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7105
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ﾊｲﾄﾞﾝ
ｸﾞﾘｰｸﾞ

7102

露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/M1049719/3300 円
交響曲第104番｢ﾛﾝﾄﾞﾝ｣
ﾋﾟｱﾉ協奏曲

ｷﾞｰｾﾞｷﾝｸﾞ(p)/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｡1944年録音｡
新世界ﾚｺｰﾄﾞ社輸入盤(日本語解説入り)｡指揮者
はﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰか否か､有名な疑問録音。
独･ｴﾚｸﾄﾛｰﾗ/1C147-50181-2/4400 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第1､4､6番「田園」
ﾚｵﾉｰﾚ序曲第1番
BBC響/ﾄｽｶｰﾆ
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｡1937-39年録音｡ﾀﾞ･ｶｰﾎﾟ･ｼﾘｰｽﾞ。ﾏｴ
ｽﾄﾛが度々訪れていた、ｲｷﾞﾘｽの手兵と言える
BBCとの数少ない正規録音の1つ｡
日本･ﾌﾟﾗｲｳﾞｪｰﾄ/W19/特価3300 円
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
交響曲第8番｢未完成｣
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
二重協奏曲
RAI･ﾄﾘﾉ響/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
ｼｭﾅｲﾀﾞｰﾊﾝ(vn)､ﾏｲﾅﾙﾃﾞｨ(vc)/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
G｡通常価格=4400円｡日本ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1952､49年録音｡ｼﾞｬｹ･ｶﾋﾞ･ｼﾐ｡ﾚｱ音源､特にﾌｧﾝ
垂涎のﾌﾞﾗｰﾑｽはﾙﾂｪﾙﾝ音楽祭でのﾗｲｳﾞ。
英･ﾃﾞｯｶ/ACL179/4400 円
ﾌﾗﾝｸ
交響曲ﾆ短調

7104

TEL 022-265-4573

受付期限：８月３１日(水)
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2535828/3300 円
交響曲第39番
交響曲第88番
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｡
1942-43&51年録音｡再発。ﾓｰﾂｧﾙﾄはﾍﾞﾙﾘﾝ放送
音源､ﾊｲﾄﾞﾝはｽﾀｼﾞｵ録音。古典音楽に刻まれるﾌ
ﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰの魔性の刻印。
独･ＲＣＡ/VICS1148/1650 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
交響曲第1､8番
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾊｲﾄﾞﾝ

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ﾓﾝﾄｩｰ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾋﾟﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾙﾃﾞｯｸ･ﾌﾟﾚｽ｡1960年録
音｡再発。ｳﾞｨｸﾄﾛｰﾗ･ｼﾘｰｽﾞ。ﾓﾝﾄｩｰ最晩年の録音
だが､実にみずみずしい演奏｡

7106

7108

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
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｡
1953年録音｡再発。ｴｰｽ･ｵﾌﾞ･ｸﾗﾌﾞ･ｼﾘｰｽﾞ。ﾌﾙﾄ
ｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰの英ﾃﾞｯｶの中でもﾄｯﾌﾟ･ｸﾗｽの秀逸な音
質。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2535161/3300 円
ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ
交響曲第7番[原典版]

7110

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｡1951
年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡ﾋｽﾄﾘｶﾙ･ｼﾘｰｽﾞ。ｴｼﾞﾌﾟﾄ･ｶｲﾛで
のﾗｲｳﾞ音源｡堅固な演奏だが随所に淡白で穏や
かな表情､初の正規盤｡

米･ﾃﾞｯｶ/DL9767/4400 円
交響曲第4番
交響曲第88番
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｡ﾁｪｯｸ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1953&51年録音｡独ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ原盤。ﾌﾙｳﾞｪﾝ名盤の
中でも有名ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞで知られるもの､特にｼｭｰﾏﾝ
は同曲の不滅の名演の一つ。
米･ﾃﾞｨｽｺｺｰﾌﾟ/RR557/3300 円
ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ
交響曲第4番｢ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ｣
ｼｭｰﾏﾝ
ﾊｲﾄﾞﾝ

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡紫ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1951年録音｡
既発独DGと同音源､ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄでのﾗｲｳﾞ録音。
この1週間後ﾐｭﾝﾍﾝ博物館でも演奏し録音されて
いる。
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/ML4120/特価6600 円
ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
交響曲第3番「ｵﾙｶﾞﾝ付」
ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙ､N.ﾊﾞｰｶﾞｰ(org)/ﾐｭﾝｼｭ
P+｡通常価格=8800円｡米ﾌﾟﾚｽ｡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｡1949年録音｡ｵﾘｼﾞﾅ
ﾙ｡ﾐｭﾝｼｭがNYPを振った珍しいﾀｲﾄﾙ。ﾓﾉ期ﾐｭﾝｼｭ
のｵﾙｶﾞﾝ・ｼﾝﾌｫﾆｰ､豪快､且つｽｹｰﾙ豊か｡
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ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

7112

米･ﾏｰｷｭﾘｰ/SR2-9015/5500 円
交響曲第1〜3番
ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ﾄﾞﾗﾃｨ

7113

7115

7117

7119

7121

7123

G｡2枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡黒ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡1965年録
音｡これら初期の3曲はﾄﾞﾗﾃｨ唯一の録音｡国民楽
派的特有の情緒と､曲の標題性を追及した名演｡
英･ＲＣＡ/CCV5029/1650 円
ｼﾍﾞﾘｳｽ
交響曲第2番

7114

受付期限：８月３１日(水)
ﾏｰﾗｰ

英･ＥＭＩ/HLM7007/2750 円
大地の歌

ﾄｰﾙﾎﾞﾙｲ(Ms)､ｸｰﾙﾏﾝ(T)
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ﾜﾙﾀｰ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1936年録
音｡輝かしいｳｨｰﾝ時代､歴史的なﾜﾙﾀｰ最初の同
曲SP録音｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/139032/3300 円
ｼﾍﾞﾘｳｽ
交響曲第6､7番

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ･ﾌｨﾙ/ﾄﾞﾗﾃｨ

ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ｶﾗﾔﾝ

G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾚﾝｼﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1967年録音｡ｷｬﾑﾃﾞﾝ･ｼ
ﾘｰｽﾞ。米VICS1318が初出のﾚｱ音源。おそらくﾄﾞﾗ
ﾃｨがｵｹ首席指揮者に就任直後の録音｡
米･ｾﾗﾌｨﾑ/IB6024/3300 円
ﾜｰｸﾞﾅｰ
序曲と前奏曲集
〜ｵﾗﾝﾀﾞ人､名歌手、ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ､ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝ
ﾜﾙｷｭｰﾚの騎行､ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄ牧歌､他
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ､ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ/ﾌﾙﾄｳﾞｪﾝｸﾞﾗｰ
G｡2枚組｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾚｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1938-54年録音｡再発。巨匠によるEMI系ﾜｰｸﾞﾅｰ
録音の名演を集大成。
露･ﾒﾛﾃﾞｨｱ/M10-45949008/3300 円
ﾜｰｸﾞﾅｰ
ﾄﾘｽﾀﾝから前奏曲とｲｿﾞﾙﾃﾞの死
ﾗｳﾞｪﾙ
ﾀﾞﾌﾆｽとｸﾛｴ第2組曲*
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｡1942､44*録
音｡新世界ﾚｺｰﾄﾞ社輸入盤｡戦争中の磁気ﾃｰﾌﾟ録
音でｿ連軍の接収音源。ﾀﾞﾌﾆｽとｸﾛｴは異色のﾚ
ﾊﾟｰﾄﾘｰの何れもﾗｲｳﾞ収録。
米･ｳﾞｫｯｸｽ/STPL513460/1650 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
交響詩｢宿命｣op.77
序曲｢雷雨｣op.76
交響的ﾊﾞﾗｰﾄﾞ｢ｳﾞｫｴｳﾞｫｰﾀ｣op.78
ｳﾞｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ･ﾎﾞｰﾌﾑ響/ﾏｰｶﾞ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1973年録音｡ﾄﾞｲﾂの珍し
いﾛｰｶﾙ･ｵｹの録音。全集録音か大曲の余白でし
か聴けない珍曲集｡
英･ﾊﾟｲ/GSGC14004/特価2200 円
ﾔﾅｰﾁｪｸ
ｼﾝﾌｫﾆｴｯﾀ
ｵﾍﾟﾗ前奏曲集〜ｶｰﾁｬ･ｶﾊﾞﾉｳﾞｧｰ､ｲｪﾇｰﾌｧ、他
ﾌﾟﾛ･ｱﾙﾃ管/ﾏｯｹﾗｽ
G｡通常価格=2750円｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞ
ﾙ｡1959年録音｡ｼﾞｬｹ破｡ﾛﾝﾄﾞﾝの一流ｵｹ･ﾏﾝで編
成のﾌﾞﾗｽ･ｾｸｼｮﾝは必聴。ﾔﾅｰﾁｪｸのｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ･
ﾏｯｹﾗｽの若き日のｽﾃﾚｵ初期録音。
独･ｲﾝﾀｰｺｰﾄﾞ/INT125808/2750 円
R.ｼｭﾄﾗｳｽ
ﾂｧﾗﾄｩｽﾄﾗはかく語りき
ﾊﾞﾚｴ｢泡立ちｸﾘｰﾑ｣〜ﾜﾙﾂ*

G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾗﾍﾞﾙ｡1967年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡
第6番冒頭の弦が大変美しい。後のEMI録音より
こちらを好む方が多い。
米･ＲＣＡ/LM6020/特価5500 円
ﾜｰｸﾞﾅｰ ﾄﾘｽﾀﾝとｲｿﾞﾙﾃﾞ〜第1幕前奏曲､愛の死
神々の黄昏〜ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄのﾗｲﾝの旅､他
NBC響/ﾄｽｶﾆｰﾆ
P+｡通常価格=6600円｡2枚組｡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｡1946-52年録音｡ｹｰｽ
破｡ﾏｴｽﾄﾛの棒で白熱した鳴りと熱きｶﾝﾀｰﾋﾞﾚが
溢れる作品｡
米･ｴｳﾞｪﾚｽﾄ/SDBR3011/特価5500 円
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
幻想曲｢ﾌﾗﾝﾁｪｽｶ･ﾀﾞ･ﾘﾐﾆ｣
幻想序曲｢ﾊﾑﾚｯﾄ｣
ﾆｭｰﾖｰｸ･ｽﾀｼﾞｱﾑ響/ｽﾄｺﾌｽｷ
G｡通常価格=6600円｡米ﾌﾟﾚｽ｡桃金ﾗﾍﾞﾙ｡棒付きｼ
ﾙｳﾞｧｰ･ﾊﾞｯｸ｡1958年録音｡ｼﾞｬｹ破損｡ｴｳﾞｪﾚｽﾄらし
い鮮明な音色のｵｰﾃﾞｨｵﾌｧｲﾙ。ちょっと渋い選曲
だが自慢のｽﾄｺ節で面白く聴かせる｡
ﾁｪｺ･ｽﾌﾟﾗﾌｫﾝ/LPV6/特価5500 円
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
交響詩｢野鳩｣､｢金の紡ぎ車｣

7116

7118

7120

7122

7124

ﾁｪｺ･ﾌｨﾙ/ﾀｰﾘｯﾋ
G｡通常価格=6600円｡ﾁｪｺﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･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｡1951年録音｡
ｼﾞｬｹ･ﾃｰﾌﾟ補修｡ﾀｰﾘｯﾋ晩年のﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ録音で
貴重なもの。
米･ﾏｰｷｭﾘｰ/WC18063/特価1650 円
ｱﾙﾍﾞﾆｽ
組曲｢ｲﾍﾞﾘｱ｣
ﾌｧﾘｬ はかなき人生〜間奏曲とｽﾍﾟｲﾝ舞曲第1番
ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ響/ﾄﾞﾗﾃｨ
P+｡通常価格=2200円｡米ﾌﾟﾚｽ｡後期ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡
1957年録音｡ｶｯﾄ(ｼﾞｬｹ右下ﾋﾟﾝ穴)｡再発｡ｳｨﾝｸﾞ･ｼ
ﾘｰｽﾞ｡価格はｵﾘｼﾞﾅﾙの10%､しかも60年代中期ﾌﾟ
ﾚｽで音もﾊﾞｯﾁﾘ｡
米･ｷｬﾋﾟﾄﾙ/P8157/3300 円
ｸﾞﾗｽﾞﾉﾌ
ﾊﾞﾚｴ組曲｢四季｣
ﾌﾗﾝｽ国立放送管/ﾃﾞｿﾞﾐｴｰﾙ

7125

7127

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ､ﾍﾞﾙﾘﾝ放送響*/R.ｼｭﾄﾗｳｽ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1944年録
音｡ﾋｽﾄﾘｶﾙ･ｼﾘｰｽﾞ。米ｳﾞｫｯｸｽ音源。ﾂｧﾗはR.ｼｭﾄ
ﾗｳｽの生誕80周年記念ｺﾝｻｰﾄの歴史的ﾗｲｳﾞ｡
米･ﾏｰｷｭﾘｰ/MG50046/特価2750 円
ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ
ﾛｰﾏの謝肉祭、教会のｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ

7126

ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ響/ﾄﾞﾗﾃｨ
P+｡通常価格=3300円｡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｡1954年録音｡ｵﾘﾝﾋﾟｱ･ｼﾘｰｽﾞ。当時
としては少々ﾏｲﾅｰな2曲。ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄとし
ての地位を確立した初期名盤｡
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/ML5030/3300 円
ｽﾄﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ
春の祭典、ﾍﾟﾄﾙｰｼｭｶ組曲

7128

ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管/ｵｰﾏﾝﾃﾞｨ

7129

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡6ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1954&55
年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ。ﾊﾙｻｲはｵｰﾏﾝﾃﾞｨ唯一の録音。
ｴﾒﾙｷﾞｯｼｭで物語性が強い。
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/MS6224/2750 円
『ｾﾚﾅｰﾄﾞ･ﾌｫｰ･ｽﾄﾘﾝｸﾞｽ』
ﾊﾞｰﾊﾞｰ：ｱﾀﾞｰｼﾞｮ
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ：弦楽ｾﾚﾅｰﾄﾞ、ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾝ：夜想曲
V=ｳｨﾘｱﾑｽﾞ：ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰｳﾞｽﾞによる幻想曲
ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管/ｵｰﾏﾝﾃﾞｨ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡2ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡1957､60年録音｡ｵｰﾏﾝﾃﾞｨ
の十八番ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ。この蕩ける音色、ｺﾞｰｼﾞｬｽ感
はほかじゃ聴けない。

7130

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1950年代前期録音｡病気の為早くに引退したﾃﾞｿﾞ
ﾙﾐｴｰﾙ。近代ﾊﾞﾚｴは最も得意とするところ。
米･ﾛﾝﾄﾞﾝ/CS6417/2200 円
ｺﾀﾞｰｲ
｢ﾊｰﾘ･ﾔｰﾉｼｭ｣組曲､ｶﾞﾗﾝﾀ舞曲
｢ﾊｰﾘ･ﾔｰﾉｼｭ｣から2つのｱﾘｱ*､2羽の鶏
ﾛﾝﾄﾞﾝ響/ｹﾙﾃｽ/ｵﾙｶﾞ･ｾｰﾆ(S)*
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1964年録音｡随所のﾂｨﾝ
ﾊﾞﾛﾝは名手ｼﾞｮﾝ･ﾘｰﾁ氏｡ｹﾙﾃｽの代名詞的LP､こ
の組曲のﾋｯﾄで後にｵﾍﾟﾗ版録音へ｡
英･ＥＭＩ/CFP40262/2200 円
ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ
3つのｵﾚﾝｼﾞへの恋組曲
ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ ｶﾞｲｰﾇ組曲､ﾘｽﾄ：ﾊﾝｶﾞﾘｰ狂詩曲第4番
ｴﾈｽｺ
ﾙｰﾏﾆｱ狂詩曲第1番
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ｼﾙｳﾞｪｽﾄﾘ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾘｰﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年録音｡再発。いず
れの録音もｵﾘｼﾞﾅﾙはﾚｱかつ高価なもの｡ｳｨｰﾝ･
ﾌｨﾙをﾌﾞﾝﾌﾞﾝとﾄﾞﾗｲｳﾞするような力技の怪演。
米･ｵﾃﾞｭｯｾｲ/Y32884/1650 円
ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ
四季
海野義雄(vn､指揮)/NHK弦楽合奏団
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1974年録音｡海野氏がＮ
響を退団する直前に録音されたもの。
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7131

7133

7135

7137

ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ

7132

蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/9500100/2750 円
四季

ｱｰﾖ(vn)/ﾍﾞﾙﾘﾝ室内管/ﾈｸﾞﾘ
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1975年録音｡ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ。独ｴﾃﾙﾅとの共同制作。ｱｰﾖのもう一つの四
季。ゆったりしたﾄﾞｲﾂ風ﾃﾝﾎﾟに乗るｱｰﾖのｿﾛもま
た格別。
独･ｵﾙﾋﾞｽ/CX10140/特価6600 円
ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ
四季
ﾊﾞﾙﾋｪｯﾄ(vn)
ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ･ﾌﾟﾛ･ﾑｼﾞｶ管/ﾗｲﾝﾊﾙﾄ
P+｡通常価格=8800円｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾌﾗｯﾄ
盤｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1955年録音｡丸窓簡易ｼﾞｬｹ｡
急逝したﾊﾞﾙﾋｪｯﾄは12年の活動で、3度も四季のｿ
ﾘｽﾄを務めたが､これは2度目の録音。
英･ﾃｽﾀﾒﾝﾄ/ASD429/3300 円
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲BWV1042
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲第3番*
ﾃﾞ･ｳﾞｨｰﾄ(vn)
ﾛﾝﾄﾞﾝ響、ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙ*/ｸｰﾍﾞﾘｯｸ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959年録音｡復刻盤。ｵ
ﾘｼﾞﾅﾙは幻のｳﾙﾄﾗ高額盤。ﾌｧﾝ垂涎の復刻企
画､しかもﾃﾞ･ｳﾞｨｰﾄの稀少なｽﾃﾚｵ録音｡
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6580004/3300 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲
ｼｪﾘﾝｸﾞ(vn)/ﾛﾝﾄﾞﾝ響/S=ｲｯｾﾙｼｭﾃｯﾄ

受付期限：８月３１日(水)
ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ

米･ＭＨＳ/MHS3197/2200 円
四季
ｶﾝﾄﾛﾌ(vn)/ﾍﾞﾙﾅｰﾙ･ﾄﾏ室内管

7134

7136

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1974年録音｡仏ｱﾘ
ｵﾝ原盤。ｶﾝﾄﾛﾌの銘器“ﾓﾝﾀﾆｬｰﾅ”の美しい音色
は必聴である。
独･ｱｶﾝﾀ/DC23067/2750 円
｢ｷｬﾛﾙ･ﾄﾞｰﾝ･ﾗｲﾝﾊﾙﾄ(tp)／ﾊﾞﾛｯｸ･ｺﾝｻｰﾄ｣
ﾃﾚﾏﾝ：ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ協奏曲ﾆ長調
ﾍﾝﾃﾞﾙ：｢水上の音楽｣組曲第2番
ﾌｧｯｼｭ：複協奏曲ﾆ長調/ﾄﾚﾙﾘ：ｿﾅﾀ第1番
ﾄﾞｲﾂ･ﾊﾞｯﾊｿﾞﾘｽﾃﾝ/ｳﾞｨﾝｼｬｰﾏﾝ
G｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1977年録音｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ｡VPO
のｳﾞｫﾋﾞｯｼｭ教授門下の名手ｷｬﾛﾙ嬢。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2530548/2750 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第20、21番
ｸﾞﾙﾀﾞ(p)/ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙ/ｱﾊﾞﾄﾞ

7139

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｡ｸﾞﾙﾀﾞ､ｱﾊﾞﾄﾞそしてVPO､これぞ現代のｳｨｰﾝの
名演。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/35901/2200 円
ﾘｽﾄ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1､2番
ﾌﾗﾝｿﾜ(p)/ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ｼﾙｳﾞｪｽﾄﾘ

G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1965年録音｡ﾏｰｷｭ
ﾘｰ録音、ﾕﾆｳﾞｪﾙｿ･ｼﾘｰｽﾞ｡高雅なｿﾛとｼﾝﾌｫﾆｯｸな
ﾊﾞｯｸ､他を凌駕する出来栄え。

7140

7142

7141

英･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾚｺｰﾄﾞ/T376/2750 円
交響的変奏曲
ﾋﾟｱﾉ協奏曲嬰ﾊ短調
ﾋﾟｱﾉ協奏曲op.20*
B=ｽｺﾀﾞ(p)/ﾛｼﾞﾝｽｷ、ｽｳｫﾎﾞﾀﾞ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡緑地球儀ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1951年
録音｡米ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ原盤。溌剌としたﾔﾝｸﾞ･ｽｺﾀﾞ
の快演。後年はﾚﾊﾟｰﾄﾘｰから無くなったもの。
米･ﾋﾟｯｸｳｨｯｸ/SPC4030/1650 円
ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番
ﾌﾗﾝｸ
R=ｺﾙｻｺﾌ
ｽｸﾘｬｰﾋﾞﾝ

7143

ﾍﾟﾅﾘｵ(p)/ｾﾝﾄﾙｲｽ響/ｺﾞﾙｼｭﾏﾝ

7144

7146

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ・ﾗﾍﾞﾙ｡擬似ｽﾃﾚｵ｡1955年録
音｡ｷｬﾋﾟﾄﾙ音源の一部を買い取ったﾋﾟｯｸｳｲｯｸの
再発。
米･ＲＣＡ/LM1006/特価22000 円
ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲

7145

ｶﾍﾟﾙ(p)/ﾎﾞｽﾄﾝ響/ｸｰｾｳﾞｨﾂｷｰ
G｡通常価格=27500円｡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｡1946年録音｡ｼﾞｬｹ･ﾃｰﾌﾟ補整｡圧
倒的な技巧に裏付けられたﾀﾞｲﾅﾐｯｸな演奏はｶﾍﾟ
ﾙの名声を決定づけ､ｶﾍﾟﾙの1枚といったらこれ。
米･ｴﾋﾟｯｸ/LC3602/2750 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第25､28､32､34番

7147

ｸﾞﾘｭﾐｵｰ(vn)/ﾊｽｷﾙ(p)

7148

7150

G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｽﾄﾛﾎﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗ
ﾙ｡1958年録音｡ﾓﾉ･ﾃｲｸだが不朽の名演に変わり
ﾅｼ､お買い得価格盤。
蘭･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/6598561/2200 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｸﾗﾘﾈｯﾄ五重奏曲K.581
弦楽五重奏曲K.516
ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ(cl)､ｸﾞﾘｭﾐｵｰ､豊田耕児(vn)
ｹﾞﾚｯﾂ(vn)､ﾙｼｭｰﾙ(va)､ｼｭﾙﾂ(vc)
G｡蘭ﾌﾟﾚｽ｡ﾎﾜｲﾄ･ﾛｺﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡1974年録音｡再発｡ｸﾗ
ｼｯｹﾝ･ｼﾘｰｽﾞvol.17｡ｸﾞﾘｭﾐｵｰと音楽家達によるﾓｰ
ﾂｧﾙﾄの五重奏の2大名曲｡
日本･ﾌﾟﾗｲｳﾞｪｰﾄ/NSC10002/4400 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第1番
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ
幻想曲ﾊ長調

7149

7151

A.ﾌﾞｯｼｭ(vn)/ｾﾞﾙｷﾝ(p)
G｡日本ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1940年
代中期録音｡｢ｱﾄﾞﾙﾌ･ﾌﾞｯｼｭの芸術vol.2｣。おそらく
米国会図書館に残されたｱｰｶｲｳﾞ音源。ﾗｲｳﾞ。
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G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡1959年
録音｡即興的な冴えを､随所で聴かせるﾌﾗﾝｿﾜの
巧みな技。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/35568/3300 円
ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番
ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番
ﾘﾝﾊﾟﾆｰ(p)/ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管/ﾏﾙｺ､ｼﾞｭｽｷﾝﾄ
G｡英ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1954-6年
録音｡ﾘﾝﾊﾟﾆｰ女史絶頂期の記録､その卓越した
技巧は見事。
仏･ﾊﾟﾃ/2C051-43370/特価2750 円
ﾗｳﾞｪﾙ
左手のためのﾋﾟｱﾉ協奏曲
ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
ﾋﾟｱﾉ協奏曲第4番
ｺﾙﾄｰ(p)
ﾊﾟﾘ音楽院管/ﾐｭﾝｼｭ
P+｡通常価格=3300円｡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｡1939&35年録音｡ﾗｳﾞｪﾙの揺れ
るﾆｭｱﾝｽは絶妙､まさに名人芸の極み。
米･ｴﾝｼﾞｪﾙ/S36002/2750 円
『ﾐﾙｼﾃｲﾝ/古き良きﾛｼｱ』
ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ：ｳﾞｫｶﾘｰｽﾞ
ｸﾞﾗｽﾞﾉﾌ：瞑想､ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ：ｺﾞﾊﾟｯｸ
R=ｺﾙｻｺﾌ：ﾛｼｱの主題による幻想曲
ﾐﾙｼﾃｲﾝ(vn)/管弦楽団/ｱｰｳﾞｨﾝｸﾞ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1962-63年録音｡師ｱｳｱｰ
譲りのﾛﾏﾝが強く漂う名演奏。高貴な輝きを放つﾐ
ﾙｼｭﾀｲﾝの美音が全編に収録｡
日本･ﾌﾟﾗｲｳﾞｪｰﾄ/D7007-8/8800 円
ﾓｰﾂｧﾙﾄ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第36､41番
J.S.ﾊﾞｯﾊ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝとﾁｪﾝﾊﾞﾛのｿﾅﾀBWV.1016
ｼｭｰﾏﾝ
ｿﾅﾀ第1､2番､ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：同第8番
A.ﾌﾞｯｼｭ(vn)/ｾﾞﾙｷﾝ(p)
G｡2枚組｡日本ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｼﾞｬｹ｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1942-46年録音｡ｼﾞｬｹ背ｽﾚ。全て米
国会図書館でのｺﾝｻｰﾄ･ﾗｲｳﾞ録音。
米･ﾃﾞｯｶ/DL9720/44000 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第1、2番
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾍﾞﾙｸ(vn)/ﾊﾞﾙｻﾑ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｽﾓｰﾙ･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｡数あるﾌﾞﾗｰﾑｽのｿﾅﾀ
録音でも最上級の1枚。繊細な音色を捉えた素晴
らしいﾓﾉﾗﾙ音も魅力。米ﾃﾞｯｶのお宝。
米･ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾚｺｰﾄﾞ/B410/2200 円
ﾄｩｲﾚ
ﾋﾟｱﾉと管楽のための六重奏曲
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
管楽ｾﾚﾅｰﾄﾞ*
ｻﾝﾛﾏ(p)､ﾎﾞｽﾄﾝ木管五重奏団
*ﾎﾞｽﾄﾝ木管Ens､ﾒｲｽﾞ(vc)､ﾓﾙｰ(cb)/ｻｲﾓﾝ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡黒ﾗﾍﾞﾙ｡ｽﾃﾚｵ･ﾃｲｸ･ﾓﾉﾗﾙ｡1958年録
音｡六重奏曲は近代ﾐｭﾝﾍﾝ楽派ﾄｩｲﾚの代表作。ｻ
ﾝﾛﾏとﾎﾞｽﾄﾝの名手達の共演｡
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米･ﾘﾘｺｰﾄﾞ/LLST7204/特価1650 円
ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ
ﾌﾙｰﾄ･ｿﾅﾀ ﾆ長調
P.ｸｰﾊﾟｰ
ﾌﾙｰﾄ･ｿﾅﾀ[1964]
ﾃﾞｭﾃｨｰﾕ
ｿﾅﾃｨﾈ
ｷｰｽ･ﾌﾞﾗｲｱﾝ(fl)､ｶﾚﾝ･ｷｰｽﾞ(p)
P+｡通常価格=2200円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｲｰｽﾄ
ﾏﾝ出身で教授を務める傍ら､1961年からﾃﾞｭｵ活
動｡ｿﾅﾃｨﾈは若書きで印象派風の佳作。
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/410843-1/特価2200 円
『ﾐﾙｼﾃｲﾝ･ｳﾞｧｲｵﾘﾝﾘｻｲﾀﾙ』
ｼﾞｪﾐﾆｱｰﾆ：ｿﾅﾀ ｲ長調、ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：華麗なﾛﾝﾄﾞ
ﾐﾙｼﾃｲﾝ：ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆｱｰﾅ/ﾘｽﾄ：ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ第3番､他
ﾐﾙｽﾃｲﾝ(vn)/ﾌﾟﾘｭｰﾃﾞﾙﾏｯｼｪ(p)
G｡通常価格=2750円｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗｲﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡
1975年録音｡ｶｯﾄ(ｼﾞｬｹ背切り込み)｡再発｡高齢だ
がﾊﾟｶﾞﾆｰﾆｱｰﾅなどさすが唸らせる技巧､必聴｡
独･ｵｲﾛﾃﾞｨｽｸ/300369-435/特価4950 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第3、4、7、8、23、27番
自作主題による7つの変奏曲op.34
ﾘﾋﾃﾙ(p)
G｡通常価格=6600円｡3枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞ
ﾙ｡一部擬似ｽﾃﾚｵ｡1959､71&75年録音｡BOOK書
込み｡ｿﾅﾀ第3､4､27番と変奏曲は70年代のｻﾞﾙﾂ
ﾌﾞﾙｸ録音。他は59年の露ﾒﾛﾃﾞｨｱ録音で擬似ｽﾃ。
仏･ｶﾘｵﾍﾟ/CAL1832/2750 円
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ
前奏曲第2巻
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受付期限：８月３１日(水)
米･ｷｬﾋﾟﾄﾙ/SP8536/特価33000 円
『ﾐﾙｼﾃｲﾝ/ENCORES』 ｸﾗｲｽﾗｰ：ｼﾁﾘｱｰﾉとﾘｺﾞｰﾄﾞﾝ
ﾌﾟﾆｬｰﾆによる序奏とｱﾚｸﾞﾛ
ｼﾏﾉﾌｽｷ：夜想曲とﾀﾗﾝﾃﾗ､ｼｭｰﾏﾝ：夕べの歌、他
ﾐﾙｼﾃｲﾝ(vn)/ﾎﾟﾏｰｽﾞ(p)
G｡通常価格=44000円｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｻｲﾄﾞ･ﾛｺﾞ･ﾚｲﾝ
ﾎﾞｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1959-60年録音｡ｼﾞｬｹ上部ﾃｰﾌﾟ補修｡ｵ
ﾘｼﾞﾅﾙ。誉れ高い逸品｡
日本･ﾌﾟﾗｲｳﾞｪｰﾄ/VIP5/特価3300 円
｢ﾔﾝｸﾞ･ｱﾄﾞﾙﾌ･ﾌﾞｯｼｭ｣
J.S.ﾊﾞｯﾊ：前奏曲､ｶﾞｳﾞｫｯﾄとﾛﾝﾄﾞ
ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲第2､20番
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ：ﾕﾓﾚｽｸ､ｽﾗｳﾞ舞曲第6番
A.ﾌﾞｯｼｭ(vn)/ｳｨﾝｸﾗｰ(p)
G｡通常価格=4400円｡日本ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1922年録音｡ｼﾞｬｹ背ｽﾚ｡SP復刻。
米･ｷｬﾋﾟﾄﾙ/P8403/4400 円
ｼｮﾊﾟﾝ
ﾊﾞﾗｰﾄﾞ全集、即興曲全集
ｱｷﾞ･ﾔﾝﾎﾞﾙ(p)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾞﾘｰﾝ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1957年録音｡巨匠ﾜﾙﾀｰをして､類稀れな才女と評
したｱｷﾞ･ﾔﾝﾎﾞﾙ､当時ｼｭﾀﾙｹﾙ･ﾄﾘｵのﾋﾟｱﾉ演奏が
彼女だ｡
米･KBI/A049/2200 円
ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ
ｺﾞｲｪｽｶｽ(第1部)
ｽﾍﾟｲﾝ舞曲集〜第10番「悲しい踊り」

ﾊﾟﾗｽｷｳﾞｪｽｺ(p)
ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ(p.ﾛｰﾙ)
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G｡仏ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡1976年録音｡ｼﾞｬｹ背日
焼け｡ﾙｰﾏﾆｱ出身、ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ演奏では高い評価。
秀逸録音。
米･ﾃﾞｯｶ/DL10112/2200 円
ﾀﾝｽﾏﾝ
ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ風組曲
ｴｽﾃﾊﾞﾝ･ﾃﾞ･ﾊﾞﾚﾗ
2つの小品
ﾓﾝﾎﾟｳ
ｺﾝﾎﾟｽﾃﾗ組曲
ｾｺﾞﾋﾞｱ(g)
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｡1965年録音｡ﾓﾝﾎﾟｳのｺﾝﾎﾟｽﾃﾗ組曲はｾｺﾞﾋﾞｱ
の委嘱作で珍しい作品｡
伊･ＥＭＩ/3C153-00671-2/4400 円
ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ
ﾚｸｲｴﾑ
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ｶﾆｰﾘｬ(S)､ｽﾃｨﾆｬｰﾆ(Ms)､ｼﾞｰﾘ(T)､ﾋﾟﾝﾂｧ(Bs)
ﾛｰﾏ歌劇場管､同cho./ｾﾗﾌｨﾝ
G｡2枚組｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ｸﾘｰﾑ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1939年録音｡SP期を代表する名盤､戦前ｲﾀ･ｵﾍﾟ
界を代表する歌手陣｡
米･ＲＣＡ/LM1793/6600 円
ｼｮｰｿﾝ
愛と海の詩
ﾌﾗﾝｽ歌曲集*〜ｱｰﾝ：私の歌に翼があったなら
ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ/ﾃﾞｭﾊﾟﾙｸ：悲しい歌､他6曲
ｽｳｫｰｻﾞｳﾄ(Ms)/RCAｳﾞｨｸﾀｰ響/ﾓﾝﾄｩｰ
*ﾄﾛｳﾞｨﾛ(p)､ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ(vc)､ｱｺﾞｽﾃｨｰﾆ(hp)
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｡1954年録音｡
米･ﾁｪﾄﾗ/50036/特価2750 円
ﾍﾟﾙｺﾞﾚｰｼﾞ
奥様女中
ﾄｩｯｶｰﾘ(S)､ﾌﾞﾙｽｶﾝﾃｨｰﾆ(B)
RAI･ﾐﾗﾉ響/ｼﾓﾈｯﾄ
G｡通常価格=3300円｡米ﾌﾟﾚｽ｡初期ｸﾞﾘｰﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾛ
ﾝｸﾞ･ﾎﾞｯｸｽ｡ﾌﾗｯﾄ厚手ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1950
年録音｡ｹｰｽ破｡ｿﾘｱ･ｼﾘｰｽﾞ。ｹｰｽ内ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ綴じ
込み式。軽妙にして小気味よくｷｬｽﾄも理想的｡
伊･ＣＬＳ/ARPCL32029/特価6600 円
ﾄﾞﾆｾﾞｯﾃｨ
ｱﾝﾅ･ﾎﾞﾚｰﾅ
ｶﾗｽ(S)､ｼﾐｵﾅｰﾄ(Ms)､ｸﾗﾊﾞｯｼ､R=ﾚﾒﾆ(B)､他
ｽｶﾗ座管､同cho./ｶﾞｳﾞｧﾂｪｰﾆ
G｡通常価格=8250円｡3枚組｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾌﾞﾙｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡
特殊ｹｰｽ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1957年録音｡ｹｰｽ破｡こ
の曲を得意にしながら正規録音がなかったｶﾗｽ
の遺産｡
独･ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ/2709043/6600 円
ﾋﾞｾﾞｰ
ｶﾙﾒﾝ
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G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｼﾙｳﾞｧｰ･ﾗﾍﾞﾙ｡LPの副題は「ｽﾃﾚｵで
甦るｸﾞﾗﾅﾄﾞｽの自作自演集」｡
米･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ/W9323/2200 円
｢ｳﾞｧﾚﾝﾃｨ(cem)／ｽﾍﾟｲﾝの鍵盤音楽集｣
ｱﾙﾍﾞﾆｽ：ｿﾅﾀ ﾆ長調
ｶｻﾉﾊﾞｽ：ｿﾅﾀ ﾍ長調/ｶﾞﾚｽ：2つのｿﾅﾀ
ｱﾝｸﾞﾚｽ：ｱﾀﾞｰｼﾞｪｯﾄとｿﾅﾀ ﾍ長調､他全12曲
G｡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｡ｶｻﾞﾙｽとも親交のあったｳﾞｧﾚﾝﾃｨの好演盤。
ｶｰｸﾊﾟﾄﾘｯｸ門下､当時はｼﾞｭﾘｱｰﾄﾞの教授。
米･ｺﾛﾑﾋﾞｱ/MS6488/4400 円
ﾌﾞﾗｰﾑｽ
ｱﾙﾄ･ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ、運命の歌
ﾏｰﾗｰ
さすらう若人の歌
ﾐﾙﾄﾞﾚｯﾄﾞ･ﾐﾗｰ(Ms)
ｺﾛﾑﾋﾞｱ響､ｵｸｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ｶﾚｯｼﾞcho./ﾜﾙﾀｰ
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡2ｅｙｅｓﾗﾍﾞﾙ｡1961年録音｡12頁ｶﾀﾛｸﾞ
冊子入り｡ﾌﾞﾗｰﾑｽはこのｱﾙﾊﾞﾑが初出となる。ﾜﾙ
ﾀｰ晩年のﾋｭｰﾏﾆｽﾞﾑに満ちた演奏。
米･ｴｳﾞｪﾚｽﾄ/SDBR3237/2200 円
『ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽへのｵﾏｰｼﾞｭ』
愛の歌曲集(8曲)、昔風のｽﾍﾟｲﾝ歌曲集(9曲)
〜ﾄﾗ･ﾗ･ﾗとｷﾞﾀｰのつまびき､ｺﾞﾔのﾏﾊ､他
ﾗﾛｰﾁｬ(p)､ｺﾝﾁｰﾀ･ﾊﾞﾃﾞｨｱ(S)
G｡米ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾚﾝｼﾞ･ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾗﾍﾞﾙ｡1960年代前期録
音｡ｽﾍﾟｲﾝ･ｲｽﾊﾟｳﾞｫｯｸｽ原盤。2人の明るさと陰鬱
を合わせ持った演奏はﾎﾟｴｼﾞｰな名盤｡
独･ＲＣＡ/AT204/3300 円
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ
ﾌｨﾃﾞﾘｵ
ﾊﾞﾝﾌﾟﾄﾝ(S)､ﾋﾟｱｰｽﾞ(T)､ﾓｲｺｰﾅ､ｼﾞｬﾝｾﾝ(Br)､他
NBC響､同cho./ﾄｽｶﾆｰﾆ
G｡2枚組｡独ﾌﾟﾚｽ｡ﾋﾟﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ｡ﾃﾙﾃﾞｯｸ･ﾌﾟﾚｽ｡ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡1944年録音｡台詞ｶｯﾄ版。歌手も然る
ことながら､ﾏｴｽﾄﾛの異常な集中力がすべて。
伊･ﾁｪﾄﾗ/LO24/11000 円
ﾜｰｸﾞﾅｰ
ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝ
ﾄﾗｳﾍﾞﾙ(S)､ﾒﾙﾋｵｰﾙ(T)､ｴﾙﾝｼｭﾃﾙ(Bs)､他
MET歌劇場管､同cho./F.ﾌﾞｯｼｭ
G｡4枚組｡伊ﾌﾟﾚｽ｡ﾚｯﾄﾞ･ﾗﾍﾞﾙ｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾓﾉﾗﾙ｡
1947年録音｡METでのﾗｲｳﾞ録音。ｵﾍﾟﾗ録音の少
ないF.ﾌﾞｯｼｭのﾜｰｸﾞﾅｰはとても貴重｡

ﾎｰﾝ(Ms)､ﾏﾘﾎﾟﾝﾃ(S)､ﾏｸﾗｯｹﾝ(T)､ｸﾗｳｾ(Br)
MET歌劇場管､同cho./ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ
G｡3枚組｡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｡ﾊﾘｰ･ﾋﾟｱｿﾝ指定のｵｰﾃﾞｨｵﾌｧｲﾙ。ﾎｰﾝや
ﾏｸﾗｯｹﾝなどﾊﾟﾜﾌﾙな歌手が揃い､ﾚﾆｰもまた然
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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

