クラシック
＜新着盤速報＞
仙台レコード・ライブラリー

◆新着盤速報2022年7月12日／即受け
7801

7803

7805

7807

7809

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

7802

露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/M1044957007/3300 円
交響曲第4番、ｴｸﾞﾓﾝﾄ序曲*

ﾗｲﾌﾟﾂｨﾋ放送響､ﾍﾞﾙﾘﾝ放送響*
ｱｰﾍﾞﾝﾄﾛｰﾄ
G｡露ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1949&54年
録音｡共に唯一の録音､他に発売の少ない音源で
貴重なLP。
英･ﾃﾞｯｶ/SXL6329/16500 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第6番「田園」
ｴｸﾞﾓﾝﾄ序曲

7804

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/S=ｲｯｾﾙｼｭﾃｯﾄ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾗｰｼﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1967年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡磨き
抜かれたﾃﾞｯｶ･ｻｳﾝﾄﾞの美しさ｡60年代VPOの｢田
園｣って､これしかないですよねぇ｡
米･ｳﾞｫｯｸｽ/PL11840/特価2200 円
ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ
交響曲第3番｢ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ｣

7806

ｳｨｰﾝ響/ｸﾚﾝﾍﾟﾗｰ
P+｡通常価格=2750円｡米ﾌﾟﾚｽ｡黒銀ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1951年録音｡再発。RVG刻印。録音時ﾌﾟ
ﾛﾃﾞｭｰｻｰとｸﾚﾝﾍﾟﾗｰがもめ、後半3-4楽章は別
人? の指揮という曰く付きの｢ｽｺｯﾁ｣。
米･ｴﾋﾟｯｸ/LC3092/2750 円
ｼｭｰﾏﾝ
交響曲第3番｢ﾗｲﾝ｣

7808

ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管/ｶﾙﾛ･ｾﾞｯｷ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｲｴﾛｰ･ｽﾄﾛﾎﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1954年録音｡米初出。蘭ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ原盤。ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞ
ｳの同曲録音は稀少。指揮者ｾﾞｯｷの大曲名盤､ｲ
ﾀﾘｱ人らしい明るく祝祭的気分｡
独･ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ/SMS2495/2200 円
ﾋﾞｾﾞｰ
交響曲ﾊ長調
子供の遊び、序曲｢祖国｣

7810

TEL 022-265-4573

受付期限：８月１０日(水)
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

独･ｲﾝﾀｰｺｰﾄﾞ/INT120874/2200 円
交響曲第5番「運命」
交響曲第8番

南ﾄﾞｲﾂ･ﾌｨﾙ/ｽﾜﾛﾌｽｷｰ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1973年録音｡”ｻﾌｧｲｱ･ｼ
ﾘｰｽﾞ”｡ 何故か本邦では未紹介。同ｼﾘｰｽﾞで第九
も発売された､晩年ｽﾜﾛﾌｽｷｰのﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ｡
米･ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ/VRS417/特価1650 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
ｶﾞｼｭﾀｲﾝ交響曲op.140
ｳｨｰﾝ国立歌劇場管/ﾌﾟﾛﾊｽｶ
G｡通常価格=2200円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年録音｡ｼﾞｬｹ破｡記録だけが残る幻
の傑作だが､最近では疑問視。ﾋﾟｱﾉ連弾ｿﾅﾀが原
曲と考え､J.ﾖｱﾋﾑが管弦楽用に編曲。
英･ＥＭＩ/ASD3365/2750 円
ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ
交響曲第4番「ｲﾀﾘｱ」
ｼｭｰﾏﾝ
交響曲第4番
ﾆｭｰ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ﾑｰﾃｨ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾓﾉｸﾛ切手ﾗﾍﾞﾙ｡1976年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ。ｸｧﾄﾞﾗﾌｫﾆｯｸ盤。ﾑｰﾃｨ30代前半の若々しい颯
爽とした躍動感が聴きもの｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2532045/2750 円
ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
交響曲第3番「ｵﾙｶﾞﾝ付」
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ､ｺｼｭﾛｰ(org)/ｶﾗﾔﾝ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1981年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ大聖堂のｵﾙｶﾞﾝ録音を合
成。ｻﾝ=ｻｰﾝｽ演奏の手本的名演､BPOの威力も
特筆もの。
英･ｻｶﾞ/XID5115/2200 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
交響曲第1番｢冬の日の幻想｣
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾑｼﾞｶ響/ｽﾜﾛﾌｽｷ

ﾌﾗﾝｽ国立放送管/ﾐｭﾝｼｭ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾟﾗﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾌﾟﾚｽ｡1966年録
音｡仏ACCﾃﾞｨｽｸ大賞受賞。輝くﾌﾗﾝｽのｴｽﾌﾟﾘ､古
典的な格調の高さでは随一のもの｡

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年代
後期録音｡米ｳﾗﾆｱ原盤。ｵｹはｳｨｰﾝ響の変名
か。ｽﾜﾛﾌｽｷにとって前期交響曲3曲は得意とし
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7811

7813

ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

7812

露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/CM04233/2200 円
交響曲第3番「ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ」

7817

7819

7821

ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

米･ﾌﾟﾗｲｳﾞｪｰﾄ/FER3014/3300 円
交響曲第4番

ﾓｽｸﾜ放送響/ﾛｼﾞｪｽﾄｳﾞｪﾝｽｷｰ

ｻﾞｸﾞﾚﾌﾞ･ﾌｨﾙ/ﾏﾀﾁｯﾁ

G｡露ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1973年録音｡ﾄﾞﾗｲな面もあ
るが､精彩ある音楽の運びは納得の演奏。

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1970年代録音｡音源詳細
は不明(録音水準は高く70年代後半か)｡晩年の
手兵ｵｹを振った貴重な録音､しかも曲目も超ﾚｱ。
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/700164WGY/2200 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
交響曲第5番

ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

7814

米･ﾛﾝﾄﾞﾝ/CS6793/2200 円
交響曲第4番
ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ響/ﾄﾞﾗﾃｨ

7815

受付期限：８月１０日(水)

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1972年録音｡米初出。ﾄﾞﾗ
ﾃｨ3度目の録音(優秀録音)。硬派で飾らないｽﾄ
ﾚｰﾄな演奏は､爽快で気持ちが良い。
英･ﾃﾞｯｶ/JB37/2200 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
交響曲第9番「新世界より」

7816

ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ響/ﾄﾞﾗﾃｨ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡擬似ｽﾃﾚｵ｡1952年
録音｡米ﾏｰｷｭﾘｰ原盤。ﾌｫﾝﾀﾅ･ｽﾍﾟｼｬﾙ･ｼﾘｰｽﾞ。3
大ﾊﾞﾚｴはﾐﾈｱﾎﾟﾘｽと録音したが､交響曲はこの5
番だけ｡
英･ＥＭＩ/ASD3330/2750 円
ｴﾙｶﾞｰ
交響曲第1番

ﾆｭｰ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ﾄﾞﾗﾃｨ

ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙ/ﾎﾞｰﾙﾄ

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1967年録音｡ﾌｪｲｽﾞ4･ｼ
ﾘｰｽﾞの再発盤。ﾄﾞﾗﾃｨとﾆｭｰ･ﾌｨﾙ両者の組み合
わせはとても珍しい。
仏･ﾊﾙﾓﾆｱ･ﾑﾝﾃﾞｨ/HM1057/3300 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
8つのｼﾞﾌﾟｼｰ舞曲
四季〜ﾚﾝﾄﾗｰ､5つのｺﾝﾄﾙﾀﾞﾝｽ､ｸﾜﾄﾞﾘｰﾙ
ﾊﾞｯﾛのﾒﾇｴｯﾄ､ﾌﾙｰﾄとｺﾙﾈｯﾄのための夜想曲､他
ﾍﾞﾗ･ﾑｼﾞｶ･ド･ｳｨｰﾝ/ﾃﾞｨｯﾄﾘｯﾋ
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1980年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡長鉄ﾃﾞｨｽｸNo.28に選ばれた優秀録音。
曰く｢ﾊｲﾄﾞﾝのネアカぶりをよく出して軽快・陽気。
英･ﾃﾞｯｶ/ECS701/6600 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ﾊｲﾄﾞﾝの主題による変奏曲
大学祝典序曲､悲劇的序曲、ｱﾙﾄ･ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ*

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾓﾉｸﾛ切手ﾗﾍﾞﾙ｡1976年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ。ｸｧﾄﾞﾗﾌｫﾆｯｸ盤。同曲最後の録音で全てｵｹは
LPO。ﾊﾞﾙﾋﾞﾛｰﾘと並ぶｴﾙｶﾞｰ不朽の名盤。
独･ﾍﾘｵﾄﾞｰﾙ/2548133/1650 円
『ｵﾍﾟﾗのﾊﾞﾚｴ音楽集』
ﾌｧｳｽﾄ､ｵﾃﾛ､ｱｲｰﾀﾞ､ｼﾞｮｺﾝﾀﾞ
ｴﾌｹﾞﾆ･ｵﾈｰｷﾞﾝ
ﾍﾞﾙﾘﾝ放送響/ﾌﾘｯﾁｬｲ

7818

7820

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ｸﾅｯﾊﾟｰﾂﾌﾞｯｼｭ/L.ｳｪｽﾄ(A)*
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1957年録音｡管弦楽の3
曲はﾛﾝﾄﾞﾝCS6030でｽﾃﾚｵ発売されたが、ｱﾙﾄ･ﾗ
ﾌﾟｿﾃﾞｨのｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸはこのECS番号で初出｡
米･ＲＣＡ/LSC2345/4400 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
祝典序曲「1812年」
ﾗｳﾞｪﾙ
ﾎﾞﾚﾛ

7822

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡Hﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年録音｡再発。今更
説明不要の､珠玉のｵﾍﾟﾗ･ﾊﾞﾚｴ･ｱﾙﾊﾞﾑ｡
米･ｴﾋﾟｯｸ/BC1063/4400 円
ﾋﾞｾﾞｰ
｢ｱﾙﾙの女｣第1､2組曲､｢ｶﾙﾒﾝ｣組曲
ﾗﾑﾙｰ管/ﾄﾞﾗﾃｨ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾃﾚｵﾗﾏ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959-60年録
音｡米初出。蘭PH/ﾌｫﾝﾀﾅ･ｼﾘｰｽﾞがｵﾘｼﾞﾅﾙ。ﾄﾞﾗ
ﾃｨとｵｹは異色の顔合わせ､生命力と躍動感は抜
群｡
英･ﾃﾞｯｶ/SXL6204/13200 円
ﾗｳﾞｪﾙ
ﾀﾞﾌﾆｽとｸﾛｴ(全曲)
ｽｲｽ･ﾛﾏﾝﾄﾞ管､ﾛｰｻﾞﾝﾇ放送cho./ｱﾝｾﾙﾒ

7823

ﾓｰﾄﾝ･ｸﾞｰﾙﾄﾞと彼のｵｰｹｽﾄﾗ＆ﾊﾞﾝﾄﾞ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｼｪｰﾄﾞ･ﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ｡JM10+の優秀録音。ｸﾞｰﾙﾄﾞ管の軽快なﾘｽﾞﾑは
これらの曲にはうってつけだ｡
米･ﾏｰｷｭﾘｰ/SRI75009/2750 円
ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ
ﾘｭｰﾄのための古代舞曲とｱﾘｱ(全)

7824

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1965年録音｡緻密で色鮮
やかに描き上げたｱﾝｾﾙﾒ芸術の粋。華やかな音
色を見事に収録した録音陣の勝利でもある。
英･ｱｰｺﾞ/ZRG657/2750 円
ﾊﾞﾙﾄｰｸ
弦・打楽器とﾁｪﾚｽﾀのための音楽
ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄSz.113

ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ･ﾌﾝｶﾞﾘｶ/ﾄﾞﾗﾃｨ

7825

G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡紫ﾗﾍﾞﾙ｡ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾌﾟﾚｽ｡1959年録音｡
再発｡ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ｲﾝﾎﾟｰﾄ･ｼﾘｰｽﾞ｡ｽﾃﾚｵ初期の優秀
録音として有名又､同全曲の決定盤｡
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6531011/2200 円
ｽﾄﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ
春の祭典

7826

ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ響/ﾄﾞﾗﾃｨ

7827

7829

G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959年録音｡米ﾏｰ
ｷｭﾘｰ原盤。ﾌｫﾝﾀﾅ･ｼﾘｰｽﾞ｡ﾄﾞﾗﾃｨの個性が鮮明に
示され､特に後半の高揚は圧巻。
仏･ﾊﾟﾃ/FBLP25137/2750 円
ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ
2つのﾏﾝﾄﾞﾘﾝのための協奏曲
P.133､134
ｱﾈｯﾀﾞ､ｺﾙﾅｯﾁｬ(mand)
ﾛｰﾏ合奏団/ﾌｧｻﾞｰﾉ
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡10ｲﾝﾁ｡ｾﾐ･ｻｰｸﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗ
ﾙ｡1950年代中期録音｡明快なる音色で展開され
る､音楽性豊かなｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ｡
独･ｵﾙﾋﾞｽ/659912/6600 円
ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ
｢和声と創意への試み｣op.8

7828

ｱｶﾃﾞﾐｰ室内管/ﾏﾘﾅｰ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｯｶ･ﾌﾟﾚｽ｡1969年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ。ﾌｨﾙ･ﾘｰｽ選定優秀録音｡圧倒的な弦楽
合奏と研ぎ澄まされた表現､弦ﾁｪﾚの名盤。
米･ｵﾃﾞｭｯｾｲ/Y34613/特価1100 円
ｼﾁｪﾄﾞﾘﾝ
ﾋﾞｾﾞｰのｶﾙﾒﾝによるﾊﾞﾚｴ組曲
[47台の打楽器と弦楽のための編曲版]
ﾎﾞﾘｼｮｲ歌劇場管/ﾛｼﾞｪｽﾄｳﾞｪﾝｽｷｰ
P｡通常価格=1650円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1967
年録音｡露ﾒﾛﾃﾞｨｱ原盤。ｼﾁｪﾄﾞﾘﾝの妻ﾌﾟﾘｾｽﾂｶﾔ
の為に編曲。多数のﾊﾟｰｶｯｼｮﾝで､ド派手な演出。
有名な超絶録音。
米･ＲＣＡ/66561RC/2750 円
ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ
四季、協奏曲ﾊ長調RV.443
ﾍﾟﾄﾘ(bfl)/ｷﾞﾙﾄﾞﾎｰﾙ弦楽合奏団､ﾏﾙｺﾑ(cem)

7830

ｺﾚｷﾞｳﾑ･ｱｳﾚｳﾑ合奏団
F.ﾏｲﾔｰ(ﾘｰﾀﾞｰ)
G｡3枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1977年録音｡独HM
原盤。“四季”のvn.ｿﾛはﾏｲﾔｰ､他の8曲は入れ替
わりでｿﾛ担当｡

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1987年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ｡ｱﾅﾛｸﾞ最末期のﾌﾟﾚｽ。ﾍﾟﾄﾘのRCA移籍第1弾。
その柔らかな感触が心地よい。
独･ﾃﾚﾌﾝｹﾝ/641197AW/3300 円
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ
ﾁｪﾛ協奏曲第1､2､4番
(G.477､479、481)
ﾋﾞﾙｽﾏ(vc)/ｺﾝﾁｪﾙﾄ･ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ/ｼｭﾚｰﾀﾞｰ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡青ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1965年録音｡古
楽器演奏によって注目された同曲集の名盤。ﾊｲ
ﾄﾞﾝの亜流に止まらないことを示したﾋﾞﾙｽﾏの名
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7831

ﾓｰﾂｧﾙﾄ

7832

米･ｳﾞｫｯｸｽ/STPL511010/1650 円
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第19､20番

受付期限：８月１０日(水)
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾊｲﾄﾞﾝ

ｶﾅﾀﾞ･ﾛｺｺ/RR2140-1/3300 円
ﾌﾙｰﾄ協奏曲第2番
交響曲第102番

ﾍﾌﾞﾗｰ(p)/ｳｨｰﾝ響/ｶｰﾙ･ﾒﾚｼｭ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡後期ﾗﾍﾞﾙ｡1958年録音｡舞い散る花の
様にﾍﾌﾞﾗｰの美音が､鍵盤から零れ落ちる。

7833

7835

7837

7839

7841

7843

7845

7847

7849

7834

米･ｳﾞｫｯｸｽ/STPL511590/特価3300 円
ｽﾍﾟｲﾝ交響曲
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第3番
ﾛｻﾞﾝﾄﾞ(vn)/南西ﾄﾞｲﾂ放送響/ｼｮｰｹ
G｡通常価格=4400円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾋﾟｰｶｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡
1959年録音｡ｼﾞｬｹ底ﾃｰﾌﾟ補整。RVG刻印。ｼﾞﾝﾊﾞﾘ
ｽﾄ門下名手ﾛｻﾞﾝﾄﾞの名曲録音､やはり個性的名
演｡
ﾁｪｺ･ｽﾌﾟﾗﾌｫﾝ/103623-1/2750 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
ﾁｪﾛ協奏曲
ﾗﾛ
ｻﾝ=ｻｰﾝｽ

ｶﾞｯｾﾞﾛｰﾆ(fl)/RAIﾄﾘﾉ管/ﾁｪﾘﾋﾞﾀﾞｯｹ
G｡ｶﾅﾀﾞﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1958-9
年録音｡ｵｹ、録音年についてはｼﾞｬｹに記載が無
く、他ﾃﾞｰﾀｰを参照した。ﾗｲｳﾞ録音。
米･ＲＣＡ/ARL1-2044/1650 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番
ﾙｰﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ(p)/ｼｶｺﾞ響/ﾗｲﾅｰ

7836

ｱﾝｹﾞﾘｶ･ﾏｲ(vc)/ﾁｪｺ･ﾌｨﾙ/ﾉｲﾏﾝ
G｡ﾁｪｺﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1983年録音｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ｡優秀録音｡ﾍﾞﾃﾗﾝとなってから、ｿﾛ活動に復
帰した名女流ﾏｲ。意欲が迸る情熱的な演奏は魅
力がある。
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/9500157/2750 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
弦楽四重奏曲第77､78番
｢皇帝｣｢日の出｣

7838

ｲﾀﾘｱSQ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1976年録音｡ﾊｲﾄﾞﾝが
これほど美しく聴ける盤は中々ない。聴いてすぐ
判る録音とｶﾝﾀｰﾋﾞﾚのの美しさ｡
伊･DURIUM/MSAI80008/2200 円
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ
6つの弦楽四重奏曲op.27-第2集
(第4､5､6番)

7840

ｽｶﾗ座管SQ
G｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1974年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。同
室内楽録音ｼﾘｰｽﾞ。ｽｶﾗ座管の重鎮ｺﾝﾏｽ､ﾌﾗﾝｺ･
ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ主宰の名門ｶﾙﾃｯﾄ｡
伊･DURIUM/MSAI80012/2200 円
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ
6つの弦楽四重奏曲op.6-第3集
(第5､6番)
ｽｶﾗ座管SQ
G｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1975年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。同
室内楽録音ｼﾘｰｽﾞ。第2稿による演奏。ｽｶﾗ座管
の重鎮ｺﾝﾏｽ､ﾌﾗﾝｺ･ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ主宰の名門ｶﾙﾃｯ
ﾄ｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2740165/特価6600 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
弦楽四重奏曲第1-13番
ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄK.136〜138
ｱﾏﾃﾞｳｽSQ
G｡通常価格=8800円｡4枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･
ﾗﾍﾞﾙ｡1974-76年録音｡ｹｰｽ内ｶﾋﾞ･ｼﾐ｡『ﾊｲﾄﾞﾝ･ｾｯ
ﾄ』以前の作品のｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞな盤。分売をしていな
いので､このｾｯﾄが唯一となる貴重なBOX｡
独･ﾃﾚﾌﾝｹﾝ/642172AW/2750 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾌﾙｰﾄ四重奏曲全集

7842

7844

7846

ﾏｲｾﾞﾝ(fl)/ｸﾛｲﾂﾍﾞﾙｶﾞｰSQ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡青ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1977年録音｡ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ｡ﾄﾞｲﾂの俊英団体で、前年にﾋﾝﾃﾞﾐｯﾄでﾚｺｰﾄﾞ・
ﾃﾞﾋﾞｭｰ。ﾍﾞﾃﾗﾝ･ﾏｲｾﾞﾝに導かれて溌剌とした演奏
を聴かせる。
米･ＲＣＡ/LM7025/8800 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾋﾟｱﾉ三重奏曲第7番｢大公｣
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
ﾋﾟｱﾉ三重奏曲第1番
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ﾋﾟｱﾉ三重奏曲第1番
ﾊｲﾌｪｯﾂ(vn)､ﾌｫｲｱﾏﾝ(vc)、ﾙｰﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ(p)
G｡2枚組｡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｡1941年録音｡早世したﾌｫｲｱﾏﾝ在籍時の”100
万ﾄﾞﾙ”ﾄﾘｵ。
英･ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ/VSL11015/2750 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝとﾋﾟｱﾉの二重奏曲D.574
ｳﾞｧｲｵﾘﾝとﾋﾟｱﾉのためのﾛﾝﾄﾞD.895

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1954年録音｡1977
年にｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸが発見されｽﾃﾚｵ盤が発売され
た。これは､再発ﾌﾟﾚｽ盤(LPNo.AGL1-4890)｡
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/9500941/特価1650 円
ﾃﾚﾏﾝ
ﾒﾄｰﾄﾞ･ｿﾅﾀ ﾆ長調
幻想曲第4､6番､ｿﾅﾀ ﾊ長調､同ﾍ長調
ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀ第2番､ﾄﾘｵ･ｿﾅﾀ変ﾛ長調
ﾍﾟﾄﾘ･ﾄﾘｵ/(bfl､cem､vc)
G｡通常価格=2200円｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡
1981年録音｡ｼﾞｬｹ背日焼け｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾍﾟﾄﾘの表現
は技巧を技巧と感じさせない見事な演奏だ｡
伊･DURIUM/MSAI80007/2200 円
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ
6つの弦楽四重奏曲op.27-第1集
(第1､2､3番)
ｽｶﾗ座SQ
G｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1974年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。同
室内楽録音ｼﾘｰｽﾞ。ｽｶﾗ座管の重鎮ｺﾝﾏｽ､ﾌﾗﾝｺ･
ﾌｧﾝﾃｨｰﾆが主宰する名門ｶﾙﾃｯﾄ｡
伊･DURIUM/MSAI80011/2200 円
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ
6つの弦楽四重奏曲op.6-第2集
(第3､4番)
ｽｶﾗ座管SQ
G｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1975年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。同
室内楽録音ｼﾘｰｽﾞ。第2稿による演奏。ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ
の四重奏の体系的な録音は貴重だ。
伊･DURIUM/MSAI80006/2200 円
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ
6つの小弦楽四重奏曲op.26
ｽｶﾗ座SQ
G｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡1973年録音｡ｼﾞｬｹ背破｡ｵ
ﾘｼﾞﾅﾙ。同室内楽録音ｼﾘｰｽﾞ。後にﾋﾟｱﾉ四重奏曲
に編曲。ｽｶﾗ座管の重鎮ｺﾝﾏｽ､ﾌﾗﾝｺ･ﾌｧﾝﾃｨｰﾆ
主宰の名門ｶﾙﾃｯﾄ。
米･ｷｬﾋﾟﾄﾙ/P8452/特価8800 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ集K.296、301、304
ﾐﾙｼﾃｲﾝ(vn)/ﾎﾟﾏｰｽﾞ(p)
P｡通常価格=16500円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｻｲﾄﾞ･ﾛｺﾞ･ﾚｲﾝ
ﾎﾞｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1958年録音｡ｼﾞｬｹ破
損。ﾓﾉﾗﾙ末期録音。古典的な様式に則り、ﾐﾙｼﾃ
ｲﾝの古典室内楽録音で出色の1枚。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/S36384/6600 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾁｪﾛ･ｿﾅﾀ第3、5番
ﾃﾞｭ･ﾌﾟﾚ(vc)/S.ﾋﾞｼｮｯﾌﾟ(p)

7848

7850

A.ｼｭﾅｲﾀﾞｰ(vn)/P.ｾﾞﾙｷﾝ(p)
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1966年録音｡米ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ
録音。ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ室内楽録音ｼﾘｰｽﾞ。若きﾋﾟｰﾀｰ･ｾﾞ
ﾙｷﾝと円熟期ｼｭﾅｲﾀﾞｰの共演。
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G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1965年録音｡米初出。ﾃﾞｭ･
ﾌﾟﾚの室内楽で一・二を争う出来栄え。情熱的で
雄弁､ﾋﾟｱﾉとの呼吸もぴったりで完成されている。
米･ｳﾞｫｯｸｽ/STPL514280/2200 円
ｼﾞｭﾘｱｰﾆ
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ四重奏曲ｲ長調
ﾊｲﾄﾞﾝ
ｷﾞﾀｰ四重奏曲ﾆ長調
ﾊﾞｳｱｰ=ｽﾞﾗｲｽ(mand)､ﾍﾞｯﾄﾅｰ(g)
ﾋﾟﾋﾗｰ､ｹｰﾙ(vn)､G.ﾚｰﾏﾝ(va)､ﾊﾟﾙﾑ(vc)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾋﾟｰｶｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1964年録音｡RVG刻
印。ｼﾞｭﾘｱｰﾆの四重奏はﾏﾝﾄﾞﾘﾝ､lute､vn､vaでﾁｪ
ﾛがないため､明るく独特の響き。傾聴の音楽で
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/M31378/2200 円
ｸﾗｲｽﾗｰ
愛の喜び､愛の悲しみ
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆの様式によるｱﾚｸﾞﾚｯﾄ
ﾏﾙﾃｨｰﾆの様式によるｱﾝﾀﾞﾝﾃｨｰﾉ､他全15曲
ｽﾞｰｶｰﾏﾝ(vn)/L.ｽﾐｽ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1971年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡美
しい抒情を湛えたｳﾞｧｲｵﾘﾝの調べ。名前を隠した
ら女流と錯覚するような甘美さと繊細さ。
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7851

7853

7855

7857

7859

7861

7863

7865

7867

7869

7852

独･ＭＣＡ/MACS6123/2200 円
Ｃ=ﾃﾃﾞｽｺ
ｷﾞﾀｰ五重奏曲
ｲﾀﾘｱ･ﾊﾞﾛｯｸ･ﾘｻｲﾀﾙ〜ﾌﾚｽｺﾊﾞﾙﾃﾞｨ：ｸｰﾗﾝﾄ
ﾛﾝｶﾙﾘ：ｼﾞｰｸﾞとｶﾞｳﾞｫﾂﾄ、他A&D.ｽｶﾙﾗｯﾃｨ
ｾｺﾞﾋﾞｱ(g)､ｷｰｼﾞSQ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｲﾝﾎﾞｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾙﾃﾞｯｸ･ﾌﾟﾚｽ｡一部擬
似ｽﾃﾚｵ｡1956&67年録音｡米ｵﾘｼﾞﾅﾙから編集ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ､独MCA企画のｾｺﾞﾋﾞｱ･ｼﾘｰｽﾞ。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2530035/4400 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲﾀﾘｱ協奏曲BWV.971
幻想曲BWV906､ﾊﾟｽﾄﾗｰﾙ
半音階的幻想曲とﾌｰｶﾞ､ﾄｯｶｰﾀBWV.915
ﾘﾋﾀｰ(cemb)
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1969年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ｡極めて手堅いﾊﾞｯﾊで硬派な雰囲気｡ﾊﾞﾗﾝｽよく
選曲されたﾁｪﾝﾊﾞﾛの名盤､万人にお奨め。
独･ﾊﾞｽﾌ=ﾑﾝﾃﾞｨ/2520308-5/3300 円
｢ｲｷﾞﾘｽのｳﾞｧｰｼﾞﾅﾙ音楽集／ﾚｵﾝﾊﾙﾄ｣
ﾄﾑｷﾝｽﾞ：ﾊﾞﾗﾌｫｽﾄｩｽの夢
ﾌﾞﾙ：王の狩、ﾊﾞｰﾄﾞ：ｳｫﾙｼﾝｶﾞﾑ変奏曲
ｷﾞﾎﾞﾝｽﾞ：ﾌｧﾝﾀｼﾞｱNo.6/ﾌｧｰﾅﾋﾞｰ：ﾏｽｸ､他
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡渦巻きﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1968年録音｡
録音も素晴らしく､同種のLPの中では筆頭の名盤
である｡
ｽｳｴｰﾃﾞﾝ･ＢＩＳ/LP201/2750 円
｢ﾘﾝﾄﾞﾍﾞﾙｲ/ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞのﾘｭｰﾄ音楽｣
ﾛｰｳｫﾚﾝ､ｽﾄﾗﾛｯﾎ､ﾋﾟｯｹﾘﾝｸﾞなどの
｢ﾘｭｰﾄﾌﾞｯｸ｣､ﾚﾃﾞｨ･ﾏﾙｶﾞﾚｰﾄ･ｳﾞｪﾐｰのﾘｭｰﾄ音楽
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾚﾝｼﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡
1982年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾙﾈｯｻﾝｽ､ﾊﾞﾛｯｸ･ﾘｭｰﾄ音楽
の名盤。優秀録音。各音楽誌､ｵｰﾃﾞｨｵ誌で演奏
と録音の素晴らしさは絶賛｡
米･ﾃﾞｯｶ/DL9682/2200 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｶﾝﾀｰﾀBWV.105｢主よ裁きたもうな｣
ｶﾝﾀｰﾀBWV.170｢喜びの安息､嬉しき魂の歓喜｣
ｳｪｰﾊﾞｰ(S)､ﾍﾝｹﾞﾝ､L.ﾌｨｯｼｬｰ(A)､ｸﾚﾌﾞｽ(T)､他
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ､ﾊﾞｲｴﾙﾝ国立管､他/ﾚｰﾏﾝ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾁｪｯｸ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1951-2年録音｡独ｱﾙﾋｰﾌ原盤。ｴﾘｻﾞﾍﾞｰﾄ･ﾍﾝｹﾞﾝ
が歌う､ｿﾛ･ｶﾝﾀｰﾀBWV.170が聴きもの。
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/ML4649/4400 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
｢踊れ喜べ､幸いなる魂よ｣K165
｢彼女を愛そう共に生きよう｣､他
ｼｭﾜﾙﾂｺｯﾌﾟ(S)/ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ｼﾞｭｽｷﾝﾄ
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/J.ｸﾘｯﾌﾟｽ､ﾑｰｱ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡6ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1946､48
年録音｡英EMI原盤。初出音源となるｸﾘｯﾌﾟｽとの
録音は激ﾚｱ。
独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C067-43298/2750 円
R.ｼｭﾄﾗｳｽ
4つの最後の歌、死と変容
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ﾎﾟｯﾌﾟ(S)/ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙ/ﾃﾝｼｭﾃｯﾄ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡切手ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1982
年録音｡独初出｡英録音だが英盤は新ﾗﾍﾞﾙ。当時
最高のｿﾞﾌｨｰだった。ｼｭﾜﾙﾂｺｯﾌﾟとは対照的なﾘﾘ
ｶﾙな名唱だ。
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/9500170/3300 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
ｵﾍﾟﾗ･ｱﾘｱ集
双子の兄弟〜ﾊﾟﾊﾟはいつでも
陰謀者〜私はそっとあちこち忍び歩く、他
ｱﾒﾘﾝｸﾞ(S)､ｱｰﾝｼｪ(T)/ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ･ﾌｨﾙ/ﾃﾞ･ﾜｰﾙﾄ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1976年録音｡ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ。優秀録音。ｼｭｰﾍﾞﾙﾄの忘れられたｵﾍﾟﾗ･ｱﾘｱ
をｱﾒﾘﾝｸの清らかな声で｡
英･ＣＢＳ/77396/6600 円
ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ
ﾎﾞﾘｽ･ｺﾞﾄﾞｩﾉﾌ
ｼｭﾑｽｶﾔ(S)､ﾐﾁｭｺｳﾞｧ(Ms)､ｼｭﾙﾋﾟﾝ(T)､ﾛﾝﾄﾞﾝ(B)
ﾎﾞﾘｼｮｲ劇場管､同cho./ﾒﾘｸ=ﾊﾟｼｬｴﾌ
G｡3枚組｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ1eyeﾗﾍﾞﾙ｡1962年録音｡露
ﾒﾛﾃﾞｨｱ原盤。ﾀｲﾄﾙ･ﾛｰﾙのｼﾞｮｰｼﾞ･ﾛﾝﾄﾞﾝの他､ﾎﾞﾘ
ｼｮｲ劇場の豪華ﾒﾝﾊﾞｰによる､本家「ﾎﾞﾘｽ･ｺﾞﾄﾞｩﾉ
ﾌ」｡
独･ﾃﾚﾌﾝｹﾝ/HT1/2750 円
『ﾊﾞｲﾛｲﾄ音楽祭1936年』
ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝ〜ﾊｲﾝﾘﾋ1世の祈り
第3幕前奏曲､婚礼の合唱､花嫁の部屋
ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄ〜溶解の歌､鍛冶屋の歌､他
ﾐｭﾗｰ(S)､ﾌｪﾙｶｰ､ﾛｰﾚﾝﾂ(T)/S=ｲｯｾﾙｼｭﾃｯﾄ､他
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡黒地金扇ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1936年
録音｡往年のﾜｰｸﾞﾅｰ歌手の貴重な記録。
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受付期限：８月１０日(水)
独･ﾃﾚﾌﾝｹﾝ/SAWT9511B/5500 円
『16-17世紀のｲｷﾞﾘｽのｺﾝｿｰﾄ集』
ﾎﾙﾎﾞｰﾝ：夜警､やれやれ休日だ
ｷﾞﾎﾞﾝｽﾞ：ｲﾝ･ﾉﾐﾈ、ﾊﾞｰﾄﾞ：5声のｲﾝ･ﾉﾐﾈ、他
ﾌﾞﾘｭｯﾍﾝ･ｺﾝｿｰﾄ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡黒ﾗﾍﾞﾙ｡1967年録音｡ｴﾘｸｿﾝ氏が雰囲
気豊かに仕上げた優秀録音。ﾌﾞﾘｭｯﾍﾝ以下､ｸｲｹ
ﾝ兄弟など名手が奏でるﾉｰﾌﾞﾙで贅沢な音楽。
独･ｱﾙﾋｰﾌ/2722003/19250 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｵﾙｶﾞﾝ全集Vol.2
前奏曲とﾌｰｶﾞBWV.551､552
ｵﾙｹﾞﾙ･ﾋﾞｭﾋﾗｲﾝ、ｼｭｰﾌﾞﾗｰ･ｺﾗｰﾙ集
ｳﾞｧﾙﾋｬ(org)
G｡7枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡銀紙布ｹｰｽ｡
1969-71年録音｡一部ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡Vol.1&2の上下2巻
で全集となる｡
ｽｳｴｰﾃﾞﾝ･ＢＩＳ/LP226/特価2200 円
｢ﾘﾝﾄﾞﾍﾞﾙｲ/16世紀ｲﾀﾘｱのﾘｭｰﾄ音楽｣
ﾛﾚﾝﾂｨｰﾆ：前奏曲
ﾃﾞ･ﾗｯｿ：或る日ｼｭｻﾞﾝﾇが/ﾓﾘﾅｰﾛ：ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ
ｶﾌﾟｽﾍﾟﾙｶﾞｰ：ﾄｯｶｰﾀ/ﾋﾟｯﾁﾆｰﾆ：ﾊﾟｯｻｶﾘｱ､他
P+｡通常価格=2750円｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾚﾝｼﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨ
ｼﾞﾀﾙ｡1982年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。優秀録音。俊英ﾘﾝﾄﾞ
ﾍﾞﾙｲの素晴らしい演奏､高度で芸術的である。
英･ｱｰｺﾞ/ZRG620/2200 円
ｳﾞｨｸﾄﾘｱ
ﾓﾃｯﾄ「この者に罪はない」
ﾐｻ「おお,なんと栄光に満ちている」
第１旋法のﾏﾆﾌｨｶｰﾄ､他
ｾﾝﾄ･ｼﾞｮﾝｽﾞ･ｶﾚｯｼﾞ合唱団/ｹﾞｽﾄ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1969年録音｡優秀録音。
小編成の合唱では出せない荘重さがある｡ｳﾞｨｸﾄﾘ
ｱの崇高な美しさを見事に表現した名盤。
米･ﾉﾝｻｯﾁ/H71136/2200 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｶﾝﾀｰﾀBWV.209｢悲しみを知らぬ者｣
ｶﾝﾀｰﾀBWV.199｢わが心は血にまみれ｣
ｼｭﾀｰﾀﾞｰ(S)､H.ﾒｰﾘﾝｸ(fl)､ﾊﾟｯｼﾝ(ob)
ｹﾙﾝ室内合奏団/ﾐｭﾗｰ=ﾌﾞﾘｭｰﾙ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1965年録音｡独ﾍﾟﾙｶ原
盤。ﾄﾞｲﾂのﾏｲﾅｰﾚｰﾍﾞﾙに残されたﾏﾘｱ･ｼｭﾀｰﾀﾞｰ
のﾚｱ録音｡
独･ｴﾃﾙﾅ/826993-4/4400 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
冬の旅
6つのｼｮｰﾊﾞｰ&ﾗｲﾄﾅｰ歌曲集
F=ﾃﾞｨｰｽｶｳ(Br)/ﾃﾞﾑｽ(p)
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1966
年録音｡独ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ原盤。F=ﾃﾞｨｰｽｶｳの3度目の
冬の旅。
独･ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ/841241-1/特価1650 円
｢ﾙﾈ･ｺﾛ/宗教歌曲を歌う｣
ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ(ｸﾞﾉｰ)
自然での神の栄光(ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ)
聖なるかな(ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ)、他
ﾙﾈ･ｺﾛ(T)/管弦楽団､cho./ﾛｰｾﾞﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ
G｡通常価格=2200円｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡赤ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡
1989年録音｡ｼﾞｬｹ少破｡全16曲収録。心に染みわ
たる敬虔な歌声､男声版として推賞の一枚。
独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/SME80949/3300 円
ﾜｰｸﾞﾅｰ
｢名歌手の名ｱﾘｱ集｣
ｵﾗﾝﾀﾞ人、ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ、ﾛｰｴﾝｸﾞﾘｰﾝ、他
ﾛｽ･ｱﾝﾍﾚｽ､ﾆﾙｿﾝ､F=ﾃﾞｨｰｽｶｳ､J.ﾄｰﾏｽ､他
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡一部擬似ｽﾃﾚｵ｡
1960年代録音｡ﾍﾙﾂ･ｼﾘｰｽﾞ。既発音源からのｵﾑ
ﾆﾊﾞｽ構成。13人の名歌手によるﾜｰｸﾞﾅｰの名唱
集､古い録音は擬似ｽﾃ｡
米･ＲＣＡ/ARL2-0105/3300 円
ﾌﾟｯﾁｰﾆ
ﾄｽｶ
L.ﾌﾟﾗｲｽ(S)､ﾄﾞﾐﾝｺﾞ(T)､ﾐﾙﾝｽﾞ(Br)､他
ﾆｭｰ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管､J.ｵｰﾙﾃﾞｨｽcho./ﾒｰﾀ
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾙﾃﾞｯｸ･ﾌﾟﾚｽ｡1972
年録音｡ﾒｰﾀのﾌﾟｯﾁｰﾆは悉く成功。迫力あるﾌﾟﾗｲ
ｽのﾄｽｶに贅沢な満足感､ﾒｰﾀの棒も巧い。
伊･ﾒﾛﾄﾞﾗﾑ/MEL221/特価4400 円
『ﾌﾗｸﾞｽﾀｰﾄ/ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾗｲｳﾞ1952』
ﾜｰｸﾞﾅｰ：ｳﾞｪｰｾﾞﾝﾄﾞﾝｸによる5つの歌、他
R.ｼｭﾄﾗｳｽ：春､9月､夕映えの中に､他
ﾌﾗｸﾞｽﾀｰﾄ(S)/ﾍﾞﾙﾘﾝ放送響/ｾﾊﾞｽﾃｨｱﾝ
G｡通常価格=5500円｡2枚組｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉ
ﾗﾙ｡1952年録音｡ｼﾞｬｹ裏書き込み｡引退間近か
の､語り草となっているﾍﾞﾙﾘﾝ･ｺﾝｻｰﾄ。

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

