&米CS盤共に未発｡英初出はﾓﾉﾗﾙ･
ﾘﾘｰｽ､当時新星ﾌｪﾗｽのﾁｬｰﾐﾝｸﾞな音色｡
米･ﾃﾞｨｽｺｺｰﾌﾟ/IGI335/6600 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
ﾌﾞｿﾞｰﾆ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲より*
A.ﾌﾞｯｼｭ(vn)/NYPO/F.ﾌﾞｯｼｭ
*ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管/ﾜﾙﾀｰ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾟﾗﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1942､36*
録音｡ﾄﾞｲﾂの伝統を継いだ正統派の巨匠。正規
録音が無いので､このﾌﾟﾗｲｳﾞｪｰﾄ盤は大変貴重。
英･ﾃﾞｯｶ/ECS505/特価1650 円
ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
ﾌﾞﾙｯﾌ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第1番*
ｶﾝﾎﾟｰﾘ(vn)/ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙ/ﾍﾞｲﾇﾑ
ﾛﾝﾄﾞﾝ新響/ｷｯｼｭ*
G｡通常価格=2200円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡擬似
ｽﾃﾚｵ｡1949&1951年録音｡ｼﾞｬｹ汚れ｡甘美なﾒﾝ･ｺ
ﾝは､絶品として愛されたｶﾝﾎﾟｰﾘのﾓﾉ期名盤。
米･ＲＣＡ/LM9007/8800 円
ﾌﾞﾙｯﾌ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第1番
ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第1番*
ﾊｲﾌｪｯﾂ(vn)/ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ｻｰｼﾞｪﾝﾄ、E.ﾍﾞｲ(p)*
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡初期ﾌﾟﾗﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1951
年録音｡全ての音がﾋﾟﾝと張って、一切弛緩の無
いﾌﾞﾙｯﾌ。ｸｰﾙで整ったｻﾝ=ｻｰﾝｽの凄みもﾊｲﾌｪｯ
ﾂならでは｡
米･ｿﾆｰ/S45756/2750 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1、3番
ﾌｪﾙﾂﾏﾝ(p)/ﾅｼｮﾅﾙ響/ﾛｽﾄﾛﾎﾟｰｳﾞｨﾁ

7936

ｽｰｸ(vn)/ﾁｪｺ･ﾌｨﾙ/ｱﾝﾁｪﾙ
G｡ﾁｪｺﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡必
殺的名演盤､ｽｰｸのﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ｡ｽﾃﾚｵ時代の定
盤と言えば､やはりこの盤にﾄﾄﾞﾒをさす｡
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/SL225/6600 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
弦楽四重奏曲全集
ﾊｲﾄﾞﾝ
弦楽四重奏曲第38番「冗談」
ﾌﾞﾀﾞﾍﾟｽﾄSQ
G｡2枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡6ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾘｯﾄ･ｹｰｽ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953-55年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾌﾞﾀﾞﾍﾟｽﾄSQに
は63年のｽﾃﾚｵ再録音もある。集中力と共に表現
に幅がある壮年期のﾌﾞﾀﾞﾍﾟｽﾄSQ。
米･ｷｬﾋﾟﾄﾙ/P8269/特価6600 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ﾋﾟｱﾉ五重奏曲

7938

7940

ﾊﾘｳｯﾄﾞSQ､ｳﾞｨｸﾀｰ･ｱﾗｰ(p)
G｡通常価格=8800円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞ
ﾙ｡1954年録音｡ｼﾞｬｹ裏汚れ｡ﾘｰﾀﾞｰ・ｽﾗﾄｷﾝのﾛﾏﾝ
ﾃｨｯｸなｳﾞｧｲｵﾘﾝやｱﾗｰの表情豊かなﾋﾟｱﾉがﾌﾞﾗｰ
ﾑｽのﾘﾘｼｽﾞﾑに感応した名演。

G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1990年録音｡
B.ｸﾞﾚｱﾑ技師による優秀録音。ﾌｪﾙﾂﾏﾝ初のﾁｬｲｺ
ﾌｽｷｰで､両者初共演となった話題盤｡
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6500421/5500 円
ｼﾏﾉﾌｽｷ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第2番
ｳﾞｨｴﾆｱﾌｽｷ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第2番
ｼｪﾘﾝｸﾞ(vn)/ﾊﾞﾝﾍﾞﾙｸ響/ｸﾚﾝﾂ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1972年録音｡ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ｡戦後国籍を変更したが､祖国ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの傑作
2曲。ｼｪﾘﾝｸﾞ唯一のｼﾏﾉﾌｽｷで､入手難なｱｲﾃﾑの
上位盤｡
米･ＲＣＡ/LSC2739/特価1650 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
弦楽六重奏曲第2番
ﾌﾗﾝｸ
ﾋﾟｱﾉ五重奏曲ﾍ短調
ﾊｲﾌｪｯﾂ､ﾍﾞｲｶｰ(vn)､ﾌﾟﾘﾑﾛｰｽﾞ､ﾏｼﾞｪﾌｽｷ(va)
ﾋﾟｱﾃｨｺﾞﾙｽｷｰ､ﾚｲﾄ(vc)､ﾍﾟﾅﾘｵ(p)
G｡通常価格=2200円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｻｲﾄﾞ･ﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡
1961年録音｡ｼﾞｬｹ･ﾃｰﾌﾟ補整｡ﾊｲﾌｪｯﾂ/ﾋﾟｱﾃｨｺﾞﾙ
ｽｷｰのｿﾘｱ・ｼﾘｰｽﾞBOXの分売｡
米･ｵﾃﾞｭｯｾｲ/32160173/1650 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ﾋﾟｱﾉ五重奏曲op.34
ｶｰｿﾞﾝ(p)､ﾌﾞﾀﾞﾍﾟｽﾄSQ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡赤ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年録音｡
丸に鳩ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡気丈で威厳のあるｶｰｿﾞﾝと重厚
なﾌﾞﾀﾞﾍﾟｽﾄSQの名演｡
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7943

7945

7947

7949

7951

7953

7955

7957

7959

7942

伊･ﾁｪﾄﾗ/DOC55/特価6600 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ﾋﾟｱﾉ三重奏曲全集
E.ﾌｨｯｼｬｰ(p)､ｼｭﾅｲﾀﾞｰﾊﾝ(vn)､ﾏｲﾅﾙﾃﾞｨ(vc)
P+｡通常価格=8800円｡2枚組｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾘｰﾑ･ﾗﾍﾞ
ﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡擬似ｽﾃﾚｵ｡1954年録音｡ｼﾞｬｹ内ｶ
ﾋﾞ､ﾃｰﾌﾟ補修｡ｻﾞﾙﾂﾌﾞﾙｸ･ﾓｰﾂｧﾙﾃｳﾑでのﾗｲｳﾞ収
録。伝説的な名ﾄﾘｵ､正規録音がないだけに大変
貴重だ。
英･ｷｬﾋﾟﾄﾙ/P8378/特価8800 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ﾋﾟｱﾉ四重奏曲第2番

7944

ﾊﾘｳｯﾄﾞSQ､V.ｱﾗｰ(p)
G｡通常価格=11000円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞ
ﾙ｡EMIﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年代中期録音｡
ｼﾞｬｹ背破｡同四重奏曲全集のvol.2｡明快さが特徴
の四重奏曲､瑞々しい魅力に惹かれる。
英･ﾌｫﾝﾀﾅ/SFL14116/3300 円
｢ｼｪﾘﾝｸﾞ/ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ﾘｻｲﾀﾙ｣
ﾊﾞﾙﾄｰｸ：6つの民族舞曲
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：ﾚﾝﾄより遅く/ﾙｸﾚｰﾙ：ｿﾅﾀ ﾆ長調
ｳﾞｨﾀｰﾘ：ｼｬｺﾝﾇ/ﾛｶﾃﾙﾘ：ﾗﾋﾞﾘﾝｽ､他全10曲
ｼｪﾘﾝｸﾞ(vn)/ﾗｲﾅｰ(p)
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1963年録音｡米ﾏｰ
ｷｭﾘｰ原盤。ｽﾍﾟｼｬﾙ･ｼﾘｰｽﾞ。名演です。
独･ｱﾙﾋｰﾌ/2533139/2750 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ﾌﾗﾝｽ組曲第5､6番
ｶﾌﾟﾘｯﾁｮ｢最愛の兄の旅立ちにあたって｣

7946

受付期限：６月８日(水)
ﾌﾞﾗｰﾑｽ

英･ｷｬﾋﾟﾄﾙ/P8377/11000 円
ﾋﾟｱﾉ四重奏曲第1番op.25

ﾊﾘｳｯﾄﾞSQ､ｳﾞｨｸﾀｰ･ｱﾗｰ(p)
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡EMIﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年代中期録音｡ｼﾞｬｹ少破｡同四重
奏曲全集のﾊﾞﾗ分売りvol.1｡若きﾌﾞﾗｰﾑｽの苦悩に
満ちたﾛﾏﾝを見事に表出した演奏｡
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/ML4735/特価4400 円
ｼｪｰﾝﾍﾞﾙｸ
弦楽四重奏曲第1番
ｼﾞｭﾘｱｰﾄﾞSQ
P+｡通常価格=5500円｡米ﾌﾟﾚｽ｡6ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録音｡ｼﾞｬｹ裏汚れ｡同四重奏曲
全集のVol.1。若きﾛﾊﾞｰﾄ･ﾏﾝ率いるｼﾞｭﾘｱｰﾄﾞSQの
初期録音｡
米･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｷﾞﾙﾄﾞ/M53/2200 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｺﾞﾙﾄﾍﾞﾙｸ変奏曲
ﾃﾞﾑｽ(p)

7948

ﾄﾞﾚﾌｭｽ(cemb)
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｺｰﾄ･ﾉｰﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1972年
録音｡粒立ちの良いﾀｯﾁが､ﾊﾞｯﾊにﾋﾟﾀﾘと決まった
演奏である。
独･ｵｲﾛﾃﾞｨｽｸ/85742MK/2750 円
ｼｭｰﾏﾝ
交響的練習曲
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第27番
ﾘﾋﾃﾙ(p)
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾚｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1971年録音｡
露ﾒﾛﾃﾞｨｱ共同制作。ｻﾞﾙﾂﾌﾞﾙｸ録音でEMIでも発
売。全盛期のﾘﾋﾃﾙで､ﾀﾞｲﾅﾐｯｸにその音楽が流
れる。
独･ＲＣＡ/RL85417/特価3300 円
｢ﾌﾞﾘｰﾑ/ｽﾍﾟｲﾝ･ｷﾞﾀｰ音楽の歴史｣
ﾀﾙﾚｶﾞ：ｱﾙﾊﾝﾌﾞﾗの思い出
ｿﾙ：魔笛による変奏曲､ﾄﾛｰﾊﾞ：ｿﾅﾁﾈ､他
J.ﾌﾞﾘｰﾑ(g､lute､ﾋﾞｳｴﾗ)
G｡通常価格=4400円｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡
ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1982-84年録音｡ｼﾞｬｹ裏書
込み。一部再発｡ｽﾍﾟｲﾝ･ﾙﾈｯｻﾝｽから古典もの､
米･ｴﾋﾟｯｸ/LC3062/特価2200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｶﾝﾀｰﾀK.429、471、623
ﾌﾘｰﾒｰｿﾝのための葬送音楽K.477
R.ｸﾘｽﾄ､ﾏｲｸﾄ(T)､ﾍﾞﾘｰ(B)
ｳｨｰﾝ響､同室内cho./ﾊﾟｳﾑｶﾞﾙﾄﾅｰ
G｡通常価格=2750円｡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｡1953年録音｡ｼﾞｬｹ少破｡ﾌｨﾘｯﾌﾟ
ｽ原盤。ﾌﾘｰﾒｰｿﾝ関係の作品を集めた録音。
ｵｰｽﾄﾘｱ･ﾌﾟﾗｲｻﾞｰ/PR3145/2200 円
ｼｭｰﾏﾝ
詩人の恋
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
泉に寄せて､さすらい人､
老年の歌､ﾄﾞﾅｳ川の上で､ﾀﾙﾀﾛｽの群､他
ﾎｯﾀｰ(Br)/ｱﾙﾄﾏﾝ(p)
G｡ｵｰｽﾄﾘｱﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡ﾊﾞｲ
ｴﾙﾝ放送のｱｰｶｲｳﾞ音源､ﾗｲｳﾞ録音と思われる。

7950

7952

7954

7956

7958

蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/9500785/2200 円
永遠の愛について
ｾﾚﾅｰﾄﾞ、五月の夜、ﾃﾚｰｾﾞ､おつかい
やさしい夏の夜よ、わが恋は緑、他
ﾉｰﾏﾝ(Ms)/ﾊﾟｰｿﾝｽﾞ(p)､ｳﾞﾛｯﾋｪﾑ(va)
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1980年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ｡ゆったりした息の深い声で、美しくﾌﾞﾗｰﾑｽを表
現。ここに苦渋に満ちたﾌﾞﾗｰﾑｽの姿はない。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2720036/11000 円
ﾜｰｸﾞﾅｰ
ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝ
ﾌﾞﾗｰﾑｽ

7960

ﾔﾉｳﾞｨｯﾂ､G.ｼﾞｮｰﾝｽﾞ(S)､ｷﾝｸﾞ(T)､ｽﾃｭﾜｰﾄ(Br)
ﾊﾞｲｴﾙﾝ放送響､同cho./ｸｰﾍﾞﾘｯｸ
G｡5枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡布ｹｰｽ｡1971
年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。ｸｰﾍﾞﾘｯｸの品格の高い表現､知
と情を兼ね備えた歌手陣｡

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾌﾞﾙｰ･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｡50年代前期に米ｳｴｽﾄﾐﾝｽ
ﾀｰへ録音の再発と思われる。
米･ＲＣＡ/LM2311/4400 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第21番｢ﾜﾙﾄｼｭﾀｲﾝ｣
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第18番
ﾙｰﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｼｪｰﾄﾞ･ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1954
年録音｡第18番はお得意で繰り返し録音したが、
第21番はこれが唯一の録音。入手難です。
英･ﾛﾝﾄﾞﾝ/GLB1023/特価2200 円
｢ｲｴﾍﾟｽ･ｷﾞﾀｰ･ﾘｻｲﾀﾙvol.2｣
ｿﾙ：ﾒﾇｴｯﾄ､魔笛の主題の変奏曲
ﾋﾟﾎﾟｰ：歌と踊り〜踊り/ﾀﾙﾚｶﾞ：夢
V=ﾛﾎﾞｽ：練習曲とｼｮｰﾛｽ、ｻﾝｽ：ｽﾍﾟｲﾝ組曲､他
P+｡通常価格=2750円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾗｰｼﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾓﾉﾗ
ﾙ｡1960年代前期録音｡ｾﾞﾌｨｰﾛ原盤による
GLOBE/ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｼﾘｰｽﾞ｡
独･ＲＣＡ/GL86798/1650 円
｢ﾌﾞﾘｰﾑ/ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ･ｷﾞﾀｰ｣
ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆ：大ｿﾅﾀ ｲ長調
ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：無言歌op.19-6､ｶﾝﾂｫﾈｯﾀ
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：ﾒﾇｴｯﾄ、ﾀﾙﾚｶﾞ：前奏曲､ﾏｽﾞﾙｶ集､他
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡1970年録音｡再発。ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ･ｺﾚ
ｸｼｮﾝ･ｼﾘｰｽﾞ。何れもﾌﾞﾘｰﾑのｱﾚﾝｼﾞとなる､ﾘﾗｯｸｽ
して聴ける名曲集。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/35219/特価4400 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
白鳥の歌
ﾎｯﾀｰ(Br)/ﾑｰｱ(p)
G｡通常価格=5500円｡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｡ｼﾞｬｹ破､汚れ｡米
初出。ﾎｯﾀｰ2度目の録音。ﾚｺｰﾄﾞとして1番纏まっ
ているのは､このﾑｰｱとのもの｡
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/WL5345/特価22000 円
ｼｭｰﾏﾝ
女の愛と生涯op.42､ﾘｰﾀﾞｰｸﾗｲｽop.39
ﾕﾘﾅｯﾁ(S)/ﾎﾚﾁｪｸ(p)
G｡通常価格=27500円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1954年録音｡ｼﾞｬｹ破､ﾃｰﾌﾟ補修｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ｡選曲も良いﾕﾘﾅｯﾁの数少ないﾘｰﾄ録音として希
少。後の再発､XWNが非常に多く、このｵﾘｼﾞﾅﾙは
入手困難。
伊･ﾘｺﾙﾃﾞｨ/OCL16014-16/8250 円
ｹﾙﾋﾞｰﾆ
ﾒﾃﾞｱ
ｶﾗｽ(S)､ﾋﾟﾗﾂｨｰﾆ(Ms)､ﾋﾟｯｷ(T)､ﾓﾃﾞｽﾃｨ(B)
ｽｶﾗ座管､同cho./ｾﾗﾌｨﾝ
G｡3枚組｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1957年録音｡
ﾏｰｷｭﾘｰ社の録音だが､版権はﾘｺﾙﾃﾞｨが持ってい
た。録音も含めｶﾗｽの“ﾒﾃﾞｱ”ではﾍﾞｽﾄと云われて
いるもの｡
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/SCL3733/6600 円
R.ｼｭﾄﾗｳｽ
ﾅｸｿｽ島のｱﾘｱﾄﾞﾈ
ﾔﾉｳﾞｨｯﾂ(S)､ｷﾝｸﾞ(T)､ﾌﾟﾗｲ(Br)､ｱﾀﾞﾑ(B)､他
ﾄﾞﾚｽﾃﾞﾝ･ｼｭﾀｰﾂｶﾍﾟﾚ/ｹﾝﾍﾟ
G｡3枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1968年録音｡米初
出。ｷｬｽﾄも万全でｹﾝﾍﾟの音楽はまことに高雅､ま
さに名盤｡
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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

