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7903
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ﾊｲﾄﾞﾝ

7902

米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/XWN18613/3300 円
交響曲第44番｢悲しみ｣
交響曲第49番｢受難｣

ｳｨｰﾝ国立歌劇場管/ｼｪﾙﾍﾝ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録
音｡視野の広いｼｪﾙﾍﾝならではの解釈が如実に
現れている｡
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/ML5014/6600 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
交響曲第41番｢ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ｣、第39番

7904

ﾆｭｰ･ﾖｰｸ･ﾌｨﾙ/ﾜﾙﾀｰ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡6ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1956年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡気宇壮大といった形容がぴったり嵌
まるﾓﾉ期の名演。特に「ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ」のｽｹｰﾙ感は古
今随一だろう。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/18576/4400 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第3番「英雄」

7906

ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾘｯﾁｬｲ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾌﾗｯﾄ厚手ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾃﾚｵ･
ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡1958年録音｡ｽﾃﾚｵ･ｵﾘｼﾞﾅﾙは入手激
難で､この盤とてかなり珍しい。颯爽という言葉が
ぴったり､ﾓﾉﾗﾙ独特の力強さがある。
英･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾚｺｰﾄﾞ/SH235/3300 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第6番「田園」

TEL 022-265-4573

受付期限：８月１７日(水)
米･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ/OL8125/2200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
交響曲第39番
｢ﾌｨｶﾞﾛの結婚｣序曲、ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ
ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ･ﾌｨﾙ/ﾜﾙﾀｰ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｲｴﾛｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年録
音｡ﾜﾙﾀｰ協会共同制作。欧州楽旅の際､ｽﾄｯｸﾎﾙ
ﾑ客演時のﾗｲｳﾞ録音。
英･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/GBL5539/2200 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第1番、第8番
ｳｨｰﾝ響/ﾌﾟﾘｯﾁｬｰﾄﾞ、ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ｹﾝﾍﾟﾝ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1953年録音｡ﾌﾟﾘｯﾁｬｰﾄﾞにとって唯一となるﾍﾞｰﾄｰ
ｳﾞｪﾝ。本命はB面のｹﾝﾍﾟﾝ&ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙによる第8
番だ。
英･ﾃﾞｯｶ/SXL2124/22000 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第5番「運命」
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ｼｮﾙﾃｨ

7908

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾗｰｼﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1958年録音｡ｼｮﾙﾃｨ＆ｳｨｰ
ﾝ･ﾌｨﾙのﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝは少ない。ぐいぐいとｵｹを牽
引するﾊﾟﾜﾌﾙな若きｼｮﾙﾃｨの代表盤｡
露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/M1027777004/3300 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第6番｢田園｣

ﾛｰﾏ･ｱｳｸﾞｽﾃｵ管/ﾃﾞ･ｻﾊﾞｰﾀ

ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1947年録
音｡ｱｳｸﾞｽﾃｵ管は後のｻﾝﾀ･ﾁｪﾁｰﾘｱ音楽院管。こ
の音源は当盤以外､殆ど見ない。LP初復刻。
米･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ/OL8123/2200 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
交響曲第9番「ｻﾞ･ｸﾞﾚｰﾄ」

G｡露ﾌﾟﾚｽ｡黒ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1944年録音｡
大戦後ﾛｼｱがﾅﾁから接収したﾃｰﾌﾟ音源。聴衆の
雰囲気まで見事に捉えたﾗｲｳﾞ録音として有名。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/410863-1/2750 円
ｼｭｰﾏﾝ
交響曲第2番、ﾏﾝﾌﾚｯﾄﾞ序曲

7910

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ･ﾌｨﾙ/ﾜﾙﾀｰ

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ｼﾉｰﾎﾟﾘ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ｡1983年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ｼﾉｰﾎﾟﾘ初のﾛﾏﾝ派交響曲録音｡ｼｭｰ
ﾏﾝの情熱を激しく感じさせる演奏で､第2番の上
位盤｡

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｲｴﾛｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年録
音｡ﾜﾙﾀｰ協会共同制作。戦後ﾜﾙﾀｰによる欧州楽
旅の際のｽﾄｯｸﾎﾙﾑ･ﾗｲｳﾞ。
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米･ｴﾋﾟｯｸ/LC3098/特価5500 円
交響曲第2番

ﾌﾞﾗｰﾑｽ

ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管/ﾍﾞｲﾇﾑ
P+｡通常価格=6600円｡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。ﾍﾞｲﾇﾑの
ﾌﾞﾗｰﾑｽ録音で第2&3番はﾓﾉﾗﾙのみ。ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞ
ｳの音色はﾌﾞﾗｰﾑｽによく合う。
英･ＣＢＳ/61234/1650 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
交響曲第9番「新世界より」

7914

ｺﾛﾝﾋﾞｱ響/ﾜﾙﾀｰ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ1eyeﾗﾍﾞﾙ｡1959年録音｡再発。有
名なｽﾃﾚｵ初期録音の70年代再発企画。

7915

7916

米･ＭＭＳ/M2231/特価1650 円
管弦楽組曲第2､3番

J.S.ﾊﾞｯﾊ

K.ﾎﾟｰﾗｰ(fl.ｿﾛ)/ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ放送響/ｼｭｰﾘﾋﾄ

7917

G｡通常価格=2200円｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･
ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡1961年録音｡ｼﾞｬｹ破｡素朴で堅実な
ｼｭｰﾘﾋﾄのﾊﾞｯﾊ観が示された演奏である｡
英･ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ/SMS2647/2200 円
ﾋﾞｾﾞｰ
｢ｱﾙﾙの女｣組曲第1､2番

7918

受付期限：８月１７日(水)
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ

英･ﾃﾞｯｶ/LXT2807/6600 円
交響曲第7(2)番

ﾊﾝﾌﾞﾙｸ放送響/S=ｲｯｾﾙｼｭﾃｯﾄ
G｡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｡1953年録音｡優秀なﾒﾝﾊﾞｰを
揃えただけあって、結成後数年とは思えぬ､しっ
かりした重厚な演奏。
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/M2L276/6600 円
ﾏｰﾗｰ
交響曲第9番
ｺﾛﾑﾋﾞｱ響/ﾜﾙﾀｰ
G｡2枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ｽﾃﾚ
ｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡1961年録音｡6eyes･ﾎﾜｲﾄ･ﾗﾍﾞﾙ。ﾜ
ﾙﾀｰ晩年の傑出した一枚､自然体が生み出す稀
有な名演｡
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6527078/2200 円
ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ
｢運命の力｣序曲
｢ﾏｸﾍﾞｽ｣序曲､｢椿姫｣第1､3幕前奏曲
｢ﾙｲｻﾞ･ﾐﾗｰ｣序曲､｢ｱｲｰﾀﾞ｣序曲､他
ﾆｭｰ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ﾏﾙｹｳﾞｨｯﾁ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1966年録音｡再発。ｾ
ｸｴﾝﾂｧ･ｼﾘｰｽﾞ。60年代数多くの名演を残したﾏﾙｹ
ｳﾞｨｯﾁ､これもその一つ｡
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6566005/2750 円
ﾋﾞｾﾞｰ
｢ｶﾙﾒﾝ｣組曲
｢ｱﾙﾙの女｣第1､2組曲

ﾓﾝﾃｶﾙﾛ国立歌劇場管/ﾏﾙｹｳﾞｨｯﾁ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾟﾗﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡1967年録音｡ｼﾝﾌｫﾆｯｸで
格調が高く､ｴﾚｶﾞﾝﾄな棒さばきは流石である。

7919

7921

7923

7925

ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ

7920

米･ﾏｰｷｭﾘｰ/SRI75053/3300 円
海、ｲﾍﾞﾘｱ
牧神の午後への前奏曲

ﾃﾞﾄﾛｲﾄ響/ﾊﾟﾚｰ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年代初め録音｡再
発。ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ｲﾝﾎﾟｰﾄ･ｼﾘｰｽﾞ｡ﾊﾟﾚｰ独特の旋律扱
いのうまさ､ｵｹの色彩感も素晴らしい｡
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/WLAB7061/2200 円
ｴﾈｽｺ
ﾙｰﾏﾆｱ狂詩曲第1番
ﾜｲﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ
ｼｭﾜﾝﾀﾞよりﾎﾟﾙｶとﾌｰｶﾞ
ｽﾒﾀﾅ
売られた花嫁よりﾎﾟﾙｶ
ｳｨｰﾝ国立歌劇場管/ｼｪﾙﾍﾝ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡1957
年録音｡WSTも発売されたﾀｲﾄﾙだが､このﾗﾎﾞﾗﾄ
ﾘｰ･ｼﾘｰｽﾞは最高のﾓﾉﾗﾙ音質を目的とした。
米･ﾊｲﾄﾞﾝ･ｿｻｴﾃｨ/HS9059/2200 円
ﾙｸﾚｰﾙ
4つのｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
(op.7-2､5、op.10-1､5)
ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ､ﾚｲﾓﾝ(vn)
ﾙｸﾚｰﾙ合奏団/ﾊﾟｲﾔｰﾙ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録
音｡米初出。仏ｴﾗｰﾄ原盤。軽快なﾛｺｺ調は昔から
ﾊﾟｲﾔｰﾙのお得意。
米･ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ/SRV136SD/2750 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
二重協奏曲、大学祝典序曲

7922

7924

7926

ｶﾝﾎﾟｰﾘ(vn)､ﾅｳﾞｧﾗ(vc)/ﾊﾚ管/ﾊﾞﾙﾋﾞﾛｰﾘ

7927

7929

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾘｰﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年録音｡英ﾊﾟｲ原盤。
芸風の異なるｿﾘｽﾄ2人の絡み合いが絶妙､全体
を引き締めるｻｰ･ｼﾞｮﾝも見事｡
日本･ﾌﾟﾗｲｳﾞｪｰﾄ/D7005-6/11000 円
｢ｼﾞﾈｯﾄ･ﾇｳﾞｰ&ｶﾐﾗ･ｳｨｯｸｽ｣
①ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲(’48)
②ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲(’53)
①ﾇｳﾞｰ(vn)/ﾌﾗﾝｽ国立放送管/ﾃﾞｿﾞﾐｴｰﾙ
②ｳｨｯｸｽ(vn)/ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙ/ﾜﾙﾀｰ
G｡2枚組｡日本ﾌﾟﾚｽ｡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｡1948&53年ﾗｲｳﾞ録音｡
米･ﾊｲﾄﾞﾝ･ｿｻｴﾃｨ/HS9075/3300 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
弦楽四重奏曲第0番
弦楽四重奏曲第1番｢狩｣
ｼｭﾅｲﾀﾞｰSQ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年代
初め録音｡再発統一ｼﾞｬｹ。本来はﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ
扱いだったが､1802年刊のﾌﾟﾚｲｴﾙ版から四重奏
曲入りとなった第0番。

7928

7930

2

ﾗﾑﾙｰ管/ﾏﾙｹｳﾞｨｯﾁ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年録音｡再
発。ｸﾘｭｲﾀﾝｽの洒脱さとは対極の演奏､ｵｹを強烈
にﾄﾞﾗｲｳﾞしたﾊﾟﾜﾌﾙな表現に魅せられる｡
英･ＲＣＡ/VIC1042/2200 円
R.ｼｭﾄﾗｳｽ
英雄の生涯
ｼｶｺﾞ響､ｳﾞｧｲﾋｬｰ(vn.ｿﾛ)/ﾗｲﾅｰ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾗｰｼﾞ･ﾌﾟﾗﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾞｯｶ･ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃ
ｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡1954年録音｡ｳﾞｨｸﾄﾛｰﾗ･ｼﾘｰｽﾞ。名盤
ﾂｧﾗと同時期録音だが､米LSC､英SBは未発売
だった｡
米･ﾄﾞｰｳﾞｧｰ/HCR5226/2200 円
ｱﾙﾋﾞﾉｰﾆ
5声の協奏曲op.9
〜第2､5､8､11番
ﾐｹｰﾚ･ｳﾞｨｻｲ(ob)/ｲﾀﾘｱ･ﾊﾞﾛｯｸ合奏団/ﾈｸﾞﾘ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾟﾗﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1960年代
初め録音｡原盤等のﾃﾞｰﾀ不明だが､LPはこれしか
ない様だ。ﾈｸﾞﾘによる貴重なﾏｲﾅｰ録音の一つ､ｿ
ﾘｽﾄも腕達者だ。
伊･ＣＬＳ/RPCL2032/3300 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第20番
交響曲第40番
ﾌｨﾙｸｽﾆｰ(p)/ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙ/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｡1950年録
音｡1950年2月5日のﾗｲｳﾞ録音。交響曲もさること
ながら､異色の共演者ﾌｨﾙｸｽﾆｰ､しかも彼にとっ
て異例のﾓｰﾂｧﾙﾄ。
ｶﾅﾀﾞ･ﾛｺｺ/RR2029/22000 円
ﾌﾞﾙｯﾌ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第1番
ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番
ﾌﾞｽﾀﾎﾞ(vn)､ｷﾞｰｾﾞｷﾝｸﾞ(p)
ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管/ﾒﾝｹﾞﾙﾍﾞﾙｸ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1940年録
音｡ﾒﾝｹﾞﾙﾍﾞﾙｸの芸術ｼﾘｰｽﾞVol.6。不運の名女流
ﾌﾞｽﾀﾎﾞ全盛期の録音の初復刻。
米･ﾀｰﾅﾊﾞｳﾄ/TV34012S/2200 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
弦楽四重奏曲op.76-2｢五度｣
弦楽四重奏曲op.76-5｢ﾗﾙｺﾞ｣
ﾊﾝｶﾞﾘｰSQ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1964年録音｡ﾀｰﾅﾊﾞｳﾄで
はﾚｱなRVG刻印｡ｾｰｹｲ率いる名門のﾊｲﾄﾞﾝ演奏､
推奨したい名ﾚｺｰﾄﾞ｡
米･ＭＨＳ/MHS662/2200 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
弦楽四重奏曲第39番｢鳥｣
J.ﾏﾙﾀﾝ･ｸﾗｳｽ
ｹﾞｯﾃｨﾝｹﾞﾝ四重奏曲
M.ﾊｲﾄﾞﾝ
弦楽四重奏曲ﾍ長調
ﾓｰﾂｧﾙﾃｳﾑSQ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1964年録音｡米
初出。墺ｱﾏﾃﾞｵ原盤。1930年代に創立された名
門SQ､同室内管のﾄｯﾌﾟ･ﾒﾝﾊﾞｰかつ教授たち｡
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7931

7933

7932

米･ﾊｲﾄﾞﾝ･ｿｻｴﾃｨ/HS9077/特価2750 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
弦楽四重奏曲第4番
弦楽四重奏曲第6番
ｼｭﾅｲﾀﾞｰSQ
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年代初め録音｡ｼﾞｬｹ破｡再発統一
ｼﾞｬｹ。探すと意外と見ない通向きの一枚､曲もあ
まりに渋い｡
英･ＣＲＤ/CRD1033/2200 円
ｼｭｰﾏﾝ
弦楽四重奏曲第1、2番

7934

受付期限：８月１７日(水)
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

米･ﾋﾟﾘｵﾄﾞ/SPL562/特価13200 円
ﾁｪﾛ･ｿﾅﾀ全集

ｼｭﾀﾙｹﾙ(vc)/ﾎﾞｰｷﾞﾝ(p)
G｡通常価格=17600円｡2枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾟﾗﾑ･ﾗﾍﾞ
ﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録音｡ｹｰｽ破｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ
はﾊﾞﾗ2枚。剛直な音色の若きｼｭﾀﾙｹﾙが畏友ﾎﾞｰ
ｷﾞﾝとﾀﾞｲﾅﾐｯｸなﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝを創造。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/35184/特価3300 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
弦楽四重奏曲第3番
ｲﾀﾘｱSQ

ｱﾙﾊﾞｰﾆSQ

7935

7937

7939

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1976年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾎﾞﾌﾞ･ｵｼﾞｪｰ技師の名録音。内向的な作
品で、ｼｭｰﾏﾝの狂気が見え隠れする。
英･ﾃﾞｯｶ/LXT2901/4400 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ﾋﾟｱﾉ三重奏曲第1番

7936

ﾄﾘｴｽﾃ三重奏団
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡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｡1953年録音｡ﾃﾚﾌﾝｹﾝ･ﾌﾟﾚｽ。
室内楽ﾌｧﾝに根強い人気の同ﾄﾘｵ､このﾌﾞﾗｰﾑｽ
は特にﾚｱ｡
独･ＦＳＭ/FSM43003/2200 円
『ｸﾞﾗｽﾊｰﾓﾆｶのための音楽』
ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ｱﾀﾞｰｼﾞｮとﾛﾝﾄﾞK.617
ﾅｳﾏﾝ：ｸﾞﾗｽﾊｰﾓﾆｶと弦楽の五重奏曲､ﾃﾞｭｵ
ﾗｲﾋｬﾙﾄ：六重奏のﾛﾝﾄﾞ/ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾛﾏﾝｽ
B.ﾎﾌﾏﾝ(ｸﾞﾗｽﾊｰﾓﾆｶ)､ｳﾙﾘﾋ(fl)､ﾌｯｹ(ob)､他
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1963年録音｡米ｳﾞｫｯｸｽ原
盤。名手ﾌﾞﾙｰﾉ･ﾎﾌﾏﾝの芸術。
米･ＲＣＡ/LM1152/4400 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
平均律ｸﾗｳﾞｨｰｱ第2巻第1-8番

7938

7940

ﾗﾝﾄﾞﾌｽｶ(cemb)

7941

7943

7945

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｡195154年録音｡襟を正したくなるような味わい深く卓越
した演奏。
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/WN18057/3300 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
ｱﾘｴｯﾀと変奏曲ｲ長調&変ﾎ長調
幻想曲ﾊ長調、ｱﾝﾀﾞﾝﾃと変奏曲ﾍ短調
主題と変奏『易しく快適』、ｶﾌﾟﾘｯﾁｮ ﾄ長調
ﾅﾃﾞｨｱ･ﾗｲｾﾞﾝﾊﾞｰｸﾞ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾊｰﾄﾞｶｳﾞｧｰ･ｼﾞｬｹ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1955年録音｡ﾊｲﾄﾞﾝのﾋﾟｱﾉ小品を纏めた
好ｱﾙﾊﾞﾑ。当時ｶｰﾃｨｽ音楽院教授。
米･ﾃﾞｨｽｺｺｰﾌﾟ/RR481/8250 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
ﾋﾟｱﾉ作品集〜即興曲op.90＆142
さすらい人幻想曲、3つのｸﾗｳﾞｨｰｱｼｭﾄｩｯｹ
J.ﾃﾞﾑｽ(p)
G｡3枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡紫ﾗﾍﾞﾙ｡1967&68､78年録音｡既
発の音源を､ﾃﾞﾑｽ本人のﾗｲｾﾝｽにより発売。
1978年ﾑｼﾞｰｸﾌｪﾗｲﾝ･ﾗｲｳﾞと67､68年のｽﾀｼﾞｵ録
音の集成｡
米･ＲＣＡ/LSC3122/2750 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第21番

7942

7949

ﾚｰﾇ･ｼﾞｬﾉﾘ(p)
G｡通常価格=11000円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1951年録音｡ｼﾞｬｹ破｡歴代の名演と高名
な､ｼｬｺﾝﾇ収録のｼﾞｬﾉﾘ女史のﾚｱ名盤。
独･ｱﾙﾋｰﾌ/14074/4400 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｲｷﾞﾘｽ組曲第5、6番
(BWV810&811)
ｶｰｸﾊﾟﾄﾘｯｸ(cem)
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡糸綴ｼﾞｬｹ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓ
ﾉﾗﾙ｡1956年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ｲｷﾞﾘｽ組曲の録音は
意外と少なく､当時は貴重だった｡ﾓﾉﾗﾙながら充
実の音質で､厚みのあるｻｳﾝﾄﾞが嬉しい。
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6580075/3300 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
即興曲集op.90、142
ﾍﾌﾞﾗｰ(p)

7944

7946

ﾙｰﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ(p)

7947

G｡通常価格=4400円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡棒付ｼﾞｬ
ｹ｡EMIﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1956年録音｡ｼﾞｬｹ汚
れ｡彼らの同曲録音は70年代､蘭PHと2回のみ。
ﾃﾞﾋﾞｭｰ期ｲﾀﾘｱSQの名盤。
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/ML5202/3300 円
ｸﾞﾘｰｸﾞ
弦楽四重奏曲
ｼﾍﾞﾘｳｽ
弦楽四重奏曲｢親愛なる声｣
ﾌﾞﾀﾍﾟｽﾄSQ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡6ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1955年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡必ずしも北欧的ではないが､強い説
得力を持つ。米国会図書館での録音と所蔵ｽﾄﾗ
ﾃﾞｨｳﾞｧﾘｳｽ使用｡
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/WL5101/特価8800 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
幻想曲ｲ短調、ｼｬｺﾝﾇ ﾆ短調
ﾄｯｶｰﾀ ﾆ短調

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾉｰﾄﾞｯｸﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1969年録音｡ﾙｰﾋﾞﾝｼｭﾀ
ｲﾝのｼｭｰﾍﾞﾙﾄ･ｿﾛ録音は僅か4曲｡ﾛｰﾏでの録音
だが､後年ようやく陽の目を見た幻の名演｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2530379/2750 円
ｼｭｰﾏﾝ
幻想曲、ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第1番

7948

ﾎﾟﾘｰﾆ(p)
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1973年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ｡非の打ち所ない名演､ﾋﾟｱﾉ・ｿﾅﾀ第1番も明晰｡
ﾎﾟﾘｰﾆ特有の運動性というか､ｱﾌﾟﾛｰﾁはｼｮﾊﾟﾝと
同じ。
米･ﾊｲﾄﾞﾝ･ｿｻｴﾃｨ/HSL143/特価6600 円
ｼｭｰﾏﾝ
蝶々、子供の情景
ﾄｯｶｰﾀ、ｱﾗﾍﾞｽｸ、3つのﾛﾏﾝｽ
Y.ﾅｯﾄ(p)
G｡通常価格=8800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･ﾃｰﾌﾟ補整｡仏ﾃﾞｨｽｺ
ﾌｨﾙ･ﾌﾗﾝｾ原盤。ﾃﾞｨｽｺﾌｨﾙ･ﾌﾗﾝｾに残されたｲｳﾞ･
ﾅｯﾄの代表的名盤。

7950

G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1963年録音｡再発｡
ﾕﾆｳﾞｪﾙｿ･ｼﾘｰｽﾞ｡共にﾍﾌﾞﾗｰ唯一の録音｡まさに
ｳｨｰﾝのｼｭｰﾍﾞﾙﾄ｡
米･ＭＨＳ/MHS3891-2/4400 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第18番｢幻想｣
ﾃﾞｨｱﾍﾞﾙﾘのﾜﾙﾂの変奏曲､3つの即興曲
楽興の時op.94-3､4､ﾜﾙﾂ集op.9〜12のﾜﾙﾂ､他
J.ﾃﾞﾑｽ(p)
G｡2枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬ
ｹ｡1978年録音｡ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ生誕150周年記念ﾘｻｲﾀ
ﾙ。後に一部CD化されるが､初出音源。
米･ﾌﾞﾙﾉ/BR14051/2200 円
ｼｭｰﾏﾝ
①ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第1番
②6つの間奏曲､③ｺﾝﾁｪﾙﾄｼｭﾃｭｯｸ
①ｷﾞﾚﾘｽ､②ﾊﾞｼｷｰﾛﾌ､③ﾘﾋﾃﾙ(p)
③ｿｳﾞｨｴﾄ国立ﾌｨﾙ/ｻﾞﾝﾃﾞﾙﾘﾝｸ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡露ﾒ
ﾛﾃﾞｨｱ原盤。録音は①1961年､②1956年､③は大
変珍しい音源で1950年代中頃と思われる。
仏･ＲＣＡ/RL13427/2200 円
ｼｭｰﾏﾝ
幻想曲
ﾉｳﾞｪﾚｯﾃ第1､2番
ﾙｰﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ(p)
G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1965年録音｡
ﾛｰﾏ・RCAｽﾀｼﾞｵでの録音､幻想曲はこれが初出
となる。
米･ﾄﾞｰｳﾞｧｰ/HCR204/特価2750 円
ｼｭｰﾏﾝ
ｸﾗｲｽﾚﾘｱｰﾅ、幻想曲ﾊ長調
ﾍﾟﾙﾙﾐｭﾃｰﾙ(p)
P+｡通常価格=3300円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾟﾗﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年代録音｡米ｳﾞｫｯｸｽ原盤。ﾊﾟﾘで録
音された名匠ﾍﾟﾙﾙﾐｭﾃｰﾙの名盤､自然体のｼｭｰﾏ
ﾝ｡
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7951

ｼｮﾊﾟﾝ

7952

独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2530550/2200 円
24の前奏曲
ﾎﾟﾘｰﾆ(p)

7953

7955

7957

7959

7961

7963

7965

7967

7969

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｡完璧なﾋﾟｱﾉのｺﾝﾄﾛｰﾙの中に詩情漂うﾎﾟﾘｰﾆの
演奏。
英･ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ/AM2223/特価1650 円
ｼｮﾊﾟﾝ
幻想曲op.49、ﾀﾗﾝﾃﾗ、ﾊﾞﾗｰﾄﾞ第2番
ｽｹﾙﾂｫ第2番、舟歌、子守歌、練習曲｢革命｣
ﾍﾟﾙﾙﾐｭﾃｰﾙ(p)
G｡通常価格=2200円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･
ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡1960年録音｡ｼﾞｬｹ･ﾃｰﾌﾟ補修｡ﾘﾄｱﾆｱ
出身、13歳からﾊﾟﾘで学んだﾍﾟﾙﾙﾐｭﾃｰﾙ。ｲﾒｰｼﾞ
はﾌﾗﾝｽの伝統を受け継ぐﾋﾟｱﾆｽﾄ。
米･ﾃﾞｯｶ/DL10029/2200 円
ｼｮﾊﾟﾝ
ﾊﾞﾗｰﾄﾞ全集
ﾘｽﾄ
6つのﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの歌
ﾙｰｽ･ｽﾚﾝﾁﾝｽｶ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾁｪｯｸ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗ
ﾙ｡1960年録音｡ｽﾚﾝﾁﾝｽｶは6歳でﾘｻｲﾀﾙを行うほ
どの才女だったが数枚録音の後､教育者となり幻
の名女流。
仏･ﾊﾙﾓﾆｱ･ﾑﾝﾃﾞｨ/HMU969/特価2200 円
ﾊﾞﾙﾄｰｸ
ﾐｸﾛｺｽﾓｽ第2､5巻

7954

7956

7958

ｸﾛｰﾄﾞ･ｴﾙﾌｪ(p)、ｵｽﾄﾎﾞｰ(2nd.p)
G｡通常価格=2750円｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･
ｼﾞｬｹ｡1973年録音｡ｶｯﾄ･ｱｳﾄ(ﾊﾟﾝﾁ穴)｡ﾏｼﾞｬｰﾙ的
な色合いは微塵もない､ﾌﾗﾝｽ音楽かのような肌
合いの精妙なﾀｯﾁは必聴｡
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6747389/11000 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｱﾘｱ､歌曲､ｶﾉﾝとｶﾝﾀｰﾀ集
ｱﾒﾘﾝｸﾞ､ﾎﾙｳﾞｪｰｸﾞ､ﾌﾟﾗｲ､ｸﾒﾝﾄ､他
ｲｷﾞﾘｽ室内管/ﾚﾊﾟｰﾄﾞ､他
G｡5枚組｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡布ｹｰｽ｡一部ﾓ
ﾉﾗﾙ｡1956-75年録音｡ﾓｰﾂｧﾙﾄ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝVol.16｡作
品の本来の姿を忠実に再現した魅力的歌唱の
数々｡
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/WN18010/特価3300 円
ｼｭｰﾏﾝ
詩人の恋、ﾘｰﾀﾞｰｸﾗｲｽ
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受付期限：８月１７日(水)
ｼｮﾊﾟﾝ

米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/XWN18811/特価2750 円
24の練習曲

ﾊﾞﾄﾞｩﾗ=ｽｺﾀﾞ(P)
P+｡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年代前期録音｡ｽｺﾀﾞがｼｮﾊﾟﾝを弾
いたのはこの時代くらい。爽やかな語り口のｼｮﾊﾟ
ﾝで､独特の雰囲気である。
米･ﾃﾞｨｽｺｺｰﾌﾟ/RR530/2750 円
ｼｮﾊﾟﾝ
幻想曲､子守歌
幻想即興曲、夜想曲第17&18番
J.ﾃﾞﾑｽ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡紫ﾗﾍﾞﾙ｡1970年代後期録音｡ﾃﾞﾑｽの
ｼｮﾊﾟﾝ･ｱﾙﾊﾞﾑは珍しく､他にﾓﾉﾗﾙ盤くらい。ｼﾞｬｹに
独ﾊﾞｽﾌ盤と同音源とある､当盤の発売経緯は不
明｡
独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C047-01400/2750 円
ｼｮﾊﾟﾝ
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第2番
3つの新しい練習曲､舟歌､ﾀﾗﾝﾃｯﾗ
夜想曲第2､4､5､7番
ｺﾙﾄｰ(p)
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｡194853年録音｡ﾀﾞ･ｶｰﾎﾟ･ｼﾘｰｽﾞ。文学的な解釈で一世
を風靡したｺﾙﾄｰのｼｮﾊﾟﾝ。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/SZ37590/1650 円
『ﾊﾟｰﾙﾏﾝ/ｽﾊﾟﾆｯｼｭ･ﾘｻｲﾀﾙ』
ｽﾍﾟｲﾝ民謡組曲(ｱﾙﾍﾞﾆｽ)
ｼﾞﾌﾟｼｰ女の踊り(ﾊﾙﾌﾃﾙ)､ｽﾍﾟｲﾝ舞曲(ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ)
ｽﾍﾟｲﾝ舞曲第1､2､5､8番(ｻﾗｻｰﾃ)､他
ﾊﾟｰﾙﾏﾝ(vn)/ｻﾝﾀﾞｰｽ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1978年録音｡特にB面は
全てｻﾗｻｰﾃで喝采ものの鮮やかさ。
ｶﾅﾀﾞ･ﾛｺｺ/RR5372/2750 円
ｼｭｰﾏﾝ
詩人の恋、12の詩op.35*
ｽｾﾞｰ(Br)/ｺﾙﾄｰ､ﾎﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ*(p)
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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｡1950年
代後期録音｡若きｽｾﾞｰと晩年の巨匠ｺﾙﾄｰとの一
期一会の歴史的ﾗｲｳﾞ｡
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/WN18006/特価3300 円
ｼｭｰﾏﾝ
ﾐﾙﾃの花

ﾑﾝﾃｱﾇｰ(T)/ﾎﾚﾁｪｸ(p)

ﾑﾝﾃｱﾇｰ(T)/ﾎﾚﾁｪｸ(p)

G｡通常価格=4400円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1954年録音｡ｼﾞｬｹ･ﾃｰﾌﾟ補整｡ﾙｰﾏﾆｱ出
身､ﾄﾞｲﾂで学んだﾑﾝﾃｱﾇｰの甘美な歌声｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2707120/4400 円
ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ
ﾚｸｲｴﾑ

G｡通常価格=4400円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡重量
盤｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1954年録音｡ｼﾞｬｹ･ﾃｰﾌﾟ補整｡
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ﾘｯﾁｬﾚｯﾘ(S)､ｳﾞｧｰﾚｯﾄ(A)､ﾄﾞﾐﾝｺﾞ(T)
ｷﾞｬｳﾛﾌ(B)/ｽｶﾗ座管､同cho./ｱﾊﾞﾄﾞ
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1979-80年録
音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ｵﾍﾟﾗ的に歌われるﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸなﾚｸｲｴ
ﾑの決定盤。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/35469/3300 円
『ﾃﾞｨ･ｽﾃﾌｧﾉ/ﾅﾎﾟﾘ民謡集』
ｵ・ｿﾚ・ﾐｵ､ﾏﾚｷｱｰﾚ
ｻﾝﾀ・ﾙﾁｱ､帰れｿﾚﾝﾄへ､他全11曲
ﾃﾞｨ･ｽﾃﾌｧﾉ(T)/管弦楽団/ｵﾘｳﾞｨｴﾘ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡EMIﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1952年録音｡最初期ﾃﾞｨ･ｽﾃﾌｧﾉの若き情熱の歌
声。内容は若干異なるが､ｽﾃﾚｵ期にも同種の名
盤がある。
米･ﾛﾝﾄﾞﾝ/OSA1402/特価17600 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾌｨｶﾞﾛの結婚
ﾃﾞﾗ=ｶｰｻﾞ､ｷﾞｭｰﾃﾞﾝ(S)､ｼｴﾋﾟ､ｺﾚﾅ(B)
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ､同歌劇場cho./E.ｸﾗｲﾊﾞｰ
G｡通常価格=22000円｡4枚組｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾗｰｼﾞFFrrﾗ
ﾍﾞﾙ｡1955年録音｡ｹｰｽ左上角潰れ｡ｸﾗｲﾊﾞｰの希
望でｼｪﾋﾟがﾌｨｶﾞﾛを演じた。英ﾃﾞｯｶ最初期のｽﾃﾚ
ｵ名盤で英ｵﾘｼﾞﾅﾙは超高額。
米･ＡＢＣ/ATS20001/特価1650 円
『ﾍﾞﾙﾘｰﾆ&ﾄﾞﾆｾﾞｯﾃｨのﾋﾛｲﾝ達』
夢遊病の女､ﾗﾝﾒﾙﾓｰﾙのﾙﾁｰｱ､ﾛﾍﾞﾙﾄ･ﾃﾞｳﾞﾙｰ
ｶﾌﾟﾚｰﾃｨ家とﾓﾝﾃｯｷ家､ｼｬﾓﾆｰのﾘﾝﾀﾞ
ｼﾙｽﾞ(S)/ｳｨｰﾝ･ﾌｫﾙｸｽｵﾊﾟｰ管/ﾔﾗｽ
P+｡通常価格=2200円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾚｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1968
年録音｡ｵｰﾃﾞｨｵ･ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ｼﾘｰｽﾞ｡頭角を現してき
た頃の若きｼﾙｽﾞ､1968年ｳｨｰﾝでの録音｡
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米･ＲＣＡ/LM1146/4400 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ｱﾙﾄ・ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ
ﾏｰﾗｰ
亡き児をしのぶ歌*
ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ(A)/RCAﾋﾞｸﾀｰ響､R.ｼｮｳcho./ﾗｲﾅｰ
*ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ響/ﾓﾝﾄｩｰ
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｡1950
年録音｡ｼﾞｬｹ少破｡黒人歌手ｱﾝﾀﾞｰｿﾝの魂に染み
入るｿｳﾙﾌﾙな歌声。
米･ﾄﾞｯﾄ/DLP3058/4400 円
｢ﾄﾛｰﾍﾞﾙ/ｱﾒﾘｶﾝ･ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ名曲集｣
ﾋﾞｺｰｽﾞ、ﾀﾞﾆｰ･ﾎﾞｰｲ、ｾﾌﾟﾃﾝﾊﾞｰ･ｿﾝｸﾞ、枯葉
ｻﾏｰ･ﾀｲﾑ、ｱｲ･ﾋﾞﾘｰｳﾞ、ﾌﾞﾗｰﾑｽの子守唄、他
ﾍﾚﾝ･ﾄﾛｰﾍﾞﾙ(S)/ﾐﾙﾄﾝ･ﾛｼﾞｬｰｽ管弦楽団&cho.
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾄｯﾌﾟ･ﾏﾙﾁ･ｶﾗｰ･ﾛｺﾞ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1956年録音｡名ﾜｰｸﾞﾅｰ歌手であったﾄﾛｰﾍﾞﾙが晩
年に歌った、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ中心の名曲ｱﾙﾊﾞﾑ。
米･ＭＲＦ/MRF31/5500 円
ﾄﾞﾆｾﾞｯﾃｨ
ﾎﾟﾘｭｰﾄ
ｶﾗｽ(S)､ｺﾚﾙﾘ(T)､ﾊﾞｽﾃｨｱﾆｰﾆ(Br)､他
ﾐﾗﾉ･ｽｶﾗ座管､cho./ｳﾞｫｯﾄｰ
G｡2枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1960年録音｡MRFは解説･ﾘﾌﾞﾚｯﾄが魅力(ﾓﾉｸﾛ写
真多数掲載)。ｽｶﾗｻ座ｼｰｽﾞﾝ･ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞで気合の
入った上演。
英･ﾃﾞｯｶ/SDD222/2200 円
『ﾚｼﾞｰﾅ･ﾚｽﾞﾆｸ/ｵﾍﾟﾗ･ｱﾘｱ集』
ﾋﾞｾﾞｰ：ｶﾙﾒﾝ
ｻﾝ=ｻｰﾝｽ：ｻﾑｿﾝとﾃﾞﾘﾗ/ﾜｰｸﾞﾅｰ：ﾜﾙｷｭｰﾚ
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ：ｼﾞｬﾝﾇ･ﾀﾞﾙｸ/ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ：ﾄﾛｳﾞｧﾛｰﾚ
ﾚｽﾞﾆｸ(S)/ｺｳﾞｪﾝﾄ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ歌劇場管/ﾀﾞｳﾝｽﾞ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年録音｡再発。名歌
手ﾚｽﾞﾆｸ得意のﾅﾝﾊﾞｰをﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟしたｵﾍﾟﾗ･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

