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英･ﾃﾞｯｶ/ACL128/2750 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
交響曲第40番
交響曲第31番｢ﾊﾟﾘ｣
ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ｸﾘｯﾌﾟｽ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾗｰｼﾞ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1951&53年録音｡再発｡ｴｰｽ･ｵﾌﾞ･ｸﾗﾌﾞ･ｼﾘｰｽﾞ。ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ換え再発。同時期録音のﾓﾂ･ﾚｸと並ぶｸﾘｯ
ﾌﾟｽのﾓｰﾂｧﾙﾄ名盤。
英･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾚｺｰﾄﾞ/T193/1650 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第2番、ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第30番

7004

ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ｸﾘｯﾌﾟｽ
ｴﾙﾝｽﾄ･ﾌｫﾝ･ﾄﾞﾎﾅｰﾆ(p)
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡緑地球儀ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1960年録音｡米ｴｳﾞｪﾚｽﾄ原盤。当盤最大の聴きも
のは､巨匠ﾄﾞﾎﾅｰﾆのﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀだ。
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/WL5406/特価5500 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第5番「運命」
交響曲第4番
ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙ/ｼｪﾙﾍﾝ
G｡通常価格=6600円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾌﾗｯﾄ厚
手ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1954年録音｡ｼﾞｬｹ破｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ｡WL規格の最後期の番号で入手難。曖昧さ
を排除し､極力明快に構成された｢運命｣。
英･ﾃﾞｯｶ/SPA113/2200 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２４日(水)
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6747130/特価17600 円
中･後期交響曲全集
［第21-41番］
ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管/ｸﾘｯﾌﾟｽ
G｡通常価格=26400円｡8枚組｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛ
ｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1972-73年録音｡ｹｰｽ･ｶﾋﾞ･ｼﾐ｡BOXとし
ては初出。ﾓﾀﾞﾝ楽器演奏によるﾍﾞｽﾄと言える。生
粋のｳｨｰﾝ子ﾖｾﾞﾌ･ｸﾘｯﾌﾟｽの誉れ高いﾓｰﾂｧﾙﾄ｡
仏･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/FC446/2750 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第2､4番
ﾓｰﾂｧﾙﾄ

北ﾄﾞｲﾂ放送響/ﾓﾝﾄｩｰ

7006

G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡赤ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1960年録音｡ｺﾝ
ｻｰﾄﾎｰﾙ録音。同北ﾄﾞｲﾂ放響を振った晩年ﾓﾝﾄｩｰ
のﾍﾞﾙﾘｵｰｽﾞ､ﾓｰﾂｧﾙﾄと並ぶ名盤。
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/M35169/特価1650 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第6番「田園」
ｲｷﾞﾘｽ室内管/M=ﾃｨﾙｿﾝ･ﾄｰﾏｽ

7008

G｡通常価格=2200円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1979
年録音｡ｼﾞｬｹに線ｷｽﾞ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡小編成ｵｹによる
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ全集の第一弾。
露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/M1049727/3300 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第7番、大ﾌｰｶﾞ*

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ﾓﾝﾄｩｰ

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｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1958年録音｡再発｡米
RCA･ﾘﾋﾞﾝｸﾞ･ｽﾃﾚｵのLSCがｵﾘｼﾞﾅﾙ。巨匠の人柄
がそのまま音楽になって表出されている｡
伊･ﾁｪﾄﾗ/FE4/3300 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第7番

G｡露ﾌﾟﾚｽ｡黒ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1943､52*録
音｡大ﾌｰｶﾞは独DGでも発売されている。戦時下の
第7番として､あまりにも有名なﾗｲｳﾞ録音。
米･ﾃﾞｨｽｺｺｰﾌﾟ/RR413/3300 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第8番
ｳｪｰﾊﾞｰ
ｵｲﾘｱﾝﾃ序曲
ﾜｰｸﾞﾅｰ
ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ序曲
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1951&53年
録音｡各曲ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙとの演奏としては唯一の音
源となるか。

7010

ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
G｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録
音｡ﾄﾞｲﾂの協会盤と同一ﾗｲｳﾞ音源で､ﾍﾞﾙﾘﾝでの
圧倒的名演。
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英･ＥＭＩ/ED2701231/2750 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第9番「合唱付き」
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
E.ﾍﾞﾙｶﾞｰ(S)､ﾋﾟﾂｨﾝｶﾞｰ(A)､W.ﾙｰﾄｳﾞｨﾋ(T)､他
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡新ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1937年録音｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡1937年のﾛﾝﾄﾞﾝ･ｸｨｰﾝｽﾞ･ﾎｰﾙでのﾗｲｳﾞ
録音。SP､LPを通じて､これが初出となる歴史的
録音。
米･ｾﾗﾌｨﾑ/S60090/2750 円
ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ
交響曲第3番

7014

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1965年録音｡米ｴﾝｼﾞｪﾙ
のﾚｷﾞｭﾗｰ規格では未発で､これが米初出盤。
ﾌﾞﾗｰﾑｽ

7016

仏･ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ/M2268/1650 円
交響曲第1番
ｳｨｰﾝ祝祭管/ｸﾘｯﾌﾟｽ

7017

7019

G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡1962
年録音｡VPOとの同曲録音に引けを取らない見事
な出来栄え｡
米･ﾛﾝﾄﾞﾝ/STS15157/特価1650 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
交響曲第7番

7018

ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ﾓﾝﾄｩｰ
G｡通常価格=2200円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959
年録音｡ｼﾞｬｹ･ﾘﾝｸﾞ擦れ｡再発。初出は米RCA/ﾘ
ｳﾞｨﾝｸﾞ･ｽﾃﾚｵで入手困難｡ﾓﾝﾄｩｰのﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸは
郷愁も洗練され素晴らしい｡
仏･ｴﾗｰﾄ/STU70256/4400 円
ﾙｰｾﾙ
交響曲第3、4番

7023

7025

7027

7029

独･ＲＣＡ/AT151/1650 円
交響曲第9番｢ｻﾞ･ｸﾞﾚｰﾄ｣

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾋﾟﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録
音｡ﾄｽｶﾆｰﾆ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ。独墺系の巨匠達とは一線
を画す､明快に整理された演奏｡
露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/M10-47465005/3300 円
ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ
交響曲第6番[第2-4楽章]
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
G｡露ﾌﾟﾚｽ｡黒ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1943年録音｡
11月13日のﾗｲｳﾞ録音。当日は他にﾌﾙﾆｴとｼｭｰﾏ
ﾝのﾁｪﾛ協､R.ｼｭﾄﾗｳｽのﾃｨﾙ。第1楽章欠落だが､
ﾌﾙｳﾞｪﾝ唯一の6番。
米･ＭＭＳ/MMS28/2200 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
交響曲第3番
ﾁｭｰﾘｯﾋ･ﾄﾝﾊﾚ管/ｱｯｶｰﾏﾝ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡10ｲﾝﾁ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾌﾗｯﾄ厚手ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年代前期録音｡RCAﾌﾟﾚｽ。若き
日ｼﾞｮｰｼﾞ･ｾﾙに師事したｱｯｶｰﾏﾝ。MMSへのﾍﾞｰ
ﾄｰｳﾞｪﾝ“運命”と共にｱｯｶｰﾏﾝ屈指の好盤。
英･ﾃﾞｯｶ/SXL6125/3300 円
ｼﾍﾞﾘｳｽ
交響曲第2番
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ﾏｾﾞｰﾙ

7020

ﾗﾑﾙｰ管/ﾐｭﾝｼｭ

7021

ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

NBC響/ﾄｽｶﾆｰﾆ

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ｼｭｰﾘﾋﾄ

7015

受付期限：８月２４日(水)

G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾊｰﾌﾟ･ﾗﾍﾞﾙ｡1965年録音｡すすり
泣きから爆発までﾜｲﾄﾞﾚﾝｼﾞ！！名匠ﾐｭﾝｼｭで倍
の力を出したﾗﾑﾙｰ管。
露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/M1041233/3300 円
ｳｪｰﾊﾞｰ
魔弾の射手序曲､ｵﾍﾞﾛﾝ序曲
R.ｼｭﾄﾗｳｽ
ﾄﾞﾝ･ﾌｧﾝ、4つの歌
（森の幸福､愛の讃歌､誘惑､冬の愛）
BPO、VPO/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ/P.ｱﾝﾀﾞｰｽ(T)
G｡露ﾌﾟﾚｽ｡黒ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1942､44､50年
録音｡ｵﾍﾞﾛﾝ序曲のみｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ。巨匠ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞ
ﾗｰと名歌手ｱﾝﾀﾞｰｽの歴史的共演の記録｡
英･ﾃﾞｯｶ/LW5005/2750 円
J.ｼｭﾄﾗｳｽ2世
｢こうもり｣序曲
｢ｼﾞﾌﾟｼｰ男爵｣序曲

7022

7024

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/C.ｸﾗｳｽ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡10ｲﾝﾁ｡金文字ﾗﾍﾞﾙ｡ﾉｰｺｰﾄ･ｼﾞｬｹ｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1951-53年録音｡名盤として名高い､
同ﾌｧﾐﾘｰ･ｺﾝｻｰﾄ第1､2集から収録。
独･ＲＣＡ/AT148/1650 円
R.ｼｭﾄﾗｳｽ
ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ

7026

NBC響/ﾄｽｶﾆｰﾆ
[ｿﾛ=ｸｰﾘｰ(va)､ﾐﾗｰ(vc)]
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾋﾟﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録
音｡ﾄｽｶﾆｰﾆ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ。NBCのﾄｯﾌﾟ奏者をｿﾘｽﾄに
迎えた､ﾏｴｽﾄﾛの傑作音楽絵巻｡
英･ﾃﾞﾗﾙﾃ/DA9007/2200 円
『ﾄｽｶﾆｰﾆ&ﾊｰｸﾞ･ﾌｨﾙ名演集』
ﾊｲﾄﾞﾝ：交響曲第101番
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：牧神の午後への前奏曲
ﾃﾞｭｶｽ：魔法使いの弟子/ｹﾙﾋﾞｰﾆ：ｱﾅｸﾚｵﾝ序曲
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾚｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1938年録
音｡1982年ﾘﾘｰｽの当ﾃﾞﾗﾙﾃ盤がｵﾘｼﾞﾅﾙ(放送録
音音源)｡
米･ﾛﾝﾄﾞﾝ/CS6178/特価13200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲
ﾎﾙﾝ協奏曲第1、3番
ﾄﾞ･ﾍﾟｲｴ(cl)、ﾀｯｸｳｪﾙ(hrn)/ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ﾏｰｸ
P+｡通常価格=16500円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾗｰｼﾞFFSSﾗﾍﾞﾙ｡
ﾌﾞﾙｰ･ﾊﾞｯｸ･ｼﾞｬｹ｡1959､61年録音｡ｼﾞｬｹ小破。米
初出。優秀録音。ｸﾗ･ｺﾝは澄んだ平明な演奏で、
ﾓｰﾂｧﾙﾄ晩年特有の哀しさが聴こえるようだ。

7028

7030

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1963年録音｡VPOのｼﾍﾞﾘ
ｳｽが聴ける人気の極めて高い1枚｡同ｺﾝﾋﾞ60年
代の傑作ｼﾍﾞﾘｳｽ録音､当盤はその中の白眉。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2535827/3300 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸ協奏曲第3番､組曲第3番
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ
後宮､ﾌｨｶﾞﾛの結婚序曲
ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1929-36年録音｡ﾋｽﾄﾘｶﾙ･ｼﾘｰｽﾞ。SP復刻。上記
の他に､ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：｢ｴｸﾞﾓﾝﾄ｣序曲を収録。
伊･ＣＬＳ/RPCL2033/2750 円
ﾜｰｸﾞﾅｰ
ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ序曲とﾊﾞｯｶﾅｰﾙ
ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝ第1幕前奏曲､名歌手第1幕前奏曲
神々の黄昏〜夜明けとｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄのﾗｲﾝの旅､他
NBC響/ﾄｽｶﾆｰﾆ
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4
月4日のﾌｧｲﾅﾙ･ｺﾝｻｰﾄの有名な実況録音。
米･ＲＣＡ/LM1197/8800 円
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ
管弦楽のための映像
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｡ﾌﾗｯﾄ厚手ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1951年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ響の
全盛期で生きいきとした音楽を優秀なﾓﾉﾗﾙ音で
楽しめる。
英･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/33C1004/6600 円
ﾌｧﾘｬ
恋は魔術師
ﾊﾟﾘ音楽院管､ｲﾘｱﾙﾃ(Ms)/ｱﾙﾍﾝﾀ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡10ｲﾝﾁ｡初期ﾌﾞﾙｰﾗﾍﾞﾙ｡ﾌﾗｯﾄ厚手ﾌﾟﾚ
ｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録音｡入手困難。ﾏﾘｱ･ｲ
ﾘｱﾙﾃの妖艶な歌声が印象的。ｱﾙﾍﾝﾀとﾊﾟﾘ音楽
院管との魅惑の組み合わせﾌｧﾘﾔ。
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/WL5126/特価6600 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
ﾁｪﾛ協奏曲第2番
ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ
ﾁｪﾛ協奏曲ﾛ長調
ﾔﾆｸﾞﾛ(vc)/ｳｨｰﾝ国立歌劇場管/ﾌﾟﾛﾊｽｶ
G｡通常価格=8800円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾌﾗｯﾄ厚
手ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1952年録音｡ｼﾞｬｹ･ﾃｰﾌﾟ
補整｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾔﾆｸﾞﾛがｲﾀﾘｱ人であることを納得
する美しいｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ。
米･ｴﾋﾟｯｸ/BSC154/9900 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲集Vol.1
第12、18、20、23、24、26番
L.ｸﾗｳｽ（p)/ｳｨｰﾝ音楽祭管/ｻｲﾓﾝ
G｡3枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡青ﾗﾍﾞﾙ｡1965年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡
全4巻で全集となる。稀代のﾓｰﾂｧﾙﾄ弾きとして知
られたｸﾗｳｽ60年代の全集。
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7031

7033

7035

7032

伊･ﾁｪﾄﾗ/LAR26/特価4400 円
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第13､20､23番

ﾓｰﾂｧﾙﾄ

B=ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾘ(p)/RAI･ﾛｰﾏ放送響/ｼﾞｭﾘｰﾆ
P+｡通常価格=5500円｡2枚組｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾚﾝｼﾞ･ﾊﾞﾝ
ﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1951年録
音｡RAI･ｱｰｶｲｳﾞ･ｼﾘｰｽﾞ｡ｼﾞｭﾘｰﾆとの互いに若き
日の貴重な放送録音による遺産｡
ﾁｪｺ･ｽﾌﾟﾗﾌｫﾝ/1101044/2200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第22番
ｺﾝｻｰﾄ･ﾛﾝﾄﾞK.386､382
B=ｽｺﾀﾞ(p､指揮)/ﾌﾟﾗﾊ室内管
G｡ﾁｪｺﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1970年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。ｽ
ｺﾀﾞはﾌｫﾙﾃﾋﾟｱﾉも弾くが､ここでは従来のﾋﾟｱﾉを使
用。ﾛﾝﾄﾞK.386はB=ｽｺﾀﾞとﾏｯｹﾗｽで新たに校訂し
た版。
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/WL5209/特価3300 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番

7034

7036

B=ｽｺﾀﾞ(p)/ｳｨｰﾝ国立歌劇場管/ｼｪﾙﾍﾝ

7037

P+｡通常価格=4400円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ｳｨｰﾝ様式の伝統
とも言うべき若きB=ｽｺﾀﾞのﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/138848/2200 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第3番
ﾋﾟｱﾉと管弦楽のためのﾛﾝﾄﾞWoO.6

7038

受付期限：８月２４日(水)
独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C147-50183/5500 円
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第15､23､24番
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第11番
ｿﾛﾓﾝ(p)/ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ｱｯｶｰﾏﾝ､ﾒﾝｹﾞｽ
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡五線ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1952-55年録音｡ﾀﾞ･ｶｰﾎﾟ･ｼﾘｰｽﾞ。吉
田秀和氏が推賞したｿﾛﾓﾝ。ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ弾きだが、
ﾓｰﾂｧﾙﾄもよく弾いた。但し､再発盤が少ない。
米･ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｱﾜｰﾄﾞ･ﾚｺｰﾄﾞ/AAS706/2750 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾌﾙｰﾄ協奏曲第1番
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ﾌﾙｰﾄ･ｿﾅﾀ第2番
ﾌｫｰﾚ
幻想曲､ｼｬﾐﾅｰﾄﾞ：ｺﾝﾁｪﾙﾃｨｰﾉ
ｳｨﾘｱﾑ･ｷﾝｹｰﾄﾞ(fl)/ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管/V.ｿｺﾛﾌ(p)
G｡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
前期録音｡ｱﾜｰﾄﾞ･ｱｰﾃｨｽﾄ･ﾌﾙｰﾄ篇vol.2｡入手難
で知られるﾌｧﾝ垂涎のｷﾝｹｰﾄﾞのﾏｲﾅｰ名盤。
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/WL5302/特価3300 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番
｢ｺﾘｵﾗﾝ｣序曲､｢献堂式｣序曲
B=ｽｺﾀﾞ(p)/ｳｨｰﾝ国立歌劇場管/ｼｪﾙﾍﾝ
P+｡通常価格=4400円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡重量
盤｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡まだ20
代でｳｨｰﾝ三羽烏と称された時代のｽｺﾀﾞ。ｼｪﾙﾍﾝ
のﾀﾞｲﾅﾐｯｸな伴奏も聴きものの一つ。
米･ＲＣＡ/LM2256/2200 円
ｼｭｰﾏﾝ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲
ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ﾙｰﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ(p)/RCAﾋﾞｸﾀｰ響/ｸﾘｯﾌﾟｽ
ﾘﾋﾃﾙ(p)/ｳｨｰﾝ響/ｻﾞﾝﾃﾞﾙﾘﾝｸ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1962年録音｡西欧諸
国を訪れ､国際的名声を博した頃の名演の一つ。

7039

7041

7043

7045

7047

7049

7040

米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/35484/16500 円
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第1番
ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ幻想曲
ﾚﾋﾞﾝ(vn)/ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ﾎﾞｰﾙﾄ
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｡
1957年録音｡若き天才(当時21歳)の颯爽とした弓
さばき。ｳﾞｨｴﾆｱﾌｽｷ冒頭の重音と特殊奏法も
楽々と弾きこなす。
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/XWN18367/特価2200 円
ﾏｸﾀﾞｳｪﾙ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1、2番
ｳﾞｨｴﾆｱﾌｽｷ
ﾌﾞﾙｯﾌ

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｼｪｰﾄﾞ･ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1958年録音｡ﾙｰﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ独特の叙情感溢れる
演奏で､充実感が凄い｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/138822/2200 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番
ﾘﾋﾃﾙ(p)/ｳｨｰﾝ響/ｶﾗﾔﾝ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1962年録音｡ｽﾃﾚｵ
のﾁｬｲｺﾌｽｷｰ不朽の名盤の筆頭格。

7042

V.ﾘﾌｷﾝ(p)/ｳｨｰﾝ国立歌劇場管/ﾃﾞｨｸｿﾝ
G｡通常価格=2750円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1952年録音｡ｼﾞｬｹ裏汚れ。再発。典型
的なﾛﾏﾝ派のｳﾞｨﾙﾄｩｵｰｿﾞ協奏曲。親しみやすいﾒ
ﾛﾃﾞｨはﾗﾌﾏﾆﾉﾌ風佳品。女流ﾘﾌｷﾝの名盤。
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/ML5172/4400 円
ﾌｧﾘｬ
ｽﾍﾟｲﾝの夜の庭
｢三角帽子｣より3つの舞曲、他
ｶｻﾄﾞｼｭ(p)/ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙ/ﾐﾄﾛﾌﾟｰﾛｽ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡6ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1953､57
年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾐﾄﾛﾌﾟｰﾛｽの唯一となる珍しいｽ
ﾍﾟｲﾝもの。伴奏はｸｰﾙだがその分ｶｻﾄﾞｼｭの色合
いが際立つ。
米･ｽﾐｿﾆｱﾝ･ｺﾚｸｼｮﾝ/P3-14830/8250 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ集BWV.1014〜1019
ﾄﾘｵ･ｿﾅﾀBWV.1021､1023
ｿｰﾆｬ･ﾓﾉｿﾌ(vn)/ｳｪｰﾊﾞｰ(cem)､ﾀﾞｳﾞｨﾄﾞﾌ(gamb)
G｡3枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾗﾍﾞﾙ｡1969年録音｡米ｹﾝ
ﾌﾞﾘｯｼﾞ録音。ｽﾐｿﾆｱﾝ博物館所蔵の銘器を使用し
たｼﾘｰｽﾞ｡1970年にｽﾃﾚｵ･ﾚﾋﾞｭｰ誌で賞を採った
優秀録音。
米･ＲＣＡ/LM2186/特価4400 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
弦楽三重奏曲op.9-1&3
ﾊｲﾌｪｯﾂ(vn)､ﾌﾟﾘﾑﾛｰｽﾞ(va)
ﾋﾟｱﾃｨｺﾞﾙｽｷｰ(vc)
P+｡通常価格=5500円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｼｪｰﾄﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞ
ﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1957年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾓﾉﾗﾙ最
末期録音で最高ｸﾗｽの音質。ﾌﾟﾘﾑﾛｰｽﾞが触媒と
なってﾊｲﾌｪｯﾂとﾋﾟｱﾃｨｺﾞﾙｽｷｰを結ぶ。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/45002/特価2750 円
『ｲﾀﾘｱSQ／16-7世紀ｲﾀﾘｱの四重奏曲』
4声のｶﾝﾂｫｰﾅ｢錯乱した女｣
第4のｶﾝﾂｫｰﾅ(G.ｶﾞﾌﾞﾘｴﾘ)､ﾊﾞﾚｯﾄ(ﾏﾘｰﾆ)
四重奏のｿﾅﾀ(ﾈﾘ)､ｶﾌﾟﾘｯﾁｮ(ｳﾞｨﾀｰﾘ)
G｡通常価格=3300円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾓﾉﾗﾙ｡
1955年録音｡ｼﾞｬｹ背ｽﾚ｡初期ｲﾀﾘｱの音楽ｼﾘｰｽﾞ
vol.2。清らかな感動がある。

7044

7046

7048

7050
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米･ﾃﾞｨｽｺｺｰﾌﾟ/IGI372/5500 円
ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ
ﾁｪﾛ協奏曲より第2楽章*
ﾌｫｲｱﾏﾝ(vc)/NBC響/ﾄｽｶﾆｰﾆ
*管弦楽団/F.ﾌﾞﾗｯｸ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1938､40年録音｡ﾌﾟﾗｲ
ｳﾞｪｰﾄ盤でしか望み得ない両者の共演。このﾃﾞｨｽ
ｺｺｰﾌﾟ盤はﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸのおまけがうれしい。
米･ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ/H1550/4400 円
ｺｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲「ｼﾞｬｽﾞ･ｺﾝﾁｪﾙﾄ」
ﾊﾞｰﾊﾞｰ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
ﾚｵ･ｽﾐｽ(p)､ﾙｲｽ･ｶｳﾌﾏﾝ(vn)
新交響楽協会管/ｺｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ､W.ｹﾞｰﾙ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡RCAﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗ
ﾙ｡1956年録音｡ｿﾛの2人は見事で､ｵｹも実体は
NYPと言われている。
米･ﾛﾝﾄﾞﾝ/CSA2214/特価11000 円
ﾊｲﾄﾞﾝ
弦楽四重奏曲op.33(全曲)
｢ﾛｼｱ四重奏曲集｣
ｳｪﾗｰSQ
G｡通常価格=13200円｡2枚組｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾗｰｼﾞFFrrﾗ
ﾍﾞﾙ｡1965年録音｡ｹｰｽ破｡米初出。淡々としなが
らも､滲み出る古典的情感の妙。英SXLではﾊﾞﾗ2
枚で出ていた。何より品格が素晴らしい｡
米･ＭＨＳ/MHS606-7/特価17600 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝとﾋﾟｱﾉのための作品全集
ｵｰｸﾚｰﾙ(vn)/ｼﾞｮﾜ(p)
R.ｼｭﾄﾗｳｽ
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ

G｡通常価格=26400円｡2枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ｼﾙ
ｳﾞｧｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1960年録音｡ｼﾞｬｹ破｡ｴ
ﾗｰﾄ原盤。ｵﾘｼﾞﾅﾙは入手激難で超破格値。品の
良い叙情に彩られた素敵な名演､MHSもﾚｱ。
米･ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ/VSD71173/11000 円
『ﾐｯｼｬ･ｴﾙﾏﾝの芸術』
ｸﾗｲｽﾗｰ：ｽﾗｳﾞ幻想曲
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ：ﾛｼｱ風舞曲/ｸﾞﾙｯｸ：ﾗﾙｺﾞ
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：ﾚﾝﾄより遅く/ﾌｫｰﾚ：子守歌
ﾐｯｼｬ･ｴﾙﾏﾝ(vn)/ｼﾞｮｾﾌ･ｾｲｶﾞｰ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡中期ﾗﾍﾞﾙ｡1966年録音｡ｴﾙﾏﾝ最晩年
の演奏。練習を怠らなかったｴﾙﾏﾝだけにあまり
衰えは無く､円熟したｴﾙﾏﾝ･ﾄｰﾝを楽しめる。
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7051

7053

7055

7057

7052

英･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/33CX1084/6600 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
「ｵﾙｶﾞﾝ作品集Vol.3」
〜前奏曲ﾊ長調､同ﾆ長調､ｶﾝﾂｫｰﾅ ﾆ短調
ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ
ｺﾗｰﾙと変奏曲､ﾌｰｶﾞとﾌｨﾅｰﾚ
ｼｭｳﾞｧｲﾂｧｰ(org)
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡初期ﾌﾞﾙｰﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950
年代前期録音｡英初出。米ｺﾛﾑﾋﾞｱ原盤。音楽家
としてのｼｭｳﾞｧｲﾂｧｰ博士による崇高な演奏。
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/XWN18698/特価2750 円
ﾁﾏﾛｰｻﾞ
32のﾁｪﾝﾊﾞﾛ・ｿﾅﾀ(全曲)

7054

V=ﾗｸﾛﾜ(cem)
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年代中期録音｡当盤が初録音の
表記あり。ﾅﾎﾟﾘ風古典派の軽やかなﾘｽﾞﾑで愉悦
に満ちた音楽。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/35027/6600 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
4つのﾋﾟｱﾉ小品op.119
2つのﾗﾌﾟｿﾃﾞｨop.79、6つのﾋﾟｱﾉ小品op.118
ｷﾞｰｾﾞｷﾝｸﾞ(p)
G｡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｡1951年録音｡ほぼ全てがｷﾞｰｾﾞｷﾝｸﾞ唯一
の録音。これら小品における淡彩な味わい深さは
ﾊﾞｯｸﾊｳｽと双璧｡
露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/C10-04771/2200 円
ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ
展覧会の絵

7056

7058

ﾘﾋﾃﾙ(p)

7059

7061

7063

7065

7067

7069

G｡露ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡擬似ｽﾃﾚｵ｡1958年録音｡
高名なｿﾌｨｱ公演の半年後､ﾓｽｸﾜでのｽﾀｼﾞｵ録
音。
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/WG8358/特価2200 円
ｽｸﾘｬｰﾋﾞﾝ
前奏曲（16曲）､小品（8曲）
ﾏｽﾞﾙｶ（1曲）､練習曲（1曲）
ｿﾌﾛﾆﾂｷｰ(p)
G｡通常価格=2750円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ・ﾋﾟﾝｸ・ﾗﾍﾞﾙ｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1960年録音｡ｶｯﾄ(ｼﾞｬｹ背上切込
み)｡露ﾒﾛﾃﾞｨｱ原盤。ﾓｽｸﾜ音楽院大ﾎｰﾙのﾗｲｳﾞ。
戦後、圧倒的人気だったｿﾌﾛﾆﾂｷｰのｽｸﾘｬｰﾋﾞﾝ。
独･ｱﾙﾋｰﾌ/104943-7/16500 円
ﾃﾚﾏﾝ
忠実な音楽の師(全曲)
ﾏﾃｨｽ(S)､ﾃｯﾊﾟｰ(A)､ﾍﾌﾘｶﾞｰ(T)､ﾏｸﾀﾞﾆｴﾙ(Br)
ｱﾙﾋｰﾌ器楽Ens､ｳﾞｭﾙﾂﾌﾞﾙｸcho./ｳﾙｻﾞﾏｰ
G｡5枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡銀紙布ｹｰｽ｡
1966-67年録音｡日ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ社の直輸入盤。日本
語解説書(10頁)入り。あまり録音のない大作で､こ
のｾｯﾄの意義は得難いもの｡
米･ﾃﾞｨｽｺｺｰﾌﾟ/RR539/5500 円
ﾍﾞﾙﾘｵｰｽﾞ
ﾌｧｳｽﾄの劫罰

7060

7062

7064

ｸﾚｽﾊﾟﾝ(S)､ﾃｭﾙﾌﾟ(T)､M.ﾙｰ(Br)
ﾛﾝﾄﾞﾝ響､同cho./ﾓﾝﾄｩｰ
G｡2枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡紫ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓ
ﾉﾗﾙ｡1962年録音｡これが初出の音源と思われ
る。正規録音が無いのが惜しまれる演奏｡
米･ＭＲＦ/MRF75/2750 円
『ｶﾊﾞﾘｴ･ｲﾝ･ﾆｭｰﾖｰｸ1970』
｢ﾖｼｭｱ｣〜ああ､私にﾕﾊﾞﾙの竪琴があれば
ﾐｭｰｽﾞの子/君こそわが憩い(ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ)､他
ｶﾊﾞﾘｴ(S)/ｻﾞﾈｯﾃｨ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1970年録
音｡ｶｰﾈｷﾞｰﾎｰﾙ･ﾗｲｳﾞ。ﾍﾝﾃﾞﾙのｱﾘｱ､ｼｭｰﾍﾞﾙﾄの
ﾘｰﾄ集そしてｽﾍﾟｲﾝ歌曲と異色のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｡
米･ＲＣＡ/LCT10/特価3300 円
『ﾛｰｻﾞ･ﾎﾟﾝｾﾙ/ﾘｻｲﾀﾙ』
ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ：ｵﾃﾛ〜柳の歌､ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ
ｽﾎﾟﾝﾃｨｰﾆ：ｳﾞｪｽﾀの巫女〜祈りを捧げます､他
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ/ﾋﾞｼｮｯﾌﾟ：ﾎｰﾑ･ｽｳｨｰﾄ･ﾎｰﾑ
G｡通常価格=4400円｡米ﾌﾟﾚｽ｡10ｲﾝﾁ｡初期ｺﾞｰﾙ
ﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1924-39年録音｡ｼﾞｬｹ･補
修｡ｼｭｰﾍﾞﾙﾄでは変名でｴﾙﾏﾝも参加(vn)。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/SRCL-4115/6600 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
ｴﾌｹﾞﾆｰ･ｵﾈｰｷﾞﾝ
ｳﾞｨｼﾈﾌｽｶﾔ､ｼﾆｬﾌｽｶﾔ､ｱﾄﾗﾝﾄﾌ､ﾏｽﾞﾛｸ、他
ﾎﾞﾘｼｮｲ劇場管､cho./ﾛｽﾄﾛﾎﾟｰｳﾞｨﾁ
G｡3枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾒﾛﾃﾞｨｱ･ﾗﾍﾞﾙ｡1970年録音｡露ﾒ
ﾛﾃﾞｨｱ原盤。同劇場によるﾊﾟﾘ公演の際の録音。ﾛ
ｽﾄﾛ指揮もので屈指の劇的ｵﾍﾟﾗ名演､光る夫人
の名唱｡

7066

7068

7070

4

受付期限：８月２４日(水)
米･ﾊｲﾄﾞﾝ･ｿｻｴﾃｨ/HSLP3033/4400 円
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第44番ﾄ短調
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第45番変ﾎ長調
ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ･ﾌﾟﾚｻﾞﾝﾂ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡10ｲﾝﾁ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾌﾗｯﾄ厚手ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。当時､数枚の
録音を残し以後教壇へ､晩年僅かな活動をした知
られざるｱﾒﾘｶの女流ﾋﾟｱﾆｽﾄ。
米･ＭＨＳ/MHS1602-3/3300 円
ﾁﾏﾛｰｻﾞ
32のﾁｪﾝﾊﾞﾛ･ｿﾅﾀ(全曲)
ﾊｲﾄﾞﾝ

ﾏﾙﾃｨﾝ･ｺﾞｯﾄﾊﾙﾄ･ｼｭﾅｲﾀﾞｰ(cem)
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｡1973年録音｡独ﾀﾞ･ｶﾒﾗ原盤。単一楽章で、様式
はｽｶﾙﾗｯﾃｨ、内容は初期のﾓｰﾂｧﾙﾄといった感
じ。録音は相当珍しい。
米･ＭＣＡ/MCA1408/1650 円
ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ
組曲｢展覧会の絵｣
ｼｭｰﾏﾝ
謝肉祭
ﾓｲｾｲｳﾞｨﾁ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｲﾝﾎﾞｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年録音｡再発｡初
出は米ﾃﾞｯｶ系ﾌﾞﾗﾝｽﾞｳｨｯｸ。1963年ﾛﾝﾄﾞﾝで没した
名匠ﾓｲｾｲｳﾞｨﾁ最晩年の遺産｡
ﾁｪｺ･ｽﾌﾟﾗﾌｫﾝ/1111301-2/3300 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
ｽﾗｳﾞ舞曲全集､伝説op.59-3､4
(四手ﾋﾟｱﾉ版)
ﾚｲｾｸ､ﾚｲｽｺｳﾞｧｰ(p)
G｡2枚組｡ﾁｪｺﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1972
年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。本場演奏家による貴重な原典
版演奏。ﾔﾅｰﾁｪｸ音楽院教授のﾚｲｾｸ夫妻による
傑出した演奏。
米･ＲＣＡ/AGL1-1279/1650 円
『ﾘﾋﾃﾙ/ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾘｻｲﾀﾙ』
ｽｹﾙﾂｫ第4番(ｼｮﾊﾟﾝ)
鏡の谷､水の戯れ(ﾗｳﾞｪﾙ)
前奏曲op.23-1､同op.32-9､10(ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡再発。ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｼｰ
ﾙ･ｼﾘｰｽﾞ。ｱﾒﾘｶ楽旅の際のｶｰﾈｷﾞｰ･ﾎｰﾙとﾓｽｸ･
ｼｱﾀｰでのﾗｲｳﾞ｡
独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C063-02253/5500 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
歌曲集Vol.2
〜岩の上の羊飼い､春に､湖上で､ｴﾙﾗﾌ湖､他
ｱﾒﾘﾝｸﾞ(S)
ｹﾞｰｼﾞ(p)､ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ(cl)
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡切手ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1971年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ。独ｴﾚｸﾄﾛｰﾗのｵﾘｼﾞﾅﾙ録音。Vol.1と共に編集
され､ｲｷﾞﾘｽではHQS規格1枚で発売。
仏･ﾃﾞｯｶ/115331-3/特価3960 円
ﾜｰｸﾞﾅｰ
さまよえるｵﾗﾝﾀﾞ人
ﾘｻﾞﾈｸ(S)､ｴﾘｱｽ(Ms)､ﾘｰﾌﾟﾙ(T)､ﾛﾝﾄﾞﾝ(Br)､他
ｺｳﾞｪﾝﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ歌劇場管､同cho./ﾄﾞﾗﾃｨ
G｡通常価格=4950円｡3枚組｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾚﾝｼﾞ･ﾗﾍﾞ
ﾙ｡1961年録音｡ｹｰｽ破｡ｸﾞﾗﾝ･ｵﾍﾟﾗ･ｼﾘｰｽﾞ｡ﾄﾞﾗﾃｨ
の豪快なﾜｰｸﾞﾅｰ､G.ﾛﾝﾄﾞﾝの重厚なｵﾗﾝﾀﾞ人も必
聴｡
ｶﾅﾀﾞ･ﾛｺｺ/RR5319/特価2200 円
『ﾏｷﾞｰ･ﾃｰﾄ/名唱集』
ｱｰﾝ：私の歌に翼があったなら
ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾆ：ｶﾛ･ﾐｵ･ﾍﾞﾝ(英語版)
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：感傷的な対話､ﾊﾟﾝの笛
G｡通常価格=2750円｡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｡1930年代録音｡ｼﾞｬｹ･ﾘﾝｸﾞ擦れ｡BOOK
無し｡
独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C149-03180/4400 円
J.ｼｭﾄﾗｳｽ2世
ｳｨｰﾝ気質
ｼｭﾜﾙﾂｺｯﾌﾟ､ｹｰﾄ(S)､ｹﾞｯﾀﾞ(T)､ﾃﾞﾝﾋ(Br)､他
ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管､cho./ｱｯｶｰﾏﾝ
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡切手ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1954年録音｡ﾀﾞｶｰﾎﾟ･ｼﾘｰｽﾞ。2枚中1枚､
片面盤仕様。これぞｳｨｰﾝの空気をたっぷり満喫
できる本格派名盤。
独･ﾃﾙﾃﾞｯｸ/648121DT/3300 円
『ｺﾚﾅ/ｵﾍﾟﾗ･ｱﾘｱ集』 ﾄﾞﾝ･ｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆ〜ｶﾀﾛｸﾞの歌
ｾﾋﾞｰﾘｬの理髪師〜わしのような先生には
ﾌｨｶﾞﾛの結婚〜復讐だ!､他
ｺﾚﾅ(Bs)/ｳｨｰﾝ･ﾌｲﾙ、他/ｸﾘｯﾌﾟｽ､他
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡青ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1955-70
年録音｡英ﾃﾞｯｶ原盤。屈指の名ﾊﾞｽ･ｺﾚﾅの既存
録音からの編集盤。

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

