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今年最後の通販リスト、第 54 号をお送り致します。

ご注文は FAX とメール、または、お手紙で 2015 年 1月 7日（水）・午後 10時までお受けいたし

ます。（先着順ではございません。メール便での、地域による到着時間の差によるハンデを避ける

ためです。）

お電話でご希望をお伺いいたしますのは、1 月 6 日（火）・7 日（水）の午後 1 時から 5 時までと

いたします。（あらかじめ、ご了承ください。6 と 7日の午後は必ず事務所におります。）

複数の方からご注文いただいた LP につきましては、7 日の深夜に、当店で抽選・調整をし、順

次回答・商品の発送をいたします。お電話での、在庫のあるなしについての回答をご希望の方は、

お手数でも、9 日（金）以降に改めてお問い合わせください。（なお 8 日から順次お問い合わせへ

のメールでのお返事をいたしますが、11 日頃までに当店よりメールが届かないなどの不都合がご

ざいましたらご連絡をお願いします。）

1 月 9 日（金）からは、お電話（午後 1 時～）・FAX・メール等すべての方法でご注文をお受けい

たします。（こちらは、在庫のある商品に関しては先着順でご注文をお受けいたします。）

このカタログと同内容のリストは、当店のホームページからダウンロードできます。

当店では、LP が無事にお客様に到着し、内容・コンディションなどに、充分ご満足いただけるま

で、誠意を持って対応いたします。もし、なにかお気になる点がございましたら、お気軽にご連絡

をいただければ幸いでございます。商品到着後、一週間以内でしたらどのような場合でも、ご返

品・交換を承ります。

・店主

当店では、カタログに掲載されていない LP も多数在庫しております。

また、海外との豊富なネットワークによりご希望の LP をお探しいたします。

お気軽にご相談ください。 （東京都公安委員会許可 第 303280207198 号）

電話 03-5429-9025 FAX 03-5429-9026 メール record@b-platte.com



EMI ASD2436 ¥51,840 DECCA　SXL6423 ¥43,200

P/イギリス・A/A・半円ニッパー ¥48,000 P/イギリス・A/A・ED4（ラージ・溝なし） ¥40,000

ブラームス/チェロソナタ（全2曲） オリジナル ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第12番

ハイドン/弦楽四重奏曲第83番 オリジナル

デュ・プレ/バレンボイム ウェラー四重奏団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ 優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ

EMI ASD2851 ¥51,840 DECCA　SXL2286 ¥42,000

P/イギリス・A/A・モノクロスタンプニッパー ¥48,000 P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝あり） ¥40,000

ショパン＆フランク/チェロソナタ オリジナル モーツァルト/弦楽四重奏曲第20番&22番オリジナル

デュ・プレ/バレンボイム ウェラー四重奏団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ 優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ

EMI（VMS）2C167-97313-5 ¥43,200 DGG　139349SLPM ¥32,400

P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥40,000 P/ドイツ・A/A・白レーベル（テストプレス） ¥30,000

ベートーヴェン/チェロソナタ全集 3LP プロコフィエフ/ピアノ協奏曲第3番

「魔笛」の主題による変奏曲（2曲） ラヴェル/ピアノ協奏曲

デュ・プレ/バレンボイム アルゲリッチ/アバド/ベルリンフィルハーモニー

ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！67年録音盤 ステレオ

DECCA　SXL2274 ¥37,800 DGG　139317SLPM（ジャケットに少々傷み有） ¥23,760

P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝あり） ¥35,000 P/ドイツ・A/A・チーリップ ¥22,000

ベートーヴェン/交響曲第9番 ショパン/ピアノソナタ第3番 オリジナル

サザーランド/デルモータほか オリジナル 「幻想」＆「英雄」ポロネーズほか

アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団 アルゲリッチ

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！67年録音盤 ステレオ

DECCA　SXL6363 ¥16,200 DARNOK　DF2032＆33 ¥86,400

P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝あり） ¥15,000 P/スイス・A/A・赤白レーベル ¥80,000

メンデルスゾーン/交響曲第4番「イタリア」＆オリジナル ブラームス/ヴァイオリンソナタ（全3曲）ほか 2ＬＰ

第3番「スコットランド」

アバド/ロンドン交響楽団 パイネマン/デームス

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！入手難！ ステレオ

DECCA　SXL2010 ¥45,360

P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝あり） ¥42,000

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第4番 オリジナル

バックハウス/イッセルシュテット/ウィーンフィル

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ

DECCA　SXL6322 ¥35,640 columbia　SAX2379 ¥32,400

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥33,000 P/イギリス・A/A・ブルー＆シルバー ¥30,000

ブラームス/ピアノ協奏曲第2番 オリジナル シベリウス/交響曲第2番 オリジナル

バックハウス/ベーム/ウィーンフィル カラヤン/フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！入手難！ ステレオ

DECCA　SXL6426 ¥27,000 EMI（VSM）　CVB2085 ¥51,840

P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥25,000 P/フランス・A/AB・チーリップ（ALLE） ¥48,000

シューベルト/「アルペジオーネ」ソナタ ブラームス/交響曲第1番 オリジナル

ブリッジ/チェロソナタ

ロストロポーヴィチ/ブリテン ミュンシュ/パリ管弦楽団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！67年録音盤 ステレオ

DECCA　SXL6312 ¥45,360 STIL　0305S48 ¥41,040

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥42,000 P/フランス・A/A・ヌヴーの写真レーベル ¥38,000

チャイコフスキー/組曲第4番「モーツァルト」 オリジナル ブラームス/ヴァイオリン協奏曲 オリジナル

ロッシーニ（レスピーギ）/ロッシーニ組曲

リッチ/アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団 ヌヴー/イッセルシュテット/NDR交響楽団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！48年のライヴ モノラル

DECCA　SXL6182 ¥32,400 EMI　SLS739（ボックスに傷みあり） ¥37,800

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥30,000 P/イギリス・A/AB・新カラースタンプ ¥35,000

ハイドン/弦楽四重奏曲作品33-1・2&3 　　　 シベリウス＆ブラームス/ヴァイオリン協奏曲 4LP

ラヴェル・ドビュッシーほかの小品 特価

ウェラー四重奏団 ヌヴー兄弟/ズスキントほか

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ ヌヴーのEMI録音の集大成！BP推薦盤！ モノラル

DECCA　SXL6183 ¥32,400 仏WF協会　SWF8201-8202（ジャケットに少々傷み有） ¥27,000

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥30,000 P/フランス・A/A・レッドレーベル ¥25,000

ハイドン/弦楽四重奏曲作品33-4・5&6 ブラームス/交響曲第1番＆「ハイドン」変奏曲 2LP

シューマン/チェロ協奏曲

ウェラー四重奏団 フルトヴェングラー/ＮＤＲ交響楽団ほか

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ 51年＆42年録音・ＷＦ最高のブラームス モノラル

DECCA　SXL6258 ¥37,800 HM　HM1085/87 ¥30,240

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥35,000 P/フランス・A/A・ブラックレーベル ¥28,000

モーツァルト/弦楽四重奏曲第21&23番 バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのソナタと 3LP

「プロシャ王」 オリジナル パルティータ（全6曲）

ウェラー四重奏団 パスカル

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ ステレオ

S5401 Ｓ5413

Ｓ5402 S5414

Ｓ5403 S5415

S5404 S5416

S5405 S5417

Ｓ5406

Ｓ5407 S5419

S5408 S5420

Ｓ5409 S5421

―2―

Ｓ5410 S5422

Ｓ5411 S5423

Ｓ5412 S5424



ETERNA　825979 ¥43,200 STIL　1805S73 ¥30,240
P/ドイツ・A/A・白レーベル（テストプレス） ¥40,000 P/フランス・A/A・紫レーベル ¥28,000
モーツァルト/ヴァイオリンソナタ集 バッハ/パルティータ第4番、

K545 & 526 3声＆6声のリチェルカーレほか

ズスケ/オルベルツ スコット・ロス

BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ ステレオ 73年録音・入手難の一枚です！ＢＰ推薦 ステレオ
ETERNA　826281 ¥32,400 STIL　2107S75 ¥64,800
P/ドイツ・A/A・黒EDITIONレーベル ¥30,000 P/フランス・A/A・レッドレーベル ¥60,000
モーツァルト/ヴァイオリンソナタ集 ラモー/「クラヴサン曲集」 4LP
K380・402&403（71年録音）

ズスケ/オルベルツ スコット・ロス

BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ ステレオ 入手難の一枚です！ＢＰ推薦 ステレオ
ETERNA　826648 ¥32,400 STIL　0809S7614019 ¥32,400
P/ドイツ・A/A・黒EDITIONレーベル ¥30,000 P/フランス・A/A・シルバーレーベル ¥30,000
モーツァルト/ヴァイオリンソナタ集 スカルラッティ/チェンバロのためのソナタ集 2LP
K304・305 & 306（72年録音）

ズスケ/オルベルツ スコット・ロス

BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ ステレオ 73年録音・入手難の一枚です！ＢＰ推薦 ステレオ
ETERNA　826647 ¥37,800 STIL　1607S77 ¥162,000
P/ドイツ・A/A・黒ETERNAレーベル ¥35,000 P/フランス・A/A・オレンジレーベル ¥150,000
モーツァルト/ヴァイオリンソナタ集 クープラン/クラヴサン小品集（第1巻& 2巻） 8LP
K301・302・303 & 296（72年録音） （箱に少々傷みあり） 特価
ズスケ/オルベルツ スコット・ロス

BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ ステレオ 初入荷！・入手難の一枚です！ＢＰ推薦 ステレオ
ETERNA　826280（ジャケットに少々傷み有） ¥32,400 STIL　2106S78 ¥162,000
P/ドイツ・A/A・黒EDITIONレーベル ¥30,000 P/フランス・A/A・ピンクレーベル ¥150,000
モーツァルト/ヴァイオリンソナタ集 クープラン/クラヴサン小品集（第3巻& 4巻） 8LP
K378・379 & 404（71年録音） （箱に少々傷みあり） 特価
ズスケ/オルベルツ スコット・ロス

BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ ステレオ 初入荷！・入手難の一枚です！ＢＰ推薦 ステレオ
ETERNA　8026004ほか ¥140,400 DECCA　SXL6300 ¥43,200
P/ドイツ・A/A・白レーベル（テストプレス） ¥130,000 P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥40,000
ベートーヴェン/ヴァイオリンソナタ全集（全10曲） 5LP ベートーヴェン/ピアノソナタ第25・31 & 4番 オリジナル
（68-69年録音） 特価
ズスケ/オルベルツ バックハウス
優秀録音盤！・BP推薦盤！・非常に入手難です！ ステレオ 優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ
DGG　LPM18817 ¥21,600 DECCA　SXL6301 ¥32,400
P/ドイツ・A/A・チューリップ（ＡＬＬＥ） ¥20,000 P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥30,000
ベートーヴェン/交響曲第4番 モーツァルト/ピアノソナタ第12・10・4 & 5番、 オリジナル

「ロンド」イ短調 特価！
フルトヴェングラー/ベルリンフィルハーモニー バックハウス **
43年録音盤！入手難です！ ステレオ 優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ
MPS　0168205 ¥16,200 DECCA　SXL6387 ¥32,400
P/ドイツ・A/A・未開封 ¥15,000 P/イギリス・A/A・ED3（ラージ・溝なし） ¥30,000
ゲンツマー、ルッター、ラップ＆フォルトナーらの ブラームス/ピアノ三重奏曲（第1＆2番） オリジナル
チェロのための作品集

ヘルシャー/ラップ カッチェン/スーク/シュタルケル

優秀録音！非常に入手難です！ ステレオ 優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ
MPS　25228282（ジャケットに小さな傷あり） ¥16,200 DECCA　SXL6150 ¥37,800
P/ドイツ・A/A・レッドレーベル ¥15,000 P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝あり） ¥35,000
ヴァレンティーニ、レスピーギ＆フォーレ/ モーツァルト/ディヴェルティメント（K205） オリジナル
チェロとオルガンのための作品集 カッサシオン(K99)＆行進曲（K290）

ヘルシャー/ラップ ウィーンオクテットのメンバー

優秀録音！非常に入手難です！ ステレオ 優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ
カリオペ　CAL1673 ¥16,200 PHILIPS　835555AY ¥24,840
P/フランス・A/A・シルバーレーベル ¥15,000 P/オランダ・A/A・HIFI-STEREO ¥23,000
ロカテルリ、ボッケリーニ＆ヴァレンティーニ/ 　　　 ブラームス/交響曲第1番 オリジナル
チェロソナタ集

ナヴァラ/キルヒャー ワルター/コロンビア交響楽団

優秀録音！非常に入手難です！ ステレオ 定番的名盤！・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ
パテ　FJLP5050 ¥21,600 PHILIPS　835570AY（ジャケットに少し傷み有） ¥19,440
P/フランス・A/A・白地に鶏レーベル ¥20,000 P/オランダ・A/AB・HIFI-STEREO ¥18,000
ショパン/練習曲集（作品10＆25） シベリウス/ヴァイオリン協奏曲 オリジナル

「悲しきワルツ」＆「トォネラの白鳥」

コルトー オイソトラフ/オーマンディ/フィラデルフィア管

42年録音！古典的な名盤です！推薦盤！入手難！ モノラル 定番的名盤！・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ
PHILIPS 00231L ¥21,600 PHILIPS　A00150-153L（ボックスに少し汚れ有） ¥64,800
P/オランダ・A/A・minigroove ¥20,000 P/オランダ・A/AB・minigroove ¥60,000
ブラームス/チェロソナタ（全2曲） オリジナル バッハ/マタイ受難曲（全曲） オリジナル

特価 　 特価
マヒューラ/ミッキラ メンゲルベルク/コンセルトヘボウ管弦楽団ほか

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！入手難！ モノラル 定番的名盤！・ＢＰ推薦盤・入手難です！ モノラル
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DGG 2740202 ¥23,760 DGG 138678 ¥16,200

P/ドイツ・未開封 ¥22,000 P/ドイツ・未開封 ¥15,000

モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームスら/ 4LP モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4&５番 赤ステレオ

ヴァイオリン協奏曲名演集 特価 シュナイダーハン

ムター/カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー イッセルシュテット/ベルリン・フィルハーモニーほか

BP推薦盤！ムター＆カラヤンの集大成！ ステレオ 60年の録音・入手難の一枚です！ ステレオ

DGG 2707119 ¥10,800 DGG 2530645 ¥5,400

P/ドイツ・未開封 ¥10,000 P/ドイツ・未開封 ¥5,000

ベルリオーズ/「レクイエム」全曲 2LP ベートーヴェン/ピアノソナタ第31&31番

ドミンゴ

バレンボイム/パリ管弦楽団&合唱団 ポリーニ

79年の録音・優秀録音盤！ ステレオ 75年の録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 2707128 ¥11,880 DGG 2740274 ¥12,960

P/ドイツ・未開封 ¥11,000 P/ドイツ・未開封 ¥12,000
マーラー/交響曲第5番、リュッケルトによる５つの詩 2LP チャイコフスキー/「眠れる森の美女」全曲 3LP

シュヴァルツ

アバド/シカゴ交響楽団 　　 フェドトフ/レニングラードフィルハーモニー管弦楽団

80-81年の録音・BP推薦盤！ ステレオ 80年の録音・優秀録音盤！ モノラル

DGG 2741010 ¥11,880 EMI 1435331 ¥8,640

P/ドイツ・未開封 ¥11,000 P/フランス・未開封 ¥8,000

マーラー/交響曲第3番 2LP フランク/ヴァイオリンソナタ

ノーマン フォーレ/ヴァイオリンソナタ

アバド/ウィーン・フィルハーモニーほか デジタル ティボー/コルトー DMM

80年の録音・優秀録音盤！ ステレオ 27-29年の録音・BP推薦盤！ モノラル

DGG 104969/70 ¥9,720 EMI AM-34704 ¥5,400

P/ドイツ・未開封 ¥9,000 P/ドイツ・未開封 ¥5,000

ベルリオーズ/「レクイエム」全曲 2LP ブラームス/ヴァイオリン協奏曲 DMM

シュライアー クレーメル

ミュンシュ/バイエルン放送交響楽団＆合唱団 カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ 76年の録音・ジャケット隅にカット有 ステレオ

DGG 2707103 ¥12,960 emidisc C047-50510 ¥5,400

P/ドイツ・未開封 ¥12,000 P/ドイツ・未開封 ¥5,000

ヴェルディ/「椿姫」全曲 2ＬＰ ブルッフ/ヴァイオリン協奏曲

ドミンゴ/ミルンズ/コトルバスほか モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第３番

クライバー/バイエルン国立歌劇場管&合唱団 オイストラフ/フィルハーモニア管弦楽団

76年の録音・説明不要の名盤！ ステレオ ジャケット角に少々傷みあり・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 2741020 ¥12,960 ARION 38725 ¥8,640

P/ドイツ・未開封 ¥12,000 P/フランス・未開封 ¥8,000

ヴェルディ/「ファルスタッフ」全曲 3LP プーランク、ルーセルらのフルートとピアノのための小品集

リッチャレッリ/ヘンドリクス/テッラーリほか （プーランク/ソナタほか）
ジュリーニ/ロサンゼルスフィルハーモニー管弦楽団 デジタル レーデル/リー

82年のライヴ録音・BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

DGG 2726517 ¥8,640 CBS 78241 ¥12,960

P/ドイツ・未開封 ¥8,000 P/オランダ・未開封 ¥12,000

リスト/「前奏曲」、マゼッパ、「タッソー」ほか 2LP バッハ/フランス組曲（全6曲）＆フランス風序曲 2LP

カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 グールド

カラヤンのリストの集大成！BP推薦盤！ ステレオ 73年の録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 2740221 ¥14,040 EMI 2903593 ¥10,800

P/ドイツ・未開封 ¥13,000 P/フランス・未開封 ¥10,000

ヴィヴァルディ/「調和の霊感」全12曲 3LP シューベルト/歌曲集（全46曲） 2LP

「楽に寄す」「夜と夢」「のばら」ほか
ブランディス/シュピラーほか/ベルリンフィルハーモニー シューマン/ムーア

BP推薦盤！優秀録音 ステレオ SP録音からの復刻！BP推薦盤！ モノラル

DGG 415316-1 ¥21,600 EMI 1C165-02981/83 ¥14,040

P/ドイツ・未開封 ¥20,000 P/ドイツ・未開封 ¥13,000

ヴェルディ/「ドン・カルロ」全曲 5LP 　　　 ヴェルディ/「イル・トロヴァトーレ」全曲 3LP

フレーニ/ドミンゴ/ヌッチ/テッラーニほか カプッチルリ/プライス/オブラスツォワほか

アバド/スカラ座管弦楽団&合唱団 デジタル カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

83-84年の録音・フランス語版 ステレオ BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

DGG 413163-1 ¥19,440 EMI 1C157-03450/53 ¥17,280

P/ドイツ・未開封 ¥18,000 P/ドイツ・未開封 ¥16,000

R.シュトラウス/「ばらの騎士」全曲 4LP ヴェルディ/「ドン・カルロ」全曲 4LP

トモワ=シントウ/バルツァ/ペリー/ ギャウロフ/フレーニ/カレーラス/カップチッリほか

カラヤン/ウィーン・フィルハーモニーほか デジタル カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

82-84年の録音・カラヤン最高の名演！ ステレオ 78年の録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 2531005 ¥6,480 EMI 1C153-00881/83 ¥10,800

P/ドイツ・未開封 ¥6,000 P/ドイツ・未開封 ¥10,000

ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第12・16番＆ ポンキエッリ/「ラ・ジョコンダ」 3LP

第13番（アレグロ） カラス/カップチッリ/コッソットほか 特価

ラサール四重奏団 ヴォット/ミラノ・スカラ座管弦楽団

76年の録音・優秀録音盤 ステレオ BP推薦！ ステレオ
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EMI 137EX 2908253 ¥14,040 DECCA 635466 ¥9,720
P/ドイツ・未開封 ¥13,000 P/ドイツ・未開封 ¥9,000
パガニーニ/ヴァイオリン協奏曲第1番 3LP ドリーブ/バレエ音楽「シルヴィア」 2LP
ラロ/スペイン交響曲ほか DMM
メニューイン/グーセンス/フィルハーモニア管弦楽団 ボニング/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

BP推薦！優秀録音盤！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ
EMI 157EX 2706113 ¥19,440 DECCA 635280 ¥10,800
P/ドイツ・未開封 ¥18,000 P/ドイツ・未開封 ¥10,000
バルトーク/弦楽四重奏曲第１～６番 3LP ヴェルディ/「仮面舞踏会」 3LP

DMM ニルソン/ベルゴンティ/シミオナートほか 特価
アルバン・ベルク四重奏団 デジタル ショルティ/聖チェチーリア音楽院管弦楽団&合唱団

BP推薦！入手難です！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ
PHILIPS R215367 ¥12,960 ARCHIV 198409 ¥5,400
P/ドイツ・未開封（ボックスに小カットあり） ¥12,000 P/ドイツ・未開封 ¥5,000
マーラー/交響曲第2番 2LP モーツァルト/交響曲第6～8番ほか
テ=カナワ/ホーン/タングルウッド・フェスティバル合唱団

小澤/ボストン交響楽団 デジタル パウムガルトナー/カメラータ・アカデミカ・ザルツブルグ

86年の録音・BO推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！ ステレオ
PHILIPS 9500025 ¥5,400 ARCHIV 2722008 ¥10,800
P/オランダ・未開封 ¥5,000 P/ドイツ・未開封 ¥10,000
モーツァルト/ピアノソナタ第11番「トルコ行進曲つき」 ヘンデル/オラトリオ「サウル」 3LP
ピアノソナタ第13番、アダージョ デイヴィス/プライス/アームストロングほか 特価
ブレンデル マッケラス/イギリス室内管弦楽団

BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！ ステレオ
PHILIPS 6500411 ¥9,720 RCA LSC2997 ¥5,400
P/オランダ・未開封 ¥9,000 P/イタリア・未開封 ¥5,000
パガニーニ/ヴァイオリン協奏曲第1&4番 シューマン/ピアノ協奏曲、８つのノヴェレッテ

グリュミオー ルービンスタイン
ベルージ/モンテ・カルロ国立歌劇場管弦楽団 ジュリーニ/シカゴ交響楽団

BP推薦盤！入手難です！ ステレオ ジャケット隅にカットあり・優秀録音盤！ ステレオ
PHILIPS 9500302 ¥5,400 ATLANTIS 95101 ¥10,800
P/オランダ・未開封 ¥5,000 P/ドイツ・未開封 ¥10,000
ラフマニノフ/交響曲第3番、幻想曲「岩」 マスネ/「テレーズ」 3LP

バルツァ/アライザほか 特価
デ・ワールト/ロッテルダム交響楽団 アルブレヒト/RAI国立交響楽団

優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ 入手難です！BP推薦盤！ ステレオ
PHILIPS 6700019 ¥10,800 ATLANTIS 95006 ¥5,400
P/オランダ・未開封 ¥10,000 P/ドイツ・未開封 ¥5,000
ベルリオーズ/「レクイエム」全曲 2LP プロコフィエフ/「ペーターと狼」

（曲目解説と演奏）

デイヴィス/ロンドン交響楽団&合唱団 アルブレヒト/RIAS青少年交響楽団 デジタル
定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ 81年のライヴ録音・入手難！ ステレオ
DECCA SXL6085 ¥5,400 DECCA 635623GF ¥10,800
P/ドイツ・未開封 ¥5,000 P/ドイツ・未開封 ¥10,000
チャイコフスキー/交響曲第５番 ヤナーチェク/「イエヌーファ」 3LP

ポップ/ゼーデルシュトームほか
マゼール/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 マッケラス/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

優秀録音！BP推薦！ ステレオ 優秀録音！BP推薦！ ステレオ
DECCA SXL6164 ¥5,400 HM（キング）　HMLP0001/06 ¥38,880
P/ドイツ・未開封 ¥5,000 P/日本・未開封（新制作） ¥36,000
チャイコフスキー/交響曲第6番 ベートーヴェン/ヴァイオリンソナタ（全10曲） 6LP

（2015年2月春発売予定）
マゼール/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ファウスト/メルニコフ デジタル
優秀録音！BP推薦！ ステレオ 優秀録音！BP推薦！ ステレオ
DECCA 635709 ¥12,960 キング　ANCG30001/12 ¥89,424
P/ドイツ・未開封 ¥12,000 P/日本・未開封（新制作） ¥82,800
シベリウス/交響曲全集（全７曲） 3LP 　　　 「鬼太鼓座コレクション」 12LP

DMM （長岡鉄男氏も絶賛！） 残り1セット
マゼール/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 鬼太鼓座 デジタル
優秀録音！BP推薦！ ステレオ 優秀録音！BP推薦！ ステレオ
DECCA 635600FA ¥9,720 Altus（キング）　ALTLP027/034 ¥43,200
P/ドイツ・未開封 ¥9,000 P/日本・未開封（新制作） ¥40,000
ハイドン/「天地創造」 2LP ブルックナー/交響曲第7＆8番 8LP
バロウズ/ヴォーラーズ/モリスほか ベートーヴェン/交響曲第6＆7番

ショルティ/シカゴ交響楽団＆合唱団 ヨッフム/バンベルク交響楽団ほか デジタル
優秀録音！BP推薦！ ステレオ 1986・92の日本公演の記録・限定盤！ ステレオ
DECCA 635300 ¥10,800
P/ドイツ・未開封 ¥10,000
ヴェルディ/「ナブッコ」 3LP 次のページからは、通常の「中古盤」です。

ゴッビ/スリオティスほか 特価
ガルデッリ/ウィーン国立歌劇場管弦楽団

BP推薦盤！定番的一枚！ ステレオ
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DGG 410653-1 ¥6,480 DECCA 411678-1 ¥5,400

P/フランス・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/フランス・A/A・水色レーベル ¥5,000
シューマン/「子供の情景」、「クライスレリアーナ」 モーツァルト/ピアノ協奏曲第23番、第24番

** カーゾン

アルゲリッチ デジタル クリップス/ロンドン交響楽団

83年録音盤・見開きジャケット入り・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 53年録音盤・BP推薦盤！ モノラル

DGG 2530193 ¥6,480 DECCA 592134 ¥6,480

P/フランス・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/フランス・A/A・水色レーベル ¥6,000

リスト/ピアノソナタ ロ短調 シューベルト/弦楽五重奏曲

シューマン/ピアノソナタ第２番

アルゲリッチ ウェラー四重奏団

71年録音盤・三方見開きジャケット入り ステレオ 70年録音盤・優秀録音盤！・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 2531088 ¥6,480 DECCA 411745-1 ¥6,480

P/フランス・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/フランス・A/A・水色レーベル ¥6,000

バッハ/トッカータ、パルティータ第２番、 ベートーヴェン/ディアベリの主題による33の変奏曲

イギリス組曲第2番

アルゲリッチ バックハウス

79年録音・見開きジャケット入り・ＢＰ推薦！ ステレオ 54年録音盤・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 2562381 ¥5,400 DECCA 411962-1 ¥5,400

P/フランス・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/フランス・A/A・水色レーベル ¥5,000

ビゼー/「アルルの女」第1&2組曲、 ベートーヴェン/ピアノソナタ第２８番、

「カルメン」組曲 第29番「ハンマー・クラヴィーア」

アバド/ロンドン交響楽団 バックハウス

77-80年録音盤・見開きジャケット入り ステレオ 52年録音盤・バックハウス第1回目の録音！ モノラル

DGG 2530707 ¥5,400 DECCA 591345 ¥5,400

P/フランス・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/フランス・A/A・シルバーレーベル ¥5,000

フランク/交響曲ニ短調、交響詩「贖罪」 シューベルト/4つの即興曲

バレンボイム/パリ交響楽団 ルプー デジタル

76年録音盤・見開きジャケット入り ステレオ 82年録音・見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 2530368 ¥5,400 DECCA 591291 ¥5,400

P/フランス・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/フランス・A/A・シルバーレーベル ¥5,000

R.シュトラウス/「死と変容」、4つの最後の歌 シューベルト/ピアノソナタ第19番、

ヤノヴィッツ/ 楽興の時

カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ルプー デジタル

72-73年録音・三方見開きジャケット入り ステレオ 81年録音・見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 2530887 ¥5,400 DECCA 591185 ¥6,480

P/フランス・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/フランス・A/A・シルバーレーベル ¥6,000

バルトーク/「中国の不思議な役人」組曲、 ショスタコーヴィチ/交響曲第14番

弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 ヴァラディ/ディースカウ

小澤/ボストン交響楽団 ハイティンク/アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 デジタル

75-76年録音盤・見開きジャケット入り ステレオ 80年録音盤・見開きジャケット・優秀録音！ ステレオ

DGG 2531124 ¥6,480 PHILIPS 5835103 ¥9,720

P/フランス・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥9,000

シューベルト/交響曲第3番、第8番「未完成」 モーツァルト/ヴァイオリンソナタ第25番、第２８番、

第32番、第３４番

クライバー/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 グリュミオー/ハスキル

78年録音盤・見開きジャケット入り・入手難！ ステレオ 見開きジャケット入り・定番的一枚！・BP推薦！ ステレオ

DGG 413461-1 ¥7,560 PHILIPS 835030LY ¥9,720

P/フランス・A/A・ブルーライン ¥7,000 P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥9,000
モーツァルト/協奏交響曲、ヴァイオリン協奏曲第１番 ヴィヴァルディ/四季

クレーメル/カシュカシアン
アーノンクール/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル アーヨ/イ・ムジチ合奏団

83年録音盤・見開きジャケット入り ステレオ 説明不要の一枚！三方見開きジャケット入り ステレオ

DECCA 592132 ¥12,960 PHILIPS 9500563 ¥5,400

P/フランス・A/A・水色レーベル ¥12,000 P/フランス・A/A・シルバーロゴ ¥5,000

マーラー/交響曲第２番「復活」 2ＬＰ 　　　 ロドリーゴ/アランフェス協奏曲、アンダルシア協奏曲

フェリア/ヴィンセントほか ロメロ/ロメロ四重奏団
クレンペラー/アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 マリナー/アカデミー室内管弦楽団

51年ライヴ！・見開きジャケット入り・BP推薦！ モノラル 見開きジャケット・スピンドル部黒・優秀録音！ ステレオ

DECCA 591202 ¥8,640 PHILIPS 9500314 ¥5,400

P/フランス・A/A・シルバーレーベル ¥8,000 P/フランス・A/A・シルバーロゴ ¥5,000

チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲 ラヴェル/「ボレロ」、「ラ・ヴァルス」、

シベリウス/ヴァイオリン協奏曲 「クープランの墓」、「亡き王女のためのパヴァーヌ」

チョン/プレヴィン/ロンドン交響楽団 ハイティンク/アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

見開きジャケット入り・BP推薦盤！ ステレオ 見開きジャケット・スピンドル部黒・優秀録音！ ステレオ

DECCA 411672-1 ¥6,480 PHILIPS 6747119 ¥12,960

P/フランス・A/A・水色レーベル ¥6,000 P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥12,000

ブラームス/ヴァイオリン協奏曲 ベートーヴェン/交響曲第9番「合唱付き」 2LP

フェラス ネイピア/レイノルズ/ブリリオーズ/リッダーブッシュほか

シューリヒト/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 小澤/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

54年録音盤・BP推薦盤！ モノラル 三方見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ
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PHILIPS 9500623 ¥6,480 CBS 76085 ¥5,400
P/フランス・A/A・シルバーロゴ ¥6,000 P/フランス・A/A・青一つ目 ¥5,000
ブラームス/ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲、 ベルリオーズ/「宗教裁判官」、「トロイアの人々」

ハイドンの主題による協奏曲 「ベアトリスとベネディクト」、序曲「ローマの謝肉祭」

マズア/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 ブーレーズ/ニューヨークフィルハーモニック

見開きジャケット・スピンドル部黒・優秀録音！ ステレオ 見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ
PHILIPS 9500144 ¥7,560 CBS 51068 ¥19,440
P/フランス・A/A・シルバーロゴ ¥7,000 P/フランス・A/A・緑一つ目 ¥18,000
ヴィヴァルディ/チェロ協奏曲(全4曲） バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ バラ３枚組
ワレフスカ 第1番＆パルティータ第1番

レーデル/ネーデルランド室内管弦楽団 シェリング

見開きジャケット・スピンドル部黒・BP推薦！ ステレオ バラ３枚組の１枚目です モノラル
PHILIPS 6500160 ¥9,720 CBS 51069

P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥9,000 P/フランス・A/A・緑一つ目

シューマン/チェロ協奏曲 バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ

ブルッフ/「コル・ニドライ」ほか 第2番＆パルティータ第2番
ワレフスカ/インバル/モンテカルロ国立歌劇場管弦楽団 シェリング

三方見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ バラ３枚組の2枚目です
PHILIPS 6500623 ¥5,400 CBS 51070

P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥5,000 P/フランス・A/A・緑一つ目

ブラームス/ピアノ協奏曲第1番 バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ

ブレンデル 第3番＆パルティータ第3番
イッセルシュテット/アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 シェリング

見開きジャケット・優秀録音！・BP推薦盤！ ステレオ バラ３枚組の3枚目です
PHILIPS 6504040 ¥9,720 CBS 76034 ¥5,400
P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥9,000 P/フランス・A/A・青一つ目 ¥5,000
デュフィー、ルクレールらのヴァイオリンと シャブリエ/絵画的小曲集

チェンバロための協奏曲集

クルトワ/ヴェルレ カサドシュ

三方見開きジャケット・入手難！・BP推薦！ ステレオ 三方見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ
PHILIPS 6504119 ¥9,720 EMI 2C069-02830 ¥6,480
P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥9,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥6,000
スカルラッティ/チェンバロのためのソナタ集 ドヴォルザーク/交響曲第7番

（第１集）

ヴェルレ ジュリーニ/ロンドン交響楽団

三方見開きジャケット・入手難！・BP推薦！ ステレオ 76年録音盤・三方見開きジャケット・優秀録音！ ステレオ
PHILIPS 6504139 ¥9,720 EMI 2C069-02884 ¥6,480
P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥9,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥6,000
スカルラッティ/チェンバロのためのソナタ集 ドヴォルザーク/ピアノ協奏曲

（第2集） リヒテル

ヴェルレ クライバー/バイエルン国立管弦楽団

三方見開きジャケット・入手難！・BP推薦！ ステレオ 76年録音盤・三方見開きジャケット入り ステレオ
CBS 75692 ¥5,400 EMI 2C069-92405 ¥5,400
P/フランス・A/A・青一つ目 ¥5,000 P/フランス・A/A・MELODIYAレーベル ¥5,000
ベートーヴェン/7つのバガテル、6つのバガテル チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」

グールド スヴェトラーノフ/ソビエト国立交響楽団

見開きジャケット入り・BP推薦盤・優秀録音！ ステレオ 三方見開きジャケット入り ステレオ
CBS 75692 ¥5,400 EMI 2C069-02159 ¥5,400
P/フランス・A/A・青一つ目 ¥5,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥5,000
バッハ/ゴルトベルク変奏曲 チャイコフスキー/交響曲第4番

グールド 小澤/パリ管弦楽団
見開きジャケット入り・第一回録音・BP推薦盤！ ステレオ 三方見開きジャケット・優秀録音盤！・BP推薦 ステレオ
CBS S-75234 ¥5,400 EMI 2C069-10867 ¥6,480
P/フランス・A/A・青一つ目 ¥5,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー（角丸） ¥6,000
モーツァルト/ピアノ協奏曲第21番、第24番 　　　 ラヴェル/ピアノ協奏曲、左手のためのピアノ協奏曲

カサドシュ フランソワ

セル/クリーヴランド管弦楽団 クリュイタンス/パリ音楽院管弦楽団

三方見開きジャケット・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ 見開きジャケット入り・定番的一枚！BP推薦！ ステレオ
CBS 75043 ¥6,480 EMI 2C069-90905 ¥7,560
P/フランス・A/A・青一つ目 ¥6,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー（角丸） ¥7,000
モーツァルト/「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲

序曲集（「フィガロ」「魔笛」ほか）＆葬送曲 オイストラフ

ワルター/コロンビア交響楽団 クリュイタンス/フランス国立放送管弦楽団

見開きジャケット入り・定番的一枚！ ステレオ 三方見開きジャケット・優秀録音・BP推薦！ ステレオ
CBS S-75138 ¥6,480 EMI 2C069-02042 ¥5,400
P/フランス・A/A・青一つ目 ¥6,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥5,000
モーツァルト/交響曲第38番「プラハ」、第40番 ベートーヴェン/三重協奏曲

リヒテル/オイストラフ/ロストロポーヴィチ

ワルター/コロンビア交響楽団 カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

三方見開きジャケット入り・定番的一枚！ ステレオ 69年録音盤・見開きジャケット入り ステレオ
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EMI 2C069-02964 ¥6,480 EMI 2C069-10612 ¥7,560

P/フランス・A/A・スタンプニッパー(角丸） ¥6,000 P/フランス・A/A・半円ニッパー ¥7,000

ドヴォルザーク/チェロ協奏曲 ブラームス/ラプソディ、８つの小品（作品76）

サン=サーンス/チェロ協奏曲第１番 ７つの幻想曲（作品116）
ロストロポーヴィチ/ジュリーニ/ロンドン交響楽団 チッコリーニ

77年録音盤・見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

EMI 2C069-02767 ¥6,480 EMI CVC937 ¥8,640

P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥6,000 P/フランス・A/A・半円ニッパー ¥8,000

ハイドン/チェロ協奏曲（2曲） ワーグナー/管弦楽曲集（「ラインの黄金」、

「ワルキューレ」、「ジークフリート」などから）

ロストロポーヴィチ/アカデミー室内管弦楽団 クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

三方見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ 60-61年録音盤・優秀録音盤！・BP推薦盤！ ステレオ

EMI 2C069-10828 ¥19,440 EMI 2C063-00393 ¥16,200

P/フランス・A/A・スタンプニッパー(角丸） ¥18,000 P/フランス・A/A・半円ニッパー ¥15,000

バッハ/無伴奏チェロ組曲第1番、第2番 バラ3枚組 ブラームス/チェロソナタ第１番、第２番

トルトゥリエ デュ・プレ/バレンボイム

60年録音盤・見開きジャケット入り・バラ３枚組の１枚目 ステレオ BP推薦盤・入手難です！ ステレオ

EMI 2C069-10829 EMI CVB2033 ¥14,040

P/フランス・A/A・スタンプニッパー(角丸） P/フランス・A/A・半円ニッパー ¥13,000

バッハ/無伴奏チェロ組曲第3番、第4番 ハイドン/チェロ協奏曲第１番

ボッケリーニ/チェロ協奏曲

トルトゥリエ デュ・プレ/バレンボイム/イギリス室内管弦楽団

60年録音盤・見開きジャケット入り・バラ３枚組の2枚目 BP推薦盤・入手難です！ ステレオ

EMI 2C069-10828 EMI 2C069-01864 ¥5,400

P/フランス・A/A・スタンプニッパー(角丸） P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥5,000

バッハ/無伴奏チェロ組曲第5番、第6番 モーツァルト/ピアノ協奏曲第21番、第２７番

トルトゥリエ バレンボイム/イギリス室内管弦楽団

60年録音盤・見開きジャケット入り・バラ３枚組の3枚目 BP推薦盤・入手難です！ ステレオ

EMI 2702931 ¥8,640 EMI 2C051-00404 ¥7,560

P/フランス・A/A・新ニッパー ¥8,000 P/フランス・A/A・referencesレーベル ¥7,000

ショーソン/詩曲 シューベルト/歌曲集（「音楽に寄せて」、

フォーレ/子守歌　ほか DMM 「恋人はそばに」、「水の上で歌う」ほか）
デュメイ/ローゼンタール/モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル シュヴァルツコップ/フィッシャー

84年録音盤・見開きジャケット入り・入手難！ ステレオ 52年録音盤・BP推薦盤！ モノラル

EMI 7491601 ¥8,640 EMI 2C051-01963 ¥7,560

P/フランス・A/A・新ニッパー ¥8,000 P/フランス・A/A・referencesレーベル ¥7,000
モーツァルト/ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 バッハ/パルティータ第1番、「主よ、人の望みよ、喜びを」

ヴァイオリン協奏曲第３番 DMM モーツァルト/ピアノ協奏曲第8番
デュメイ/クリュヴィヌ/シンフォニア・ヴァルソヴィア デジタル リパッティ

88年録音盤・優秀録音盤！・入手難！ ステレオ BP推薦盤・1950年録音 モノラル

EMI 2C069-03606 ¥5,400 EMI CANHS165F ¥12,960

P/フランス・A/A・スタンプニッパー（角丸） ¥5,000 P/フランス・A/A・金地にニッパー ¥12,000

プロコフィエフ/ピアノソナタ第8番、 ベートーヴェン/ミサ・ソレミヌス

「ロメオとジュリエット」からの10の小品 ゼーダーシュトレーム/ホフゲン/タルヴェラほか

ガヴリーロフ クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

79年録音盤・見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ BP推薦盤・定番的一枚！ ステレオ

EMI 2C069-73000 ¥6,480 Columbia FCXPM30357 ¥6,480

P/フランス・A/A・スタンプニッパー（角丸） ¥6,000 P/フランス・A/A・黒地にシルバーロゴ ¥6,000
プロコフィエフ/ピアノソナタ第3番「古い手帳から」、 テデスコ/ギター協奏曲

第6番、第７番 スペインのギター作品集

ベロフ セコヴィア/シャーマン/ニュー・ロンドン管弦楽団

78年録音盤・見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！ モノラル

EMI 2C069-05541 ¥6,480 EMI CVPM130577 ¥6,480

P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥6,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥6,000

デュファイ/ミサ曲「ス・ラ・ファス・エ・パル」 　　　 ロドリーゴ/アランフェス協奏曲

ジュリアーニ/ギターと管弦楽のための協奏曲

マンロウ/ロンドン古楽コンソート ディアズ/ブルゴス/スペイン国立管弦楽団

三方見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤 ステレオ

EMI 1435631 ¥5,400 Columbia SAXF239 ¥16,200

P/フランス・A/A・新ニッパー ¥5,000 P/フランス・A/A・青地にシルバーロゴ ¥15,000

ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第13番、 スカルラッティ/ピアノソナタ集

大フーガ

アルバン・ベルク四重奏団 デジタル チッコリーニ

83年録音盤・見開きジャケット・BP推薦！ ステレオ 棒付きジャケット・BP推薦盤！・優秀録音盤！ ステレオ

EMI 1435291 ¥5,400 DECCA SXL6862 ¥6,480

P/フランス・A/A・新ニッパー ¥5,000 P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥6,000

シューベルト/弦楽五重奏曲 アルビノーニ/アダージョ オリジナル

パッヘルベル/カノンほか

シフ/アルバン・ベルク四重奏団 デジタル ブレムストラー/ミュンヒンガー/シュトゥットガルト室内管弦楽団

82年録音盤・見開きジャケット・BP推薦！ ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ
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DECCA SXL6330 ¥10,800 DECCA SXL6602 ¥5,400
P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥10,000 P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥5,000
モーツァルト/セレナーデ第4番、 オリジナル シューベルト/ピアノソナタ第18番「幻想」

ホルンと管弦楽のためのロンド
ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルト・アンサンブル アシュケナージ

BP推薦盤・優秀録音！（セレナーデ集第1巻） ステレオ 70年録音盤・BP推薦盤 ステレオ
DECCA SXL6366 ¥10,800 DECCA SXL6354 ¥11,880
P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥10,000 P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥11,000
モーツァルト/ディヴェルティメント第1番、第2番 オリジナル モーツァルト/ピアノ協奏曲第23番、第24番 オリジナル

カーゾン
ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルト・アンサンブル ケルテス/ロンドン交響楽団

BP推薦盤・優秀録音！（セレナーデ集第2巻） ステレオ BP推薦盤・入手難の一枚です！ ステレオ
DECCA SXL6420 ¥10,800 DECCA SXL6852 ¥10,800
P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥10,000 P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥10,000
モーツァルト/セレナーデ第３番、 オリジナル プロコフィエフ/交響曲第3番 オリジナル
第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 スキタイ組曲「アラーとロリー」
ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルト・アンサンブル ウェラー/ロンドン交響楽団

BP推薦盤・優秀録音！（セレナーデ集第3巻） ステレオ BP推薦盤・入手難の一枚です！ ステレオ
DECCA SXL6499 ¥9,720 DECCA SXL6373 ¥8,640
P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥9,000 P/イギリス・A/A・ED3（ラージ・溝なし） ¥8,000
モーツァルト/セレナーデ第1番、 オリジナル ベートーヴェン/ピアノソナタ第32番、6つのバガテル、 オリジナル
音楽の冗談 ポロネーズ
ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルト・アンサンブル カッチェン

BP推薦盤・優秀録音！（セレナーデ集第4巻） ステレオ BP推薦盤・入手難の一枚です！ ステレオ
DECCA SXL6500 ¥9,720 DECCA SXL6486 ¥8,640
P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥9,000 P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥8,000
モーツァルト/カッサシオン オリジナル グリーグ/ピアノソナタホ短調、夜想曲 オリジナル

メンデルスゾーン/3つのカプリッチョ　ほか

ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルト・アンサンブル ラローチャ

BP推薦盤・優秀録音！（セレナーデ集第5巻） ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！入手難の一枚です！ ステレオ
DECCA SXL6615 ¥9,720 DECCA SXL6545 ¥8,640
P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥9,000 P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥8,000
モーツァルト/セレナーデ第9番「ポストホルン」 オリジナル バッハ/イタリア協奏曲、フランス組曲第６番、 オリジナル

イギリス組曲第2番　ほか
ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルト・アンサンブル ラローチャ

BP推薦盤・優秀録音！（セレナーデ集第6巻） ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！入手難の一枚です！ ステレオ
DECCA SXL6614 ¥9,720 DECCA SXL6680 ¥8,640
P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥9,000 P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥8,000
モーツァルト/セレナーデ第７番「ハフナー」 オリジナル ラヴェル/左手のためのピアノ協奏曲 オリジナル

フォーレ/ピアノと管弦楽のための幻想曲
ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルト・アンサンブル ラローチャ/ブルゴス/ロンドン交響楽団

BP推薦盤・優秀録音！（セレナーデ集第7巻） ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！入手難の一枚です！ ステレオ
DECCA SXL6670 ¥9,720 DECCA SXL6493 ¥8,640
P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥9,000 P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥8,000
モーツァルト/ディヴェルティメント第７番、第11番オリジナル シベリウス/ヴァイオリン協奏曲 オリジナル

チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲
ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルト・アンサンブル チョン/プレヴィン/ロンドン交響楽団

BP推薦盤・優秀録音！（セレナーデ集第8巻） ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！入手難の一枚です！ ステレオ
DECCA SXL6747 ¥5,400 DECCA SXL6543 ¥6,480
P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥5,000 P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥6,000
モーツァルト/ミサ曲「三位一体の祝日のためのミサ」 オリジナル ドヴォルザーク/交響詩「水の精」、「真昼の魔女」ほか オリジナル
ハイドン/小オルガンミサ
アメリング/プラニャヴスキ/ミュンヒンガー/ウィーンフィル ケルテス/ロンドン交響楽団

74年録音盤・BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤 ステレオ
DECCA SXL6800 ¥5,400 DECCA SXL6494 ¥8,640
P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥5,000 P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥8,000
ベルリオーズ/劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 オリジナル 　　　 ブルックナー/交響曲第１番

マゼール/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 アバド/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

72年録音盤・BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤・若き日のアバドの名演！ ステレオ
DECCA SXL6709 ¥5,400 DECCA SXL6181 ¥7,560
P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥5,000 P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥7,000
リスト/「タッソー、悲劇と勝利」、メフィスト・ワルツ第１番 オリジナル ベートーヴェン/ピアノソナタ第３２番

ガルッピ/ピアノソナタ第5番ほか

ショルティ/パリ管弦楽団 ミケランジェリ

BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ BP推薦盤 ステレオ
DECCA SXL6184 ¥12,960 DECCA SXL6728 ¥6,480
P/イギリス・A/A・ED3(ラージ・溝なし） ¥12,000 P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥6,000
メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲 ブラームス/ピアノ協奏曲第1番 オリジナル
ブルッフ/ヴァイオリン協奏曲第1番 ルプー

ヴォイコウ/ブルゴス/ロンドン交響楽団 デ・ワールト/ロンドン交響楽団

BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ 74年録音盤・BP推薦盤 ステレオ

4121 4133

4122 4134

4123 4135

4124 4136

4125 4137

4126 4138

4127 4139

4128 4140

4129 4141
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4130 4142

4131 4143

4132 4144



DECCA SXL6741 ¥6,480 Columbia SAX2514 ¥8,640

P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥6,000 P/イギリス・A/A・セミサークル ¥8,000

シューベルト/ピアノソナタ第19番「幻想」 オリジナル シューベルト/交響曲第５番、第8番

2つのスケルツォ **

ルプー クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

74年録音盤・BP推薦盤 ステレオ ジャケット裏に少々書き込み有・BP推薦盤 ステレオ

DECCA SXL6831 ¥6,480 Columbia SAX2367 ¥8,640

P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥6,000 P/イギリス・A/A・赤地に切手音符 ¥8,000
ブラームス/６つのピアノ小品、4つのピアノ小品 R.シュトラウス/「ドン・ファン」、「サロメ」、

ラプソディ 「ティル・シュピーゲル」より

ルプー クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

76年録音盤・BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ

DECCA SXL6931 ¥6,480 Columbia SAX1793 ¥6,480

P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥6,000 P/イギリス・A/A・紺地に金ロゴ ¥6,000

シューベルト/ピアノソナタ第16番、第1番 ** マーラー/交響曲第4番

シュヴァルツコップ

ルプー クレンペラー/フィルハーモニー管弦楽団

79年録音盤・BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤 モノラル

DECCA SXL6097 ¥10,800 EMI ASD3115 ¥8,640

P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥10,000 P/イギリス・A/A・スタンプニッパー ¥8,000

ベートーヴェン/ピアノソナタ第1番、第5番、 プロコフィエフ/交響曲第5番

第6番、第7番

バックハウス プレヴィン/ロンドン交響楽団

BP推薦盤・入手難です！優秀録音！ ステレオ BP推薦盤・ビショップ＆パーカー録音！ ステレオ

DECCA SXL6064 ¥10,800 EMI ALP1979 ¥5,400

P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥10,000 P/イギリス・A/A・半円ニッパー ¥5,000

ベートーヴェン/ピアノソナタ第1２番、第18番 ラヴェル/歌曲集「シャヘラザード」ほか

デ・ロス・アンへレ

バックハウス プレートル/パリ音楽院管弦楽団

BP推薦盤・入手難です！優秀録音！ ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！ モノラル

DECCA SXL6063 ¥10,800 EMI Q4ASD3047 ¥6,480

P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥10,000 P/イギリス・A/A・スタンプニッパー ¥6,000

ベートーヴェン/ピアノソナタ第28番、第17番 リムスキー=コルサコフ/交響組曲「シェヘラザード」

バックハウス ロストロポーヴィチ/パリ管弦楽団

BP推薦盤・入手難です！優秀録音！ ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ

DECCA SXL6301 ¥10,800 EMI RLS726 ¥10,800

P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥10,000 P/イギリス・A/A・モノクロスタンプニッパー ¥10,000

モーツァルト/ピアノソナタ第12番、第10番、 モーツァルト/ピアノ協奏曲第15番、第23番、第２４番 2LP

第4番、第5番、ロンド ピアノソナタ第１１番、第１７番

バックハウス ソロモン/アッカーマン/フィルハーモニア管ほか

BP推薦盤・入手難です！優秀録音！ ステレオ BP推薦盤・５２年録音盤 モノラル

DECCA SXL6393 ¥9,720 EMI ASD2362 ¥6,480

P/イギリス・A/AB・ED4(スモール） ¥9,000 P/イギリス・A/A・半円ニッパー ¥6,000

ブリテン/無伴奏チェロ組曲第1番、第2番 ブラームス/クラリネットソナタ集 オリジナル

（若干ジャケットに傷みあり）

ロストロポーヴィチ ぺイエ/バレンボイム

BP推薦盤・入手難です！優秀録音！ ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ

DECCA SXL6523 ¥6,480 EMI ASD2434 ¥6,480

P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥6,000 P/イギリス・A/A・カラースタンプニッパー ¥6,000

ベートーヴェン/「エロイカ変奏曲」 モーツァルト/ピアノ協奏曲第１４番、第15番 オリジナル

シューベルト/管弦楽曲

カーゾン バレンボイム/イギリス室内管弦楽団

BP推薦盤・入手難です！優秀録音！ ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ

Columbia SAX5259 ¥10,800 Columbia 33CX1645 ¥10,800

P/イギリス・A/A・セミサークル ¥10,000 P/イギリス・A/A・ブルー＆ゴールド ¥10,000
モーツァルト/セレナード第10番「グラン・パルティータ」 オリジナル 　　　 ドニゼッティ/「アンナ・ボレーナ」 オリジナル

トーマス/「ハムレット」などより

クレンペラー/ロンドン木管重奏団 カラス/レッシーニョ/フィルハーモニア管弦楽団

BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ BP推薦盤・「狂乱の場」 モノラル

Columbia SAX2462 ¥32,400 EMI ASD3535 ¥6,480

P/イギリス・A/A・ブルー&シルバー ¥30,000 P/イギリス・A/A・モノクロスタンプニッパー ¥6,000

ブラームス/「アルト・ラプソディ」 オリジナル 「イル・トロヴァトーレ」、「海賊」

ワーグナー/「ヴェーゼンドンクの歌」 「仮面舞踏会」などからのアリア集
ルートヴィヒ/クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 カラス/レッシーニョ/パリ音楽院管弦楽団ほか

BP推薦盤・優秀録音盤！入手難！ ステレオ BP推薦盤・未発表録音集！ ステレオ

Columbia SAX2582 ¥16,200 EMI SLS853 ¥10,800

P/イギリス・A/A・セミサークル ¥15,000 P/イギリス・A/A・新カラースタンプニッパー ¥10,000

ブルックナー/交響曲第6番 オリジナル ロッシーニ/「セビリアの理髪師」全曲 3LP

カラス/ゴッビ/アルヴァ 特価
クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 ガリエラ/フィルハーモニア管弦楽団&合唱団

BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ 定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ

4145 4157

4146 4158

4147 4159

4148 4160

4149 4161

4150 4162

4151 4163

4152 4164

4153 4165
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4154 4166

4155 4167

4156 4168



EMI ASD2338 ¥6,480 ERATO STU70330 ¥9,720
P/イギリス・A/A・スタンプニッパー ¥6,000 P/フランス・A/A・青白レーベル ¥9,000
マーラー/「亡き子をしのぶ歌」、「さすらう若人の歌」 モーツァルト/フルート協奏曲第1番、第2番

ベイカー フルートと管弦楽のためのアンダンテ

バルビローリ/ハレ管弦楽団 ランパル/グシュルバウアー/ウィーン交響楽団

BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ BP推薦盤 ステレオ
EMI ALP1827 ¥6,480 ERATO STU71267 ¥5,400
P/イギリス・A/A・半円ニッパー ¥6,000 P/フランス・A/A・黒地にシルバーロゴ ¥5,000
シューベルト/「白鳥の歌」、「アリンデ」より ベートーヴェン/ピアノソナタ第23番「熱情」

第26番「告別」、第２７番「月光」

F.ディースカウ/ムーア バルビゼ

BP推薦盤・優秀録音盤！ モノラル 79年録音盤・BP推薦盤 ステレオ
EMI ASD575 ¥16,200 ERATO STU71424 ¥6,480
P/イギリス・A/A・金縁レーベル ¥15,000 P/フランス・A/A・黒地にシルバーロゴ ¥6,000
モーツァルト/フルートとハープのための協奏曲 オリジナル バッハ/4台のチェンバロのための協奏曲、

テレマン/フルート協奏曲 3台のチェンバロのための協奏曲第1番、第2番

シェッファー/メニューイン/フィルハーモニア管弦楽団 パイヤール室内管弦楽団・ケフェレックほか

BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ 81年録音盤・BP推薦盤・見開きジャケット ステレオ
EMI ASD251 ¥12,960 ERATO ZL30543 ¥8,640
P/イギリス・A/A・金縁レーベル ¥12,000 P/ドイツ・A/A・紫白レーベル ¥8,000
リムスキー=コルサコフ/「シェヘラザード」 オリジナル バッハ/マニフィカト、ものみな汝を待てり

ぺリン/ペレ/シュヴァルツ/
ビーチャム/ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 コルボ/ローザンヌ室内管弦楽団&合唱団ほか

BP推薦盤・入手難！ ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ
EMI SXDW3021 ¥10,800 ARION 38346 ¥9,720
P/イギリス・A/A・青地スタンプニッパー ¥10,000 P/フランス・A/A・グリーンレーベル ¥9,000
マーラー/交響曲第9番 2LP サン=ジョルジュ/ヴァイオリン協奏曲集

クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 カントロフ/バーナード・トーマス室内管弦楽団

BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤・変わり見開きジャケット入り ステレオ
EMI EX7493751 ¥10,800 ARION 38479 ¥9,720
P/イギリス・A/A・新ニッパー ¥10,000 P/フランス・A/A・ブラックレーベル ¥9,000
チャイコフスキー、ヴィエニャフスキらのヴァイオリン協奏曲 2LP ボッケリーニ/ヴァイオリンソナタ第１番、第2番

ハイフェッツ 第3番、第5番、第６番

バルビローリ/ロンドン交響楽団 DMM パスキエ/ミシェル

BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤・変わり見開きジャケット入り ステレオ
EMI ALP2047 ¥12,960 CF 2304 ¥16,200
P/イギリス・A/A・半円ニッパー ¥12,000 P/フランス・A/A・赤白レーベル ¥15,000
マーラー/交響曲第９番 バラ2LP モーツァルト/ミサ曲第14番「戴冠ミサ」

ランダル/カゾーニほか
バルビローリ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 リステンパルト/ザール室内管弦楽団

BP推薦盤・入手難の一枚です！ モノラル BP推薦盤・ステレオは入手難！ ステレオ
EMI ASD3371 ¥6,480 CF 370 ¥12,960
P/イギリス・A/A・モノクロスタンプニッパー ¥6,000 P/フランス・A/AB・赤白レーベル ¥12,000
ドヴォルザーク/ピアノ協奏曲 モーツァルト/フルート協奏曲第1番、第2番

フルートと管弦楽のためのアンダンテ
リヒテル/クライバー/バイエルン国立管弦楽団 マリアオン/リステンパルト/ザール室内管弦楽団

BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤・ジャケットに少し傷み有・入手難！ ステレオ
CBS 72137 ¥6,480 CH SMS2284 ¥8,640
P/フランス・A/A・青一つ目 ¥6,000 P/フランス・A/A・赤レーベル ¥8,000
モーツァルト/交響曲第３６番「リンツ」、第39番 ブラームス/交響曲第3番、

ハイドンの主題による変奏曲

ワルター/コロンビア交響楽団 シューリヒト/南西ドイツ放送交響楽団（バーデン‐バーデン）

定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤・入手難です！ ステレオ
CBS 72138 ¥5,400 CH SMS2246 ¥8,640
P/フランス・A/A・青一つ目 ¥5,000 P/フランス・A/A・赤レーベル ¥8,000
モーツァルト/交響曲第38番「プラハ」、第40番 　　　 ワーグナー/「リエンツィ」序曲、「ジークフリート」

「ローエングリン」より

ワルター/コロンビア交響楽団 シューリヒト/バイエルン放送交響楽団

定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤・入手難です！ ステレオ
CBS 72005 ¥5,400 ERATO STE50300 ¥16,200
P/フランス・A/A・青一つ目 ¥5,000 P/フランス・A/A・赤白レーベル ¥15,000
モーツァルト/交響曲第41番「ジュピター」、 モーツァルト/交響曲第24番、第28番、第34番 オリジナル
第35番「ハフナー」 （ジャケット背に少し傷み有）

ワルター/コロンビア交響楽団 リステンパルト/ザール放送室内管弦楽団

定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤・非常に入手難です！ ステレオ
ERATO STU50192 ¥16,200 ERATO STE50262 ¥16,200
P/フランス・A/A・赤白レーベル ¥15,000 P/フランス・A/A・赤白レーベル ¥15,000
ボイエルデュー/ハープ協奏曲 モーツァルト/協奏交響曲、 オリジナル
クルムホルツ/ハープ協奏曲第6番 2つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ

ラスキーヌ/パイヤール/パイヤール管弦楽団 リステンパルト/ザール放送室内管弦楽団ほか

64年録音盤・BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤・非常に入手難です！ ステレオ

4169 4181

4170 4182

4171 4183

4172 4184

4173 4185

4174 4186

4175 4187

4176 4188

4177 4189
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4178 4190

4179 4191

4180 4192



ERATO STE50165 ¥14,040 DGG 138961SLPM ¥8,640

P/フランス・A/A・赤白レーベル ¥13,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥8,000

バッハ/無伴奏フルートソナタ シベリウス/ヴァイオリン協奏曲、

テレマン/無伴奏フルートのための幻想曲　ほか フィンランディア

ランパル フェラス/カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

63年録音盤・BP推薦盤 ステレオ 64年録音・BP推薦盤 ステレオ

ERATO STE50058 ¥15,120 DGG 138930SLPM ¥9,720

P/フランス・A/A・赤白レーベル ¥14,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥9,000

ヴィヴァルディ/四季 ブラームス/ヴァイオリン協奏曲

ビュヒナー（ヴァイオリン）
レーデル/ミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団 フェラス/カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

BP推薦盤 ステレオ 64年録音・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ

RCA 440645 ¥9,720 DGG 136257SLPEM ¥10,800

P/フランス・A/A・ブラックレーベル ¥9,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥10,000

クープラン/チェロと管弦楽のための小品 ドリーブ/バレエ「コッペリア」組曲 赤ST

モーツァルト/ディヴェルティメント　ほか ショパン/レ・シルフィード（ダグラス編）

ヤニグロ/ザグレブ室内合奏団 カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

BP推薦盤 ステレオ 61年録音・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ

RCA 640833 ¥9,720 DGG 138921SLPM ¥5,400

P/フランス・A/A・レッドレーベル ¥9,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥5,000

ベルリオーズ/「ロメオとジュリエット」より チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」

ミュンシュ/ボストン交響楽団ほか カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 **

BP推薦盤 ステレオ 64年録音・BP推薦盤 ステレオ

RCA 645068 ¥10,800 DGG 139034SLPM ¥7,560

P/フランス・A/A・レッドレーベル ¥10,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥7,000

フランク/ヴァイオリンソナタ ブラームス/ピアノ協奏曲第2番

ドビュッシー/ヴァイオリンソナタ

フリードマン/プレヴィン アンダ/カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

BP推薦盤・入手難の一枚！ ステレオ 67年録音・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ

RCA 635007 ¥8,640 DGG 138923SLPM ¥6,480

P/フランス・A/A・レッドレーベル ¥8,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥6,000

タルティーニ、チャイコフスキーらの/ ドビュッシー/交響詩「海」、牧神の午後への前奏曲

ヴァイオリン作品集 ラヴェル/「ダフニスとクロエ」第2組曲

フリードマン/スミス カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

BP推薦盤 モノラル 64年録音・BP推薦盤 ステレオ

RCA 645080 ¥8,640 DGG 138803SLPM ¥6,480

P/フランス・A/A・レッドレーベル ¥8,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥6,000

バルトーク/ピアノ協奏曲第1番、第3番 ベートーヴェン/交響曲第4番 赤ST

ゼルキン

小澤/シカゴ交響楽団 ** カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

BP推薦盤・入手難の一枚！ ステレオ 62年録音・BP推薦盤 ステレオ

DGG　139181SLMM ¥9,720 DGG 138804SLPM ¥5,400

P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥9,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥5,000

ドヴォルザーク/交響曲第8番 ベートーヴェン/交響曲第5番

クーベリック/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ** カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

66年録音・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ 62年録音・BP推薦盤 ステレオ

DGG　138659SLPM ¥14,040 DGG 138926SLPM ¥5,400

P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥13,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥5,000

チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」 ブラームス/交響曲第3番、

ハイドンの主題による変奏曲
ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルハーモニー交響楽団 カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

60年録音・BP推薦盤 ステレオ 64年録音・BP推薦盤 ステレオ

DGG 138815SLPM ¥9,720 DGG 139020SLPM ¥5,400

P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥9,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥5,000
モーツァルト/交響曲第40番、第41番「ジュピター」 　　　 ショスタコーヴィチ/交響曲第10番

ベーム/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 **

61-62年録音・BP推薦盤・定番的一枚 ステレオ 66年録音・BP推薦盤 ステレオ

DGG 138076SLPM ¥10,800 DGG 139022SLPM ¥9,720

P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥10,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥9,000

ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番ほか リムスキー=コルサコフ/「シェエラザード」

リヒテル/ヴィスロツキ/ワルシャワ国立フィル カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

59年録音・BP推薦盤・定番的一枚 ステレオ 67年録音・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ

DGG 138077SLPM ¥10,800 DGG 138964SLPM ¥5,400

P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥10,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥5,000

シューマン/ピアノ協奏曲イ短調ほか 赤ST ベルリオーズ/幻想交響曲

リヒテル/ヴィスロツキ/ワルシャワ国立フィル カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

59年録音・BP推薦盤・定番的一枚！ ステレオ 64年録音・BP推薦盤 ステレオ
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DGG 138712SLPM ¥12,960 DGG 139143SLPM ¥9,720
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥12,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥9,000
ベルリオーズ/幻想交響曲 赤ST シューマン/弦楽四重奏曲第1番、第2番

マルケヴィチ/ラムルー管弦楽団 ドロルツ四重奏団

61年録音・BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ
DGG 136549SLPM ¥5,400 DGG 139186/87SLPM ¥12,960
P/ドイツ・A/A・ホワイトレーベル（白レーベル） ¥5,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥12,000
ボヘミアのヴィルトーゾ・トランペット音楽 ハイドン/「太陽四重奏曲」 ばら2枚組

（弦楽四重奏曲第31～36番）
シェルバウム/ジメク/ケンツ室内管弦楽団 ケッケルト四重奏団

BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤 ステレオ
DGG 138111SLPM ¥10,800 DGG 139116SLPM ¥6,480
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥10,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥6,000
バルトーク/ピアノ協奏曲第2番、第3番 赤ST ファリャ/「スペインの庭の夜」

（ジャケットにシールあり） マルティヌー/「協奏的幻想曲」
アンダ/フリッチャイ/ベルリン放送交響楽団 ヴェーバー/クーベリック/バイエルン放送交響楽団

59年録音・PB推薦盤 ステレオ BP推薦盤 ステレオ
DGG 136238SLEPM ¥10,800 DGG 138870SLPM ¥8,640
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥10,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥8,000
ヨハン・シュトラウス作品集 赤ST モーツァルト/ピアノ協奏曲第16番、第23番 赤ステ
ウィーンの森の物語ほか アンダ/

フリッチャイ/ベルリン放送交響楽団 ザルツブルグ・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ

61年録音・BP推薦盤 ステレオ 63年録音・BP推薦盤 ステレオ
DGG 138709SLPM ¥16,200 DGG 138537/40SLPM ¥21,600
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥15,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥20,000
モーツァルト/交響曲第29番、第41番「ジュピター」 赤ST ベートーヴェン/弦楽四重奏曲集 4LP

第12～16番、大フーガ 特価
フリッチャイ/ウィーン交響楽団 アマデウス四重奏団

61年録音・BP推薦盤 ステレオ 62-63年の録音・BP推薦盤 ステレオ
DGG 138683SLPM ¥8,640 DGG 2741023 ¥21,600
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥8,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥20,000
ブラームス/ピアノ協奏曲第2番 ブラームス/交響曲全集、大学祝典序曲、 4LP

ハイドンの主題による変奏曲、悲劇的序曲

アンダ/フリッチャイ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 バーンスタイン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル
60年録音・BP推薦盤 ステレオ 81-82年のライヴ録音・BP推薦盤 ステレオ
DGG 139377SLPM ¥8,640 DGG 2532088 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥8,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥6,000
ドイツギター音楽集 ブラームス/ヴァイオリン協奏曲

クレーメル/バーンスタイン/

ベーレント/越智敬/イェマル ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル
BP推薦盤・入手難です！ ステレオ 82年ライブ録音・BP推薦盤 ステレオ
DGG 18724LPM ¥27,000 DGG 410082-1 ¥4,860
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥25,000 P/ドイツ・A/AB・ブルーラインレーベル ¥4,500
ベートーヴェン/交響曲第5番、 ブラームス/交響曲第2番、大学祝典序曲

「エグモント」序曲 バーンスタイン/
フルトヴェングラー/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル
47年の復帰演奏会・BP推薦盤 モノラル BP推薦盤 ステレオ
DGG 18383LPM ¥12,960 DGG 410083-1 ¥4,860
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥12,000 P/ドイツ・A/AB・ブルーラインレーベル ¥4,500
モーツァルト/ピアノ協奏曲第19番、第27番 ブラームス/交響曲第3番、ハイドンの主題による変奏曲

ハスキル/フリッチャイ/ バーンスタイン/

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ほか ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル
57年録音・BP推薦盤・定番的名盤！ モノラル BP推薦盤 ステレオ
DGG 139304SLPM ¥5,400 DGG 410084-1 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥5,000 P/ドイツ・ブルーラインレーベル ¥5,000
サバレタハープ演奏集 　　　 ブラームス/交響曲第4番、悲劇的序曲
ラヴェル/序奏とアレグロ、ヘンデル/ハープ協奏曲 バーンスタイン/

サバレタ/ケンツ/ケンツ室内管弦楽団 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル
66年録音・BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤 ステレオ
DGG 139150SLPM ¥9,720 DGG 415274-1 ¥9,720
P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥9,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥9,000
モーツァルト/弦楽三重奏のためのディヴェルティメント シューマン/交響曲第1番、第4番

バーンスタイン/

イタリア弦楽三重奏団 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル
BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ 84年ライブ録音・BP推薦盤・入手難！ ステレオ
DGG 138812SLPM ¥6,480 DGG 415481-1 ¥9,720
P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥6,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥9,000
モーツァルト/ピアノ協奏曲第8番、第27番 ベートーヴェン/ピアノソナタ第2番、第4番

**
ケンプ/ライトナー/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 エミール・ギレリス デジタル
62年録音・BP推薦盤 ステレオ 84年録音・BP推薦盤・入手難！ ステレオ
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DGG 2530253 ¥6,480 DGG 410031-1 ¥10,800

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥6,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥10,000
ベートーヴェン/ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」、第28番 ブラームス/ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲ほか

クレーメル/マイスキー/バーンスタイン/

エミール・ギレリス ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 入手難！

72年録音・BP推薦盤 ステレオ 82年ライブ録音・BP推薦盤 ステレオ

DGG 2530406 ¥6,480 DGG 413587-1 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥6,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000

ベートーヴェン/ピアノソナタ第6番、 スメタナ/モルダウ、リスト/交響詩「前奏曲」、

第23番「熱情」 ロッシーニ/「ウィリアム・テル」序曲ほか

エミール・ギレリス カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル

73年録音・BP推薦盤 ステレオ 83-84年録音・BP推薦盤 ステレオ

DGG 423108-1 ¥7,560 DGG 415483-1 ¥9,720

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥7,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥9,000

モーツァルト/弦楽四重奏曲第22番、第23番 モーツァルト/ピアノ三重奏曲「ケーゲルシュタット・トリオ」、

「プロシャ王」第2番、第3番 ヴァイオリンとヴィオラののための二重奏曲第1番、第2番 入手難！

ハーゲン四重奏団 デジタル クレーメル/カシュカシアン/アファナシエフ デジタル

86年録音・BP推薦盤・入手難！ ステレオ 84年録音・ジャケットの下部に切り込みあり ステレオ

DGG 2532041 ¥5,400 DGG 2532030 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000
ラヴェル/ボレロ、亡き王女のためのパヴァーヌ、 ショスタコーヴィチ/交響曲第10番

ラ・ヴァルス、ダフニスとクロエ第2組曲

バレンボイム/パリ管弦楽団 デジタル カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル

81年録音・BP推薦盤 ステレオ 81年録音・BP推薦盤 ステレオ

DGG 2532020 ¥5,400 DGG 410526-1 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000

マーラー/交響曲第1番 サン=サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番

ヴィエニャフスキ/ヴァイオリン協奏曲第2番

アバド/シカゴ交響楽団 デジタル パールマン/バレンボイム/パリ管弦楽団 デジタル

81年録音・BP推薦盤 ステレオ 83年録音・BP推薦盤 ステレオ

DGG 413309-1 ¥5,400 DGG 2538105 ¥9,720

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥9,000

アルビノーニ/アダージョ ブラームス/ヴァイオリンソナタ第1～3番 特価

パッヘルベル/カノンほか （ジャケット下方に少々傷み有）

カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル フェラス/バルビゼ

83年録音・BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤・入手難です！ ステレオ

DGG 2532031 ¥5,400 DGG 139389SLPM ¥9,720

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥9,000
モーツァルト/アイネ・クライネ・ナハトムジーク J.S.バッハ/無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番、

プロコフィエフ/古典交響曲ほか 無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番

カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル シェリング

81年録音・BP推薦盤 ステレオ 67年・BP推薦盤 ステレオ

DGG 415348-1 ¥10,800 DGG 2530730 ¥9,720

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥10,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥9,000

チャイコフスキー/交響曲第4番 J.S.バッハ/無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2、3番

（「シャコンヌ」含む）

カラヤン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル ミルシテイン

84年録音・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ 73年録音・BP推薦盤 ステレオ

DGG 427485-1 ¥9,720 DGG 2530272 ¥9,720

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥9,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥9,000

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第１番 特価 ウェーバー/クラリネット五重奏曲

キーシン/カラヤン/ 入手難 ヒンデミット/クラリネット五重奏曲

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル ウィーンフィル室内アンサンブル

88年ライブ録音、ジャケットの背に小さな傷みあり ステレオ BP推薦盤・入手難です！ ステレオ

DGG 2532010 ¥5,400 DGG 419191-1 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000

ストラヴィンスキー/「ペトルーシュカ」 　　　 エルガー/序奏とアレグロ、弦楽セレナード、エレジー

ヴォーン・ウィリアムス/グリーンスリーヴスによる幻想曲

アバド/ハワード/ロンドン交響楽団 デジタル オルフェウス室内管弦楽団 デジタル

80年録音・BP推薦盤 ステレオ 85年録音・BP推薦盤 ステレオ

DGG 2532053 ¥5,400 DGG 419235-1 ¥10,800

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥10,000

モーツァルト/ピアノ協奏曲第20番、12番 シューマン/ヴァイオリンソナタ第1番、第2番

R.ゼルキン/アバド/ロンドン交響楽団 デジタル アルゲリッチ/クレーメル デジタル

81年録音・BP推薦盤 ステレオ 85年録音・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ

DGG 2532060 ¥5,400 DGG 2531289 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000

モーツァルト/ピアノ協奏曲第9番、17番 ショパン/ピアノソナタ第2番「葬送行進曲付き」

ピアノソナタ第3番

R.ゼルキン/アバド/ロンドン交響楽団 デジタル アルゲリッチ

81年録音・BP推薦盤 ステレオ 67年、74年録音・BP推薦盤 ステレオ
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DGG 139349SLPM ¥6,480 DECCA SXL6067 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥6,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字（ロイヤル） ¥6,000
プロコフィエフ/ピアノ協奏曲第3番 モーツァルト/交響曲第41番「ジュピター」
ラヴェル/ピアノ協奏曲 ハイドン/交響曲第103番「太鼓連打」
アルゲリッチ/アバド/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 カラヤン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

67年録音・BP推薦盤 ステレオ 63年録音・BP推薦盤 ステレオ
DGG 2531042 ¥5,400 DECCA SXL21047 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字レーベル ¥6,000
シューマン/ピアノ協奏曲 チャイコフスキー/「くるみ割り人形」組曲

ショパン/ピアノ協奏曲第2番 グリーグ/「ペールギュント」組曲第1&2番
アルゲリッチ/ロストポーヴィチ/ナショナル交響楽団 カラヤン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

78年録音・BP推薦盤 ステレオ 61年録音・BP推薦盤 ステレオ
Columbia SMC91433 ¥8,640 DECCA SMD1328 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・金縁レーベル ¥8,000 P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000
ハイドン/交響曲第100番「軍隊」、第102番 ドヴォルザーク/交響曲第8番

クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 カラヤン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

優秀録音・BP推薦盤 ステレオ 61-63年録音・BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ
Columbia  SMC91131 ¥8,640 DECCA 642454AS ¥9,720
P/ドイツ・A/A・青地に音符レーベル ¥8,000 P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥9,000
メンデルスゾーン/交響曲第3番「スコットランド」 サン=サーンス/序奏とロンド・カプリチオーソ 

ラヴェル/ツィガーヌ

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 チョン・キョンファ/デュトワ/ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団

優秀録音・BP推薦盤 ステレオ 優秀録音・BP推薦盤・入手難！ ステレオ
EMI SME91696 ¥5,400 DECCA SXL2042 ¥10,800
P/ドイツA/A・金縁レーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・黒地に銀文字レーベル ¥10,000
モーツァルト/ピアノ協奏曲第25番 ストラヴィンスキー/「春の祭典」

セレナーデ第12番
バレンボイム/クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 アンセルメ/スイスロマンド管弦楽団

優秀録音・BP推薦盤 ステレオ 優秀録音・BP推薦盤 ステレオ
EMI 1C15300617/18 ¥10,800 DECCA SXL2003（コーティング剥がれあり） ¥10,800
P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥10,000 ★12/11ここまで P/ドイツ・A/A・黒地に銀文字レーベル ¥10,000
マーラー/交響曲第9番 ベートーヴェン/交響曲第5番、

「エグモント」序曲
クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 2LP アンセルメ/スイスロマンド管弦楽団

見開きジャケット・優秀録音・BP推薦盤 ステレオ 優秀録音・BP推薦盤 ステレオ
EMI 1C06300229 ¥5,400 DECCA SXL21110&11-B ¥16,200
P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字レーベル ¥15,000
シューベルト/「さすらい人」幻想曲 ハイドン/弦楽四重奏曲作品33（全6曲） 2LP
ピアノソナタ第13番 イ長調 （「鳥」＆「冗談」含む）

リヒテル ウェラー四重奏団

優秀録音・BP推薦盤 ステレオ 優秀録音・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ
EMI 1C06502641 ¥6,480 DECCA SXL7007 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパーレーベル ¥6,000 P/オランダ・A/A・シルバーレーベル ¥10,000
R.シュトラウス/交響詩「ドン・キホーテ」 モーツァルト/ピアノ協奏曲第20＆27番

ロストロポーヴィチ/カラヤン （70年録音）

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 カーゾン/ブリテン/イギリス室内管弦楽団

優秀録音・BP推薦盤 ステレオ 優秀録音・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ
EMI 1C06502590 ¥5,400 PHILIPS　A00338L ¥12,960
P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパーレーベル ¥5,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥12,000
プロコフィエフ/交響曲第5番 モーツァルト/ヴァイオリンソナタ　K454＆526

（ジャケットに小さな擦れあり）

プレヴィン/ロンドン交響楽団 グリュミオー/ハスキル

ビショップ＆パーカーの優秀録音・BP推薦盤 ステレオ 説明不要の名盤！入手難！・BP推薦盤 モノラル
EMI 1C06302824 ¥5,400 PHILIPS　835253LY ¥12,960
P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパーレーベル ¥5,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ（小豆色） ¥12,000
ハイドン/交響曲第88番「V字」、第96番「奇蹟」 　　　 モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第5番＆

協奏交響曲（K365）　三方見開きジャケット

プレヴィン/ロンドン交響楽団 グリュミオー/デイヴィス/ロンドン交響楽団ほか

ビショップ＆パーカーの優秀録音・BP推薦盤 ステレオ 説明不要の名盤！優秀録音！・BP推薦盤 ステレオ
DECCA SXL6291 ¥6,480 PHILIPS　6500106 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル（ロイヤル） ¥6,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥10,000
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」 テレマン/12の幻想曲

「オテロ」序曲

ケルテス/ロンドン交響楽団 グリュミオー

優秀録音・BP推薦盤 ステレオ 説明不要の名盤！優秀録音！・BP推薦盤 ステレオ
DECCA 642096AS ¥5,400 PHILIPS　839747LY ¥10,800
P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥10,000
リムスキー=コルサコフ/「シェエラザード」 モーツァルト＆ホフマイスター/二重奏曲

メータ/ロサンジェルス・フィルハーモニック グリュミオー＆ペリチア

優秀録音・BP推薦盤 ステレオ 説明不要の名盤！優秀録音！・BP推薦盤 ステレオ
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PHILIPS　835424LY ¥6,480 PHILIPS　6500326 ¥6,480

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ（小豆色） ¥6,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥6,000

ストラヴィンスキー/「オルフェウス」 ベートーヴェン/ピアノと管楽器のための五重奏曲

モーツァルト/ピアノと管楽のための五重奏曲

デイヴィス/ロンドン交響楽団 ヘブラー/バンベルク木管五重奏団のメンバー

三方見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ

PHILIPS　835167LY ¥10,800 PHILIPS　835216AY ¥5,400

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥10,000 P/オランダ・A/AB・シルバーロゴ ¥5,000

ブラームス/交響曲第2番 モーツァルト/ピアノソナタ第4番、第10番、第18番 特価

「大学祝典序曲」 ロンド イ短調

モントー/ロンドン交響楽団 ヘブラー

三方見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ 説明不要の名盤！ジャケットに小穴2ケあり ステレオ

PHILIPS　835258LY ¥12,960 PHILIPS　835310AY ¥7,560

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ（小豆色） ¥12,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ（小豆色） ¥7,000
ラヴェル/「ボレロ」「マ・メール・ロア」「ラ・ヴァルス」 モーツァルト/ピアノソナタ第7番、第12番、第17番 Hi-Fi

モントー/ロンドン交響楽団 ヘブラー

三方見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ 説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ

PHILIPS　835075LY ¥8,640 PHILIPS　6500526 ¥7,560

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥8,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥7,000

モーツァルト/ピアノ協奏曲第20＆24番 モーツァルト/交響曲第33番、第34番、第32番

ハスキル/マルケヴィッチ/ラムルー管弦楽団 クリップス/コンセルトヘボウ管弦楽団

説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ

PHILIPS　6780017 ¥9,720 PHILIPS　412123-1 ¥10,800

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥9,000 P/オランダ・A/A・シルバーレーベル ¥10,000

モーツァルト/ヴァイオリンソナタ集（全6曲） 2LP モーツァルト/ピアノソナタ第11番、第12番

K301・304・376・378・454・526 幻想曲ニ短調

グリュミオー/ハスキル 内田光子 デジタル

説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 83年録音盤・入手難です！BP推薦！ ステレオ

PHILIPS　6500017 ¥8,640 PHILIPS　422363-1 ¥7,560

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥8,000 P/オランダ・A/A・シルバーレーベル ¥7,000

ヴィヴァルディ/「四季」 * オルフ/「カルミナ・ブラーナ」

グルヴェローヴァ/ハンプソン

ミケルッチ/イ・ムジチ合奏団 小澤/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 入手難！

説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 88年録音盤・優秀録音！BP推薦！ ステレオ

PHILIPS　835016AY ¥16,200 PHILIPS　6514232 ¥6,480

P/オランダ・A/A・HIFI-STEREO（大） ¥15,000 P/オランダ・A/A・ホワイトロゴ ¥6,000
モーツァルト/「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 オリジナル テレマン/オーボエ協奏曲集

「セレナータ・ノットルナ」＆ディヴェルティメントK136

イ・ムジチ合奏団 ホリガー/アカデミー室内管弦楽団 デジタル

説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 優秀録音！BP推薦！ ステレオ

PHILIPS　835005AY ¥10,800 PHILIPS　6514142 ¥5,400

P/オランダ・A/A・HIFI-STEREO（大） ¥10,000 P/オランダ・A/A・ホワイトロゴ ¥5,000
ヴィヴァルディ/フルート協奏曲「ごしきひわ」、 バッハ/カンタータ集（84・54＆209番）

「海の嵐」ほか

タッシナーリ/イ・ムジチ合奏団 アメリング/レッパード/イギリス室内管弦楽団 デジタル

BP推薦！ジャケットに少々傷み有 ステレオ 優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ

PHILIPS　835058AY ¥10,800 PHILIPS　9500563 ¥6,480

P/オランダ・A/A・HIFI-STEREO ¥10,000 P/オランダ・A/A・ホワイトロゴ ¥6,000
ヴィヴァルディ/オーボエ協奏曲、ファゴット協奏曲 ロドリーゴ/アランフェス協奏曲、アンダルシア協奏曲

フルート協奏曲 ロメロ

イ・ムジチ合奏団 マリナー/アカデミー室内管弦楽団

説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ

PHILIPS　9500394 ¥10,800 PHILIPS　412170-1 ¥16,200

P/オランダ・A/A・ホワイトロゴ ¥10,000 P/オランダ・A/A・ホワイトロゴ ¥15,000
シューベルト/ヴァイオリンソナタ第1番、第2番、 　　　 ロドリーゴ/協奏曲集（「アランフェス」「アンダルシア」

第3番、第4番 「ある貴紳のための幻想曲」ほか）

グリュミオー/クロスリー マリナー/アカデミー室内管弦楽団 3ＬＰ

優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ 78-83年録音盤・説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ

PHILIPS　6500053 ¥8,640 DECCA（ACE OF DIAMONDS)　SDD518 ¥12,960

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥8,000 P/イギリス・A/A・白スモール ¥12,000
モーツァルト/ヴァイオリンソナタ第24番、第28番、 モーツァルト/ヴァイオリンソナタ第33番、第42番

第48番

シェリング/ヘブラー ルプー/ゴールドベルク 入手難

説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 74年録音盤・説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ

PHILIPS　6500054 ¥8,640 DECCA（ACE OF DIAMONDS)　SDD516 ¥5,400

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥8,000 P/イギリス・A/A・白スモール ¥5,000
モーツァルト/ヴァイオリンソナタ第３３番、第34番 モーツァルト/ヴァイオリンソナタ第34番、第24番、

第26番

シェリング/ヘブラー ルプー/ゴールドベルク 入手難

説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 74年録音盤・説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ
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DECCA（ACE OF DIAMONDS)　SDD51 ¥12,960 EMI 　1C053-10248 ¥10,800
P/イギリス・A/A・白スモール ¥12,000 P/ドイツ・A/A・青地にモノクロスタンプニッパー ¥10,000
モーツァルト/ヴァイオリンソナタ第36番、第28番 ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲ニ長調

第29番、第25番 コーガン

ルプー/ゴールドベルク 入手難！ シルヴェストリ/パリ音楽院管弦楽団

74年録音盤・説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ
DECCA　SXL6136 ¥16,200 EMI(VSM) 　2C051-03719 ¥10,800
P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝あり） ¥15,000 P/フランス・A/A・Referencesレーベル ¥10,000
コダーイ/「ハーリ・ヤノーシュ」、ガランタ舞曲集 オリジナル ショーソン/ピアノとヴァイオリンと弦楽四重奏のための協奏曲

セーニ フォーレ/舟歌

ケルテス/ロンドン交響楽団 コルトー/ティボー

説明不要の名盤！BP推薦！優秀録音！ ステレオ 31年録音盤・説明不要の名盤！BP推薦！ モノラル
DECCA　SXL6286 ¥14,040 EMI(VSM) 　1435341 ¥7,560
P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥13,000 P/フランス・A/A・Referencesレーベル ¥7,000
プロコフィエフ/「ロメオとジュリエット」より、 オリジナル ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲ニ長調

「道化師」より フーベルマン

アバド/ロンドン交響楽団 セル/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

若き日のアバドの名演！BP推薦！優秀録音！ ステレオ 34年録音！BP推薦！ モノラル
DECCA　SXL6274 ¥21,600 EMI(VSM) 　7610551 ¥10,800
P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥20,000 P/フランス・A/A・Referencesレーベル ¥10,000
ベートーヴェン/交響曲第4番、 オリジナル ドビュッシー、フォーレ、ラヴェルらのヴァイオリンソナタ集

「献堂式」序曲 （ドビュッシー/ヴァイオリンソナタ・「ハバネラ」ほか） DMM
イッセルシュテット/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 コルトー/ティボーほか

説明不要の名盤！BP推薦！優秀録音！ ステレオ 29-36年録音・BP推薦！ モノラル
EMI  1C063-00393 ¥9,720 EMI(VSM) 　2C151-43093/4 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥9,000 P/フランス・A/A・Referencesレーベル ¥10,000
ブラームス/チェロ協奏曲第1番、第2番 ラヴェル/ソナチネ、夜のガスパール＆鏡ほか

2LP
デュ・プレ/バレンボイム ギーゼキング

説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 54年録音盤・BP推薦！ モノラル
EMI  1C037-01943 ¥9,720 CBS 　D37779 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥9,000 P/オランダ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000
シューマン/チェロ協奏曲 バッハ/ゴルトベルク変奏曲

サン=サーンス/チェロ協奏曲第1番
デュ・プレ/バレンボイム/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 グールド デジタル
説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 見開きジャケット入り・説明不要の名盤！ ステレオ
EMI  26227-9 ¥6,480 CBS 　S77270 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥6,000 P/ドイツ・A/A・青一つ目レーベル ¥10,000
ドヴォルザーク/交響曲第8番、 モーツァルト/ピアノソナタ第1番～第7番＆第9番

スラヴ舞曲集第1集 2LP
カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 グールド

説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 見開きジャケット入り・BP推薦盤！ ステレオ
EMI  1C065-02920 ¥5,400 CBS 　78235 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・青一つ目レーベル ¥10,000
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」 モーツァルト/ピアノソナタ第8番、第10～13番

スメタナ/「モルダウ」 第15＆16番、「幻想曲」 2LP
カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 グールド

説明不要の名盤！BP推薦！ ステレオ 65-70年録音・見開きジャケット・BP推薦！ ステレオ
EMI  1C065-03289 ¥5,400 CBS 　77289 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・青一つ目レーベル ¥10,000
シューベルト/交響曲第9番、 バッハ/パルティータ第1番～第6番

2LP
カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 グールド

入手難の一枚です！BP推薦！ ステレオ 57-63年録音・見開きジャケット・BP推薦！ ステレオ
EMI  1C063-02095 ¥7,560 CBS 　S72840 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・金地にカラースタンプニッパー ¥7,000 P/ドイツ・A/A・青一つ目レーベル ¥5,000
ドヴォルザーク/交響曲第8番、 　　　 バッハ/ピアノ協奏曲第2番、第4番

スラヴ舞曲集より 「イタリア協奏曲」

セル/クリーヴランド管弦楽団 グールド/ゴルシュマン/コロンビア交響楽団

入手難の一枚です！BP推薦！ ステレオ 説明不要の名盤！・BP推薦！ ステレオ
EMI 　STE80732 ¥19,440 CBS 　S72637 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・金縁レーベル ¥18,000 P/ドイツ・A/A・青一つ目レーベル ¥5,000
シューベルト/「ロザムンデ」の音楽 バッハ/ピアノ協奏曲第3番、第5番、第7番

グルック/バレエ音楽

ケンぺ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 グールド/ゴルシュマン/コロンビア交響楽団

非常に入手難！BP推薦！ ステレオ 説明不要の名盤！ ステレオ
EMI 　SMVP8015 ¥7,560 CBS 　D337867 ¥22,680
P/ドイツ・A/AB・赤白レーベル ¥7,000 P/オランダ・A/A・ブルーレーベル ¥21,000
ドヴォルザーク/交響曲第9(5)番「新世界より」 バッハ/無伴奏チェロ組曲（全6曲）

（ジャケット角に傷み有） 3LP
ケンぺ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヨーヨー・マ デジタル
なかなか入荷がありません！BP推薦！ ステレオ ボックス入り・入手難の一枚！・BP推薦！ ステレオ
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DGG 138669 SLPM ¥14,040 DGG 138633 SLPM ¥19,440

P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル ¥13,000 P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル(ALLE) ¥18,000

ラロ/チェロ協奏曲 ブラームス/ヴァイオリンソナタ第2番ほか

サン=サーンス/チェロ協奏曲第1番ほか フランク/ヴァイオリンソナタ

フルニエ/マルティノン/ラムルー管弦楽団 シュナイダーハン/ゼーマン

60年録音盤・BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ

DGG 139358 SLPM ¥14,040 DGG 130922 SLPM ¥9,720

P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル ¥13,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥9,000

ハイドン/チェロ協奏曲第1番、第2番 ブルックナー/交響曲第8番

フルニエ デジタル
バウムガルトナー/ルツェルン音楽祭弦楽合奏団 ジュリーニ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 2LP

64年録音盤・BP推薦盤 ステレオ BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ

DGG 138823 SLPM ¥9,720 DGG 413459-1 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル（ALLE) ¥9,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000

ハイドン/交響曲第88番、第98番 マーラー/大地の歌

（ジャケットに少々傷み有） 特価 ファスベンダー/アライサ

ヨッフム/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ジュリーニ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル

61年録音盤・BP推薦盤 ステレオ 84年録音盤・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 136228 SLPEM ¥9,720 DGG 423674-1 ¥16,200
P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル（ALLE) ¥9,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥15,000
ワーグナー/「ジークフリート牧歌」、「マイスタージンガー」、 赤ST ヴェルディ/レクイエム

「トリスタンとイゾルデ」より スウィート/クウィーヴァ/コール 2LP
クーベリック/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ジュリーニ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル

BP推薦盤・優秀録音盤！ ステレオ 89年録音盤・BP推薦盤・非常に入手難！ ステレオ

DGG 138683 SLPM ¥12,960 DGG 427391-1 ¥14,040
P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル（ALLE) ¥12,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥13,000

ブラームス/ピアノ協奏曲第2番 赤ST ドビュッシー/前奏曲集第2集

アンダ

フリッチャイ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ミケランジェリ デジタル
60年録音盤・BP推薦盤・入手困難の一枚です！ ステレオ 88年録音盤・BP推薦盤・非常に入手難！ ステレオ

DGG 139369 SLPM ¥10,800 DGG 427338-1 ¥12,960

P/ドイツ・A/A・白レーベル（プロモ用） ¥10,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥12,000

ドビュッシー/弦楽四重奏曲 メンデルスゾーン/ヴァイオリンとピアノのための二重協奏曲、

ラヴェル/弦楽四重奏 ヴァイオリン協奏曲

ドロルツ四重奏団 クレーメル/アルゲリッチ/オルフェウス交響楽団 デジタル

BP推薦盤 ステレオ 88年録音盤・BP推薦盤・非常に入手難！ ステレオ

DGG 138076 SLPM ¥10,800 DGG 423142-1 ¥12,960

P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル ¥10,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥12,000

ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番、 ブラームス/交響曲第2番、「ハイドン」変奏曲

前奏曲第3番、第5番、第6番、第8番、第12番、第13番

リヒテル/ヴィスロツキ/ワルシャワ国立管弦楽団 カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル

59年録音盤・説明不要の名盤！ ステレオ 86年録音盤・BP推薦盤・非常に入手難！ ステレオ

DGG 138123 SLPM ¥15,120 DGG 410534-1 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル（ALLE) ¥14,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000
ヴェートーヴェン/ヴァイオリンソナタ第7番、第10番 ワーグナー/「トリスタンとイゾルデ」抜粋

プライス/コロ/ファスヴェンダー/ディースカウ

シュナイダーハン/ゼーマン クライバー/ドレスデン・シュターツカペレ デジタル

59年録音盤・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！ ステレオ

DGG 138122 SLPM ¥16,200 DGG 2532003 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル（ALLE) ¥15,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000
ヴェートーヴェン/ヴァイオリンソナタ第3番、第4番、第6番 赤ST ブラームス/交響曲第4番

**

シュナイダーハン/ゼーマン クライバー/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル

59年録音盤・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ 80年録音盤・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 138121 SLPM ¥16,200 DGG 2530516 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル（ALLE) ¥15,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥6,000
ヴェートーヴェン/ヴァイオリンソナタ第1番、第2番、第8番 赤ST 　　　 ベートーヴェン/交響曲第5番「運命」

シュナイダーハン/ゼーマン クライバー/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル

59年録音盤・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ 74年録音盤・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 138678 SLPM ¥19,440 DGG 316018 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル（ALLE） ¥18,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥5,000
モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4番、第5番 赤ST シューベルト/交響曲第8番、第3番

シュナイダーハン
イッセルシュテット/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ほか クライバー/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

60年録音盤・BP推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！ ステレオ

DGG 139101 SLPM ¥16,200 DGG 415483-1 ¥9,720

P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル ¥15,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥9,000
シューベルト/ヴァイオリンソナタ第1番、第2番、第3番 赤ST モーツァルト/「ケーゲスシュタット」トリオ

ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲

シュナイダーハン/クリーン クレーメル/カシュカシアン/アファナシエフ デジタル

BP推薦盤・入手難です！ ステレオ 84年録音盤・BP推薦盤！ ステレオ
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DGG　413810-1 ¥38,880 DGG　138658SLPM ¥31,500

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥36,000 P/ドイツ・A/A・チーリップ（ALLE） ¥30,000
バッハ/無伴奏ヴァイオリンソナタとパルティータ 3LP チャイコフスキー/交響曲第5番 オリジナル

赤ST

ミンツ デジタル ムラヴィンスキー/レニングラードフィル

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1961年録音 ステレオ

EMI　1C153-97313/5 ¥41,040 DGG　138755LPM ¥24,150

P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥38,000 P/ドイツ・A/A・チーリップ（ALLE） ¥23,000

ベートーヴェン/チェロソナタ全集 3LP ドヴォルザーク/チェロ協奏曲 オリジナル

「魔笛」の主題による変奏曲（2曲） 赤ST

デュ・プレ/バレンボイム フルニエ/セル/ベルリンフィルハーモニー

1970年のライヴ録音・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1962年録音 ステレオ

telefunken　SMB25048-T/1-3 ¥43,200 DGG　138670SLPM ¥31,500

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥40,000 P/ドイツ・A/A・チーリップ（ALLE） ¥30,000

ベートーヴェン/チェロソナタ全集 モーツァルト/ピアノ協奏曲第13番 オリジナル

「魔笛」の主題による変奏曲（2曲） 「きらきら星変奏曲」ほか 赤ST

ヘルシャー/ナイ ハスキル/バウムガルトナー/ルツェルン祝祭

ＢＰ推薦盤・入手難です！ 疑似ST BP推薦盤！優秀録音盤！1960年録音 ステレオ

columbia　SAX5275 ¥86,400 DGG　138032SLPM ¥29,400

P/イギリス・A/A・ブルーライン ¥80,000 P/ドイツ・A/A・チーリップ（ALLE） ¥28,000

プロコフィエフ/ヴァイオリン協奏曲（2曲） ブラームス/交響曲第4番 オリジナル

ベートーヴェン/「命名祝日」序曲 赤ST
ミルシュタイン/ジュリーニほか/フィルハーモニア マルケヴィッチ/ラムルー管弦楽団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・非常に入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

EMI　ASD　596/597 ¥162,000 DGG　138922SLPM ¥21,000

P/イギリス・A/A・ブルーライン ¥150,000 P/ドイツ・A/A・チーリップ（ALLE） ¥20,000

マーラー/交響曲第9番 ２LP ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界から」 オリジナル

（このジャケットは、非常にレアです！） 赤ST

バルビローリ/ベルリンフィルハーモニー カラヤン/ベルリンフィルハーモニー

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1964年録音 ステレオ

VALOIS MB327 ¥64,800 DGG　138025SLPM ¥21,000

P/フランス・A/A・紫レーベル ¥60,000 P/ドイツ・A/A・チーリップ（ALLE） ¥20,000

バッハ/無伴奏チェロ組曲第3＆4番 R.シュトラウス/「英雄の生涯」 オリジナル

（カラヤンDGGへのデビュー盤） 赤ST

オネゲル カラヤン/ベルリンフィルハーモニー

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1959年録音 ステレオ

VALOIS MB328 ¥64,800 DGG　139120SLPM ¥21,000

P/フランス・A/A・紫レーベル ¥60,000 P/ドイツ・A/AB・チーリップ（ALLE） ¥20,000

バッハ/無伴奏チェロ組曲第5＆6番 ドヴォルザーク/ヴァイオリン協奏曲 オリジナル

ラヴェル/「ツイガーヌ」 赤ST

オネゲル パイネマン/マーク/チェコフィルハーモニー

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！入手難！ ステレオ

EURODISC 25403XDK ¥70,200 DGG　138709SLPM ¥21,000

P/ドイツ・A/A・ゴールドレーベル ¥65,000 P/ドイツ・A/AB・チーリップ（ALLE） ¥20,000

バッハ/無伴奏チェロ組曲（全6曲） 3LP モーツァルト/交響曲第29番＆41番「ジュピター」 オリジナル

（1964～65年録音） （ジャケット背などに少々痛みあり） 赤ST

マイナルディ フリッチャイ/ウィーン交響楽団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1961年録音 ステレオ

ODEON　XOC804 ¥21,600 DGG　136464SLPEM ¥21,000

P/フランス・A/A・イエローレーベル ¥20,000 P/ドイツ・A/A・チーリップ（ALLE） ¥20,000

ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲 「クレモナの栄光」

リッチがクレモナの15の銘機を弾き分けます

シェリング/ティボー/パリ音楽院管弦楽団 リッチ/ポマース

ＢＰ推薦盤・入手難です！ モノラル BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

HELIODOR(WESTMINSTER）428003 ¥19,440 EMI　ALP1461 ¥29,400

P/ドイツ・A/AB・小豆色レーベル ¥18,000 P/イギリス・A/A・半円ニッパー ¥28,000

ブラームス/ヴァイオリン協奏曲 　　　 モーツァルト/交響曲第29番＆「音楽の冗談」 オリジナル

（若干ジャケットにシールあり）

モリーニ/ロジンスキ/ロンドンフィルハーモニー カンテルリ/フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ モノラル

DGG　18152LPM ¥32,400 columbia　33CX1538 ¥39,900

P/ドイツ・A/AB・チューリップ（ALLE）▽ ¥30,000 P/イギリス・A/A・ブルー＆ゴールド ¥38,000

ドヴォルザーク/ヴァイオリン協奏曲 ブルッフ/スコットランド幻想曲 オリジナル

（ジャケット背に少々切れあり） ヴィニャフスキ/ヴァイオリン協奏曲第1番

マルツィ/フリッチャイ/RIAS交響楽団 レービン/ボールト/フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ モノラル BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ モノラル

DGG　16119LP ¥35,640 columbia　SAX2341 ¥18,900

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE） ¥33,000 P/イギリス・A/A・ブルー＆シルバー ¥18,000

モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第3番 １０インチ ファリャ/「三角帽子」 オリジナル

オリジナル ラヴェル/「ダフニスとクロエ」第二組曲

マルツィ/ヨッフム/バイエルン放送交響楽団 ジュリーニ/フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤・入手難です！ モノラル BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

S5301 S5313

S5302 S5314
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S5305 S5317

S5306 S5318

S5307 S5319

S5308 S5320

S5309 S5321
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DECCA　SET331 ¥14,040 ODEON　XOC809 ¥19,440
P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥13,000 P/フランス・A/A・イエローレーベル ¥18,000
マーラー/「大地の歌」 バッハ/ヴァイオリン協奏曲（全2曲）

キング/F-ディースカウ

バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー シェリング/ブイヨン/コンセール・パドルー

優秀録音盤！・BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ モノラル
DECCA　SXL2241 ¥37,800 RCA　VL32501 ¥25,920
P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥35,000 P/ドイツ・A/A・RED　SEAL ¥24,000
ベートーヴェン/ピアノソナタ第23番「熱情」＆ パガニーニ/「24のカプリス」 2LP
21番「ワルトシュタイン」

バックハウス アッカルド

優秀録音盤！・BP推薦盤！・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！・入手難です！ ステレオ
DECCA　SXL2172 ¥32,400 CAPITOL　STK60690 ¥16,200
P/イギリス・A/AB・ED1（ラージ・溝あり） ¥30,000 P/ドイツ・A/A・ブラックレーベル ¥15,000
ブラームス/ピアノ協奏曲第1番 オリジナル サラサーテ/「チゴイネルワイゼン」 10インチ
（ジャケットに若干の痛みあり） サン-サーンス/「序奏とロンド・カプリチオーソ」

カッチェン/モントゥ/ロンドン交響楽団 レービン/スラトキン/ハリウッドボウル交響楽団

優秀録音盤！・BP推薦盤！・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ
DECCA　SXL6263 ¥21,600 WESTMINSTER　WL30008 ¥15,120
P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥20,000 P/オーストリア・A/A・ブラックレーベル ¥14,000
グリンカ/「ルスランとリュドミラ」序曲 オリジナル シューベルト/弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」

ボロディン/「ダッタン人の踊り」ほか

ショルティ/ロンドン交響楽団 ウィーンコンツェルトハウス四重奏団

優秀録音盤！・BP推薦盤！・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！入手難です！ モノラル
DECCA　SXL6426 ¥86,400 DECCA　SET209-11 ¥32,400
P/イギリス・A/A・ED3（ラージ・溝なし） ¥80,000 P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥30,000
シューベルト/「アルペジーネ」ソナタ オリジナル ヴェルディ/「オテロ」 3LP
ブリッジ/チェロソナタ テバルディ/デル・モナコほか

ロストロポーヴィッチ/ブリテン カラヤン/ウィーンフィルハーモニーほか
優秀録音盤！・BP推薦盤！・非常に入手難です！ ステレオ 説明不要の名盤！入手難です！ＢＰ推薦！ ステレオ
DECCA　SXL2296A ¥32,400
P/フランス・A/A・ED3（ラージ・溝なし） ¥30,000 解説書にテバルディの直筆サインあり

ファリャ/「三角帽子」＆「はかなき人生」

ベルガンサ/アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団

優秀録音盤！・BP推薦盤！・非常に入手難です！ ステレオ
EMI　STE80470 ¥21,600 EMI　1C063-02067 ¥27,000
P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥20,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥25,000
ワーグナー/「ラインの黄金」（抜粋） ベルリオーズ/「ロメオとジュリエット」

オットー/ショック/フランツほか

ケンペ/ベルリン国立歌劇場 ジュリーニ/シカゴ交響楽団

抜粋のみの録音・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！超優秀録音！入手難です！　 ステレオ
columbia　STC80848 ¥37,800
P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥35,000 ジャケットにジュリーニの直筆サイン入り

ドビュッシー/「遊戯」＆管弦楽のための映像

クリュイタンス/パリ音楽院管弦楽団

優秀録音！非常に入手難です！ ステレオ
ERATO　LDE3137 ¥32,400 PHILIPS　6747037　16LP ¥64,800
P/フランス・A/A・緑＆白レーベル ¥30,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥60,000
ブラームス/チェロソナタ集（全2曲） オリジナル ワーグナー/「ニーベルングの指輪」（全曲） 大特価！

ニルソン/アダム/デルネッシュほか 16LP
シュタルケル/セボック ベーム/バイロイト祝祭

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！入手難です！ モノラル BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ
ERATO　DP-43-1 ¥64,800
P/フランス・AB/AB・緑＆白レーベル ¥60,000 解説書に、ニルソン・アダムほかの

ラヴェル/ピアノ三重奏曲 特価 　　　 サインが多数あります！

ルーセル/ピアノ三重奏曲ほか

ランパル/パスキエ・トリオほか

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！入手難です！ モノラル
DGG　LPE17129 ¥16,200 DGG　139234SLPM ¥54,000
P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE） ¥15,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥50,000
ポンキエッリ/「ジョコンダ」抜粋 10インチ ワーグナー/「ジークフリート」（全曲） 5LP
（CETRAとの共同制作） トーマス/スチュワート/リーダーブッシュほか

カラス/ヴォットー/トリノ・イタリア放送響ほか オリジナル カラヤン/ベルリンフィルハーモニー

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！入手難！ モノラル 1969年録音！優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ
DGG　LPM18222 ¥21,600
P/ドイツ・A/AB・チューリップ（ALLE） ¥20,000 ザルツブルグ復活祭会員向け限定特別LP

シューマン/チェロ協奏曲 オリジナル 解説書にカラヤンの直筆サインあり

ハイドン/チェロ協奏曲第2番 特価
マイナルディ/レーマン/ベルリンフィルハーモニー

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！入手難！ ステレオ

S5325 S5337

S5326 S5338

S5327 S5339

S5328 S5340

S5329 S5341

S5330

S5331 S5343

S5332

S5333 S5345
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WERGO WER60080 ¥10,800 OCORA　558651 ¥14,040

P/ドイツ・A/A・ホワイトレーベル ¥10,000 P/フランス・A/A・シルバーレーベル ¥13,000

アイヴズ/コンコード・ソナタ ペルー・天国の島タキーレ

ティカカ湖のケチュア族の音楽

ヘンク

長岡A級　第一巻（55） ステレオ 長岡A級　第二巻（175） 　見開きジャケット ステレオ

WERGO WER60085 ¥10,800 EMI　1C153-01312/15 ¥19,440

P/ドイツ・A/A・ホワイトレーベル ¥10,000 P/ドイツ・A/A・赤地にモノクロニッパー ¥18,000

リゲティ/「グラン・マカーブル」 バッハ/「マタイ受難曲」 4LP

シュワルツコップ/ルードヴィッヒほか

ハワース/デンマーク放送交響楽団ほか クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団ほか

長岡A級　第二巻（197） ステレオ 長岡A級　第二巻（131） 　 ステレオ

HM　HM989 ¥10,800 DECCA　635250EK ¥10,800

P/フランス・A/A・ブラックレーベル ¥10,000 P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥10,000

旧約聖書の音楽 ワーグナー/「ラインの黄金」 特価

ロンドン/フラグスタート/ベーメほか 箱に小痛み

シュザンヌ・アイク・ヴァントゥーラ ショルティ/ウィーンフィルハーモニー 3LP

長岡A級　第三巻（234） 　解説書付 ステレオ 長岡A級　第一巻（40） 　 ステレオ

HM　HM1082 ¥10,800 TELARC　10047 ¥6,480

P/フランス・A/A・ブラックレーベル ¥10,000 P/ドイツ・A/A・レッドレーベル ¥6,000

シャルパンティエ/パストラル チャイコフスキー/交響曲第4番

クリスティ/レ・ザール・フロリサン マゼール/クリーヴランド管弦楽団

長岡A級　第二巻（149） 　解説書付 ステレオ 長岡A級　第一巻（46） 　 ステレオ

HM　HM389 ¥14,040 PHILIPS　9500443 ¥6,480

P/フランス・A/A・ブラックレーベル ¥13,000 P/オランダ・A/A・ホワイトロゴレーベル ¥6,000

アラブ・アンダルシアの音楽 ビゼー/交響曲第1番＆子供の遊び

パニアグア/アトリウム・ムジケ ハイティンク/コンセルトヘボウ

長岡A級　第一巻（6） 　解説書付 ステレオ 長岡A級　第一巻（44） 　 ステレオ

HM　HM335～339 ¥48,600

P/フランス・A/A・ブラックレーベル ¥45,000

カルミナ・ブラーナ（第1～5集） 特価

5ＬＰ

クレマンシック/クレマンシック・コンソート

長岡A級　第二巻（147） 　 ステレオ

COLUMBIA　SAX2315 ¥14,040

P/イギリス・A/A・ハーフムーン ¥13,000

ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲

オイストラフ/クリュイタンス/フランス放送響

BP推薦盤！　優秀録音！　入手難です！ ステレオ

COLUMBIA　SAX2463 ¥9,720

P/イギリス・A/A・ハーフムーン ¥9,000

ドビュッシー/「海」「夜想曲」

ジュリーニ/フィルハーモニア管弦楽団

BP推薦盤！　優秀録音！　入手難です！ ステレオ

COLUMBIA　33CX1645 ¥9,720

P/イギリス・A/A・ブルー＆ゴールド ¥9,000
「狂乱の場」（「アンナ・ボレーナ」「ハムレット」

「海賊」から）

カラス/レッシーニョ/フィルハーモニア管弦楽団）

BP推薦盤！　優秀録音！　入手難です！ モノラル

EMI　ASD2355 ¥10,800

P/イギリス・A/A・半円ニッパー ¥10,000

　　　 ラヴェル/「ダフニスとクロエ」（全曲） オリジナル

ブルゴス/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

CALIOPE　CAL1901 ¥10,800 EMI　SLS851 ¥25,920

P/フランス・A/A・ブラックレーベル ¥10,000 P/イギリス・A/A・モノクロスタンプニッパー ¥24,000

ルネッサンスのフランス・オルガン音楽 マーラー/交響曲第6＆9番

3LP

アンドレ・イゾワール バルビローリ/ニュー・フィルハーモニア＆ベルリンフィル

長岡A級　第二巻（121） 　解説書付 ステレオ バルビローリのマーラーの名演を集めたセット！ ステレオ

ASTREE　AS56 ¥14,040 EMI　SLS5001 ¥25,920

P/フランス・A/A・ブルーレーベル ¥13,000 P/イギリス・A/A・モノクロスタンプニッパー ¥24,000

デカメロン チャイコフスキー/「眠りの森の美女」（全曲） オリジナル

3LP

エステル・ラマンディレ プレヴィン/ロンドン交響楽団

長岡A級　第二巻（113） 　解説書付 ステレオ ビショップ＆パーカーの優秀録音・BP推薦！ ステレオ

3001 3013

3002 3014

3003 3015

3004 3016

3005 3017

3006 3018

3007 3019

3008 3020

3009 3021

―4―

3010 3022

3011 3023

3012 3024



EMI　SLS5070 ¥25,920 PHILIPS　831041LY ¥10,800
P/イギリス・A/A・モノクロスタンプニッパー ¥24,000 P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥10,000
チャイコフスキー/「白鳥の湖」（全曲） オリジナル モーツァルト/ヴァイオリンソナタ集

イダ・ヘンデル（ヴァイオリン） 3LP (K378・304・376＆301）

プレヴィン/ロンドン交響楽団 ハスキル/グリュミオー

ビショップ＆パーカーの優秀録音・BP推薦！ ステレオ 優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！三方見開きジャケット ステレオ
EMI　SLS964 ¥25,920 PHILIPS　839726LY ¥10,800
P/イギリス・A/A・モノクロスタンプニッパー ¥24,000 P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥10,000
プロコフィエフ/「ロメオとジュリエット」（全曲） オリジナル ヴィヴァルディ/フルート協奏曲集「海の嵐」

3LP
プレヴィン/ロンドン交響楽団 ガッゼローニ/イ・ムジチ合奏団

ビショップ＆パーカーの優秀録音・BP推薦！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！三方見開きジャケット ステレオ
columbia　SAXF259 ¥19,440 PHILIPS　835016AY ¥17,280
P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー ¥18,000 P/フランス・A/A・HIFI-STEREO ¥16,000
マーラー/交響曲第4番 モーツァルト/「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

シュワルツコップ 「セレナータ・ノットルナ」＆ディヴェルティメントK136

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 イ・ムジチ合奏団

棒付ジャケット・BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！三方見開きジャケット ステレオ
columbia　CCA1082 ¥10,800 UNICORN　RHS302/3 ¥12,960
P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー ¥10,000 P/オランダ・A/A・白＆青レーベル ¥12,000
モーツァルト/セレナーデ「13管楽器」 マーラー/交響曲第3番 2LP

プロクター（コントラアルト）

クレンペラー/ロンドン管楽アンサンブル ホーレンシュタイン/ロンドン交響楽団

棒付ジャケット・BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！入手難です！1970年録音 ステレオ
columbia　CCA695 ¥10,800 UNICORN　RHS302/3 ¥12,960
P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー ¥10,000 P/オランダ・A/A・白＆青レーベル ¥12,000
ブラームス/交響曲第4番 マーラー/交響曲第3番 2LP

プロクター（コントラアルト）

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 ホーレンシュタイン/ロンドン交響楽団

棒付ジャケット・定番的一枚！入手難です ステレオ BP推薦盤！入手難です！1970年録音 ステレオ
columbia　CCA1030 ¥19,440 UNICORN　RHS320-1 ¥12,960
P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー ¥18,000 P/オランダ・A/A・白＆青レーベル ¥12,000
ショパン/ピアノソナタ第2番「葬送」＆第3番 マーラー/交響曲第6番 2LP

フランソワ ホーレンシュタイン/ストックホルムフィル

棒付ジャケット・BP推薦盤！入手難です ステレオ BP推薦盤！入手難です！1966年録音（ライヴ） ステレオ
columbia　CCA1093 ¥19,440 TURNABOUT　TV343332/3S ¥12,960
P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー ¥18,000 P/オランダ・A/A・緑＆銀レーベル ¥12,000
ファリャ/「恋は魔術師」 マーラー/交響曲第9番 2LP
ラヴェル/「パヴァーヌ」「牧神の午後～」
ジュリーニ/フィルハーモニア/ロス・アンヘレス ホーレンシュタイン/ウィーン交響楽団

棒付ジャケット・BP推薦盤！・優秀録音！ ステレオ BP推薦盤！入手難です！ばら二枚組 ステレオ
EMI　ASDF107 ¥37,800 DECCA　SXL2101/03 ¥16,200
P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー（銀文字） ¥35,000 P/ドイツ・A/A・黒地に銀文字 ¥15,000
ベートーヴェン/交響曲第5番「運命」＆ オリジナル ワーグナー/「ラインの黄金」 3LP
序曲「レオノーレ」第3番 ロンドン/フラグスタート/スヴァンホルムほか

クリュイタンス/ベルリンフィルハーモニー ショルティ/ウィーンフィルハーモニー

棒付ジャケット・BP推薦盤！入手難です！ ステレオ 説明不要の名盤！・優秀録音！BP推薦 ステレオ
EMI　2C165-52511/4（ボックスに少々痛み） ¥37,800 DECCA　SXL20061/65B ¥21,600
P/フランス・A/AB・スタンプニッパー（直角） ¥35,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字 ¥20,000
ブラームス/交響曲第1番 特価 ワーグナー/「ジークフリート」 5LP
ベルリオーズ/「幻想交響曲」・「ボレロ」ほか 4LP ニルソン/ヴィントガッセン/ヘンゲンほか

ミュンシュ/パリ管弦楽団 ショルティ/ウィーンフィルハーモニー
優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ミュンシュの総決算的一枚 ステレオ 説明不要の名盤！・優秀録音！BP推薦 ステレオ
EMI　2M15583082/82 ¥32,400 DECCA　SET292/297 ¥23,760
P/フランス・A/A・ゴールドレーベル ¥30,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字 ¥22,000
バッハ/無伴奏チェロ組曲（全6曲） 3LP 　　　 ワーグナー/「神々の黄昏」 6LP

ニルソン/ヴィントガッセン/ポップほか

シュタルケル ショルティ/ウィーンフィルハーモニー

1957-61年録音・入手難の一枚です！ モノラル 説明不要の名盤！・優秀録音！BP推薦 ステレオ
PHILIPS　835784LY ¥10,800 DECCA　SXL20026/30B ¥21,600
P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥10,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字 ¥20,000
ハイドン/ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ ワーグナー/「トリスタンとイゾルデ」 5LP
モーツァルト/　　〃　　　　　K7・28＆26 ニルソン/ウール/クラウゼほか

ベルナルト/ドレフィス ショルティ/ウィーンフィルハーモニー
優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！三方見開きジャケット ステレオ 説明不要の名盤！・優秀録音！BP推薦 ステレオ
PHILIPS　835841LY ¥9,720 DECCA　635495HD ¥32,400
P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥9,000 P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥30,000
モーツァルト/ヴァイオリンソナタ第40＆42番 ベートーヴェン/ピアノソナタ全集（全32曲） 特価
（ジャケットにシールあり） 10ＬＰ
ハスキル/グリュミオー バックハウス
優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！三方見開きジャケット ステレオ 説明不要の名盤！・優秀録音！BP推薦 ステレオ
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DGG 2530252 ¥5,400 DGG 2530900 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000

ストラヴィンスキー/バレエ「春の祭典」＆ パガニーニ/ヴァイオリン協奏曲第2番（ラ・カンパネラ）

カンタータ「星の王」 ヴァイオリンと管弦楽のためのソナタ「春」ほか

ティルソン・トーマス/ボストン交響楽団 アッカルド/デュトワ/ロンドン交響楽団

1972年録音、若きトーマスの名演 ステレオ 優秀録音盤！1975年録音・BP推薦！ ステレオ

DGG 2535235 ¥4,860 DGG 2530467 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥4,500 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000

チャイコフスキー/交響曲第4番 パガニーニ/ヴァイオリン協奏曲第6番

ムラヴィンスキー/レニングラードフィルハーモニー アッカルド/デュトワ/ロンドン交響楽団

1961年録音、定番的名演の再発盤！BP推薦！ ステレオ 世界初録音！・1975年録音盤・BP推薦！ ステレオ

DGG 2535237 ¥4,860 DGG 2740121 ¥27,000

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥4,500 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥25,000

チャイコフスキー/交響曲第5番 パガニーニ/ヴァイオリン協奏曲全集 5LP

ムラヴィンスキー/レニングラードフィルハーモニー アッカルド/デュトワ/ロンドン交響楽団

1961年録音、定番的名演の再発盤！BP推薦！ ステレオ 75年録音盤 ステレオ

DGG 2530706 ¥5,400 DGG 2530723 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

ベートーヴェン/交響曲第7番 バッハ/イギリス組曲第3番、フランス組曲第5番

トッカータとフーガニ長調（BWV912）ほか

クライバー/ウィーンフィルハーモニー ケンプ

説明不要の名盤！1975-76年録音盤 ステレオ 1975年録音盤・優秀録音盤・BP推薦！ ステレオ

DGG 2535391 ¥5,400 DGG 2531297 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

ドヴォルザーク/ヴァイオリン協奏曲 シューマン/子供の情景、3つのロマンス、アラベスク、

ラヴェル/ツィガーヌ 森の情景、色とりどりの小品

パイネマン/マーグ/チェコフィルハーモニー ケンプ

パイネマンの代表的名盤！優秀録音盤！ ステレオ 1971-72年録音盤・ケンプの和やかな表情！ ステレオ

DGG 2531115 ¥6,480 DGG 2530135 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000

アイネム/管楽五重奏曲 ベートーヴェン/ヴァイオリンソナタ第8番、

エーダー/五重奏曲ほか 第9番「クロイツェル」

ウィーン木管五重奏団 メニューイン/ケンプ

入手難の一枚です！1978年録音盤・BP推薦！ ステレオ 1970年録音・BP推薦盤・定番的一枚！ ステレオ

DGG 2530369 ¥6,480 DGG 2530207 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000

モーツァルト/セレナード第11&12番 ベートーヴェン/ピアノ三重奏曲第5番「幽霊」、

第6番

ウィーンフィルハーモニー管楽合奏団 ケンプ/シェリング/フルニエ

入手難の一枚です！優秀録音・BP推薦！ ステレオ 1969-70年録音、BP推薦・定番的一枚！ ステレオ

DGG 2530089 ¥6,480 DGG 139458 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000
ハイドン/弦楽四重奏曲第75番&第78番「日の出」 ドビュッシー/ベルガマスク組曲、舞曲、2つのアラベスク、

ピアノのために、レントよりおそく、喜びの島、マスク

アマデウス四重奏団 ヴァーシャリ

日本未発売・入手難の一枚です！ ステレオ 1969年録音・ヴァーシャリの貴重なLP・入手難！ ステレオ

DGG 2530720 ¥5,400 DGG 2530792 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/オーストリア・A/A・ブルーライン ¥5,000

モーツァルト/クラリネット五重奏曲 ヴィヴァルディ・トレリ・テレマンほか/

オーボエ四重奏曲 トランペット協奏曲集

ぺイエ/コッホ/アマデウス四重奏団 アンドレ/マッケラス/イングリッシュ室内管弦楽団

1975年録音・定番的一枚！BP推薦！ ステレオ 1976年録音・優秀録音！・BP推薦！ ステレオ

DGG 2531193 ¥6,480 DGG 2531093 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲ヘ長調 　　　 メシアン/世の終わりのための四重奏曲
シューベルト/ヴァイオリンと管弦楽のためのポロネーズほか

クレーメル/チャカロフ/ロンドン交響楽団 ヨルダノフ/テタール/デルスモン/バレンボイム

入手難の一枚です！・1978年録音・BP推薦盤！ ステレオ 1978年録音・BP推薦盤！・優秀録音！ ステレオ

DGG 139125 ¥5,400 DGG 2531090 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

シューマン/「詩人の恋」 シューマン/謝肉祭、ウィーンの謝肉祭の道化

ベートーヴェン/「アデライーデ」ほか

ヴンダーリヒ/ギーゼン バレンボイム

ヴンダーリヒの代表的一枚！1965年録音 ステレオ 1978年録音・BP推薦！ ステレオ

DGG 2530900 ¥5,400 DGG 2530335 ¥5,400

P/ドイツ・AB/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

パガニーニ/ヴァイオリン協奏曲第4番 特価 ブラームス/主題と変奏曲ニ短調、シューマンの主題

ソナタ・ナポレオーネ による変奏曲、ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ

アッカルド/デュトワ/ロンドン交響楽団 バレンボイム

若干ジャケットに痛みあり！・1975年録音 ステレオ 197２年録音盤・見開きジャケット入り ステレオ

3049 3061

3050 3062
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3052 3064
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3055 3067

3056 3068
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DGG　2531056 ¥5,400 DGG　2740216 ¥43,200
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/オーストリア・A/A・ブルーライン ¥40,000
ドビュッシー/交響詩「海」、夜想曲 ベートーヴェン/交響曲全集

8LP
バレンボイム/パリ管弦楽団 バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団

パリ管時代の代表的一枚！・1978年録音 ステレオ 1977-79年録音のウィーンライヴ録音・BP推薦！ ステレオ
DGG　2531054 ¥5,400 DGG　2531077 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
スメタナ/交響詩「モルダウ」、 ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第14番
ブラームス/ハンガリー舞曲第1,3,10番、リスト/前奏曲ほか

バレンボイム/シカゴ交響楽団 バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団

優秀録音盤！・1977年録音・BP推薦盤！ ステレオ 亡き妻のための名演！1977年ライヴ録音 ステレオ
DGG　2531215 ¥5,400 DGG　2530880 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
ドイツ序曲集（「フィガロの結婚」序曲、「オベロン」序曲、 ストラヴィンスキー/バレエ「結婚」、ミサ曲、

「マンフレッド」序曲、「真夏の世の夢」序曲ほか） アルゲリッチ/ツィマーマン/カツァリスほか

バレンボイム/シカゴ交響楽団 バーンスタイン/イギリス・バッハ音楽祭アンサンブルほか

優秀録音盤！・1977-79年録音・BP推薦！ ステレオ 名ピアニストたちの競演！・1977年録音 ステレオ
DGG　2707116 ¥10,800 DGG　2531347 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥10,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
ブルックナー/交響曲第7番、ヘルゴラント、 2LP ベートーヴェン/序曲集（「エグモント」、「プロメテウスの創造物」、

詩編第150篇 「レオノーレ」、「コリオラン」、「シュテファン王」、「フィデリオ」）

ウェルティング/バレンボイム/シカゴ交響楽団ほか バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団

1979年録音・ボックス入り・BP推薦盤！ ステレオ 1979-81年のライヴ録音・BP推薦盤！ ステレオ
DGG　2531079 ¥5,400 DGG　2530329 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
シューベルト/4手のためのピアノ作品集 シェーンベルク/弦楽四重奏曲第1番

エミール&エレーナ・ギレリス ラサール四重奏団

ギレリス親子の貴重な共演！・1978年録音 ステレオ BP推薦盤！・1968-70年録音 ステレオ
DGG　2530655 ¥5,400 DGG　2530351 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
ブラームス/バラード（作品10）、幻想曲(作品116） ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第13番、大フーガ

ギレリス ラサール四重奏団

BP推薦！・優秀録音！1975年録音 ステレオ BP推薦盤！・優秀録音！・1972年録音 ステレオ
DGG　2530476 ¥5,400 DGG　2530921 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
グリーグ/抒情小曲集 ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第14番

ギレリス ラサール四重奏団

1974年録音・BP推薦盤！・優秀録音！ ステレオ BP推薦盤！・優秀録音！・1977年録音 ステレオ
DGG　2531099 ¥5,400 DGG　139349 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/イギリス・A/A・ブルーライン ¥5,000
ショパン/ピアノソナタ第3番、 プロコフィエフ/協奏曲第3番
ポロネーズ第3番「軍隊」、第4番、第6番「英雄」 ラヴェル/ピアノ協奏曲

ギレリス アルゲリッチ/アバド/ベルリンフィルハーモニー管弦楽団

優秀録音！BP推薦盤！1978年録音 ステレオ BP推薦盤！・優秀録音！・1967年録音 ステレオ
DGG　139366 ¥5,400 DGG　2530540 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000
5世紀にわたるスペインのギター音楽 vol.2 ラヴェル/夜のガスパール、ソナチネ、

高雅にして感傷的なワルツ

イエペス アルゲリッチ

BP推薦盤！・1967年録音・優秀録音！ ステレオ アルゲリッチ最高の名盤！1974年録音 ステレオ
DGG　2531208 ¥5,400 DGG　2531294 ¥4,320
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥4,000
ロドリーゴ/マドリガル協奏曲、アランフェスの協奏曲 　　　 ブラームス/ピアノ協奏曲第1番

イエペス/ナヴァロ/フィルハーモニア管弦楽団 ポリーニ/ベーム/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団

定番的一枚！・1979年録音・優秀録音 ステレオ 1979年録音・BP推薦盤！若きポリーニの名演！ ステレオ
DGG　2740216 ¥5,400 DGG　2531057 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
プーランク＆マデルナほか/ギターのための音楽 ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第3番

（20世紀のギター音楽集）

イエペス ポリーニ/ベーム/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団

BP推薦盤！・1976年録音・入手難です！ ステレオ 若きポリーニの名演！・優秀録音盤！1977年録音 ステレオ
DGG　2531718 ¥5,400 DGG　2530456 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
ヴィラ＝ロボス/ギターと小管楽器のための協奏曲 モーツァルト/ピアノ協奏曲第27番、

テデスコ/ギター協奏曲第1番 2台のピアノのための協奏曲

イエペス/ナヴァロ/ロンドン交響楽団 エミール&エレーナ・ギレリス/ベーム/ウィーンフィルハーモニー管

BP推薦盤！・1976年録音 ステレオ ギレリス親子とベームの心温まる名盤！73年録音 ステレオ

3073 3085

3074 3086

3075 3087

3076 3088

3077 3089

3078 3090

3079 3091
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DGG 2530780 ¥5,400 DGG 2530061 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
モーツァルト/交響曲第40番、第41番「ジュピター」 モーツァルト/ピアノソナタ第3番、第8番、

幻想曲ニ短調ほか

ベーム/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 ギレリス

ベーム最後のモーツァルト・76年録音・BP推薦！ ステレオ 70年・ザルツブルグでのライヴ！BP推薦！ ステレオ

DGG 2530411 ¥5,400 DGG 2530248 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・白レーベル（プロモ用） ¥5,000
モーツァルト/クラリネット協奏曲、ファゴット協奏曲、 スメタナ/交響詩「リチャードⅢ世」、「ヴァレンシュタインの陣営」、

プリンツ/ツェーマン 「ハーコン・ヤレル」、プラハの謝肉祭

ベーム/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 クーベリック/バイエルン放送交響楽団

ウィーンフィルの名手たちの競演！72年録音 ステレオ 優秀録音！・71年録音・店主推薦盤！ ステレオ

DGG 2530136 ¥5,400 DGG 2530356 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

モーツァルト/セレナード第10番（13管楽器） モーツァルト/戴冠式ミサ、ミサ・プレヴィス、

「アヴェ・ヴェルム・コルプス」ほか
ベーム/ベルリンフィルハーモニー管楽アンサンブル クーベリック/バイエルン放送交響楽団ほか

ベルリンフィルの名手たちの競演！70年録音 ステレオ 優秀録音！1973年録音 ステレオ

DGG 2530082 ¥5,400 DGG 2530361 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
モーツァルト/セレナード第6番、第9番「ポストホルン」 シューベルト/三重唱曲集

レオン・シュピーラー（ヴァイオリン）

ベーム/ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 アメリング/シュライアー/ラウベンタール/ディースカウ/ムーア

1970年録音・BP推薦盤！・優秀録音！ ステレオ 1972年録音・優秀録音！・BP推薦！ ステレオ

DGG 2531335 ¥5,400 DGG 415484-1 ¥5,400

P/オーストリア・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・AB/A・ブルーライン ¥5,000
モーツァルト/交響曲第29番、第35番「ハフナー」、 ミルシテイン/パガニーニアーナ 特価

フリーメイソンのための葬送音楽 シュニトケ/ア・パガニーニほか

ベーム/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 クレーメル デジタル

ベーム最後のモーツァルト・BP推薦盤！ ステレオ クレーメルの代表的名盤！ジャケットに小痛み ステレオ

DGG 2530783 ¥5,400 DGG 2532046 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

ムソルグスキー/組曲「展覧会の絵」 ロッシーニ/スターバト・マーテル

プロコフィエフ/交響曲第1番「古典交響曲」 リッチャレッリ/ゴンザレス/ライモンディ/

ジュリーニ/シカゴ交響楽団 ジュリーニ/フィルハーモニア管弦楽団 デジタル

シカゴ時代のジュリーニの名演！76年録音！ ステレオ BP推薦盤！1981-82年録音 ステレオ

DGG 2530882 ¥5,400 DGG 2532040 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

シューベルト/交響曲第9番「グレイト」 シューマン/交響曲第3番「ライン」、

「マンフレッド」序曲

ジュリーニ/シカゴ交響楽団 ジュリーニ/ロサンゼルスフィルハーモニー管弦楽団 デジタル

シカゴ時代のジュリーニの名演！77年録音！ ステレオ ロス時代のジュリーニの名演！1980年録音 ステレオ

DGG 2531047 ¥5,400 DGG 415958-1 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000

シューベルト/交響曲第4番「悲劇的」、 モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第1番、

第8番「未完成」 アダージョ、ロンド

ジュリーニ/シカゴ交響楽団 パールマン/レヴァイン/ウィーンフィルハーモニー管 デジタル

シカゴ時代のジュリーニの名演！78年録音！ ステレオ パールマンの美音がすばらしい！85年録音 ステレオ

DGG 2707097 ¥10,800 DGG 415510-1 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥10,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

マーラー/交響曲第9番 ドビュッシー/ピアノ曲集（「子供の領分」、「ベルガマスク組曲」、

2LP 「練習曲集」、前奏曲ほか）

ジュリーニ/シカゴ交響楽団 ワイセンベルク デジタル
「第九」シリーズの名演！・75年録音・BP推薦！ ステレオ 1985年録音・入手難です！ ステレオ

DGG 2530770 ¥5,400 DGG 410643-1 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

リスト/ピアノ協奏曲第1&2番 　　　 バッハ/リュート曲集

ベルマン/ジュリーニ/ウィーンフィルハーモニー管 セルシェル デジタル

ベルマンとの唯一の共演！・1976年録音！ ステレオ 1983年録音・優秀録音盤！・BP推薦！ ステレオ

DGG 2740175 ¥16,200 DGG 419431-1 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥15,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

リスト/巡礼の年(全曲） グリーグ/交響的舞曲集、ノルウェー舞曲、

3LP 抒情組曲

ベルマン ヤルヴィ/エーテボリ交響楽団 デジタル

BP推薦盤！村上小説で登場！ ステレオ 1986年録音・BP推薦！ ステレオ

DGG 2530562 ¥6,480 DGG 410893-1 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000

ウェーベルン・クセナキス・カーゲルほか/ ワーグナー/「ニーベルングの指環」ハイライト

チェロのための作品集 （ワルキューレの紀行・葬送行進曲ほか）

パルム/コンタルスキー バレンボイム/パリ交響楽団 デジタル

超優秀録音！・1974-75年録音・BP推薦！ ステレオ 1983年録音・優秀録音盤！・BP推薦！ ステレオ
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DGG　2532041 ¥5,400 DGG　419233-1 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000
ラヴェル/「ボレロ」、「ラ・ヴァルス」、 ハイドン/交響曲第94番「驚愕」、
「亡き王女のためのパヴァーヌ」、「ダフニスとクロエ」第2組曲 協奏交響曲変ロ長調

バレンボイム/パリ管弦楽団 デジタル バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団ほか デジタル
優秀録音！1981年録音 ステレオ BP推薦盤！・1984-85年のウィーンでのライヴ録音 ステレオ
DGG　410597-1 ¥5,400 DGG　415962-1 ¥7,560
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥7,000
R.シュトラウス/交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」、 モーツァルト/交響曲第36番「リンツ」＆

「マクベス」 第38番「プラハ」
マゼール/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 デジタル バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 デジタル
BP推薦盤！・1983年録音・優秀録音！ ステレオ 入手難です！1984-85年のライヴ録音 ステレオ
DGG　415109-1 ¥5,400 DGG　413776-1 ¥7,560
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥7,000
ベルリオーズ/交響曲「イタリアのハロルド」 モーツァルト/交響曲第39番、第40番

序曲「ローマの謝肉祭」
クリスト/マゼール/ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 デジタル バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 デジタル
1984年ライヴ録音・BP推薦盤！ ステレオ 入手難です！1981年のライヴ録音 ステレオ
DGG　423088-1 ¥6,480 DGG　413355-1 ¥12,960
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥12,000
シューベルト/ミサ曲第6番 ヴェルディ/「トロヴァトーレ」全曲

マッティラ/リボウシェク/ハドリー/ホル/ ドミンゴ、ブラウライト、ファスベンダーほか 3LP
アバド/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団ほか デジタル ジュリーニ/ローマ聖チェチーリア音楽院交響楽団 デジタル
1986年ライヴ録音・入手難の一枚！ ステレオ BP推薦盤！ドミンゴの名演！1984年録音 ステレオ
DGG　423662-1 ¥6,480 DGG　415476-1 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥10,000
ニューイヤー・コンサート1988 マーラー/交響曲第5番＆初期の歌曲集

（青きドナウ・トリッチ　トラッチ・常動曲ほか） ヴァイケル（バリトン） 2LP
アバド/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 デジタル シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団 デジタル
1988年ライヴ録音・ウィーン少年合唱団の共演！ ステレオ BP推薦盤！1985年録音 ステレオ
DGG　415972-1 ¥5,400 DGG　419169-1 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000
ラヴェル/「マ・メール・ロワ」、ボレロ、スペイン狂詩曲 ワーグナー/管弦楽曲集（ジークフリート牧歌、

亡き王女のためのパヴァーヌ 「ニュルンベルク」前奏曲、「オランダ人」序曲ほか

アバド/ロンドン交響楽団 デジタル シノーポリ/ニューヨーク・フィルハーモニック デジタル
BP推薦盤！・1985年録音・優秀録音！ ステレオ 入手難の一枚です！1985年録音・BP推薦盤！ ステレオ
DGG　410988-1 ¥5,400 DGG　415283-1 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000
プロコフィエフ/交響曲第3番、 オペラ合唱曲集（「魔笛」、「フィデリオ」、「魔弾の射手」、

組曲「3つのオレンジへの恋」 「ナブッコ」、「マクベス」、「トロヴァトーレ」、「アイーダ」ほか）

シャイー/ドイツ青少年フィルハーモニー デジタル シノーポリ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団ほか デジタル
入手難の一枚です！・1981年録音 ステレオ BP推薦盤！1982-84年録音！ ステレオ
DGG　2532057 ¥5,400 DGG　423089-1 ¥7,560
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥7,000
ムソルグスキー/組曲「展覧会の絵」(ラヴェル編） フォーレ/「ペレアスとメリザンド」、

ラヴェル/ラ・ヴァルス 夢のあとに、パヴァーヌ

アバド/ロンドン交響楽団 デジタル 小澤征爾/ボストン交響楽団ほか デジタル
BP推薦盤盤！1981年録音・超優秀録音！ ステレオ 1986年録音 ステレオ
DGG　2532082 ¥5,400 DGG　419601-1 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000
ガーシュイン/ラプソディ・インブルー ドヴォルザーク/弦楽四重奏曲「アメリカ」、糸杉

バーンスタイン/「ウェストサイドストーリー」からのシンフォニックダンス コダーイ/弦楽四重奏曲第2番
バーンスタイン/ロス・アンジェルス・フィルハーモニック デジタル ハーゲン四重奏団 デジタル
1982年のライヴ録音、見開きジャケット入り ステレオ 初期のメンバーによる録音！1986年録音 ステレオ
DGG　415274-1 ¥8,640 DGG　415253-1 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥8,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥10,000
シューマン/交響曲第1番「春」、第4番 　　　 バーンスタイン/「ウェスト・サイド・ストーリー」全曲

「波止場」からの交響的組曲 2LP
バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー管 デジタル テ・カナワ、カレーラス、バーンスタインほか デジタル
1984年のライヴ録音、ジャケット裏に小書き込み有 ステレオ バーンスタインの自作自演！1984年の録音 ステレオ
DGG　419190-1 ¥9,720 DGG　415128-1 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥9,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
シューマン/交響曲第2番、 ストラヴィンスキー/3楽章の交響曲、

チェロ協奏曲イ短調 交響曲ハ調
マイスキー/バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー管 デジタル バーンスタイン/イスラエル・フィルハーモニック デジタル
1985年録音 ステレオ 優秀録音！1982-84年録音 ステレオ
DGG　410084-1 ¥5,400 DGG　2532053 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000
ブラームス/交響曲第4番、 モーツァルト/ピアノ協奏曲第12番、第20番

悲劇的序曲
バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 デジタル ゼルキン/アバド/ロンドン交響楽団 デジタル
BP推薦盤！ウィーンでのライヴ録音！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音！1981年録音 ステレオ
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DGG 139122SLPEM ¥6,480 DGG 138918/19 ¥12,960

P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥6,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥12,000

カークパトリック/チェンバロ・リサイタル ブルックナー/交響曲第8番

パーセル/トッカータ、クープラン/第2組曲ほか 2LP

カークパトリック ヨッフム/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 赤ステレオ

BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 64年録音・オリジナル盤、BP推薦盤！ ステレオ

DGG 138844/45SLPM ¥12,960 DGG 139117/118 ¥12,960

P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥12,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥12,000

バッハ/平均律クラヴィーア曲集第1巻 ブルックナー/交響曲第9番、「テ・デウム」

2LP シュターダー/ヴァーグナー/ヘフリガー/ラッガー 2LP

カークパトリック ヨッフム/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

62年録音盤、見開きジャケット入り。BP推薦！ ステレオ 64-65年録音盤、オリジナル盤・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 138816SLPM ¥12,960 DGG 138707SLPM ¥6,480

P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥12,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥6,000

ボッケリーニ/チェロ協奏曲変ロ長調 モーツァルト/ピアノ・ソナタ第8番、第11番、

C.PH.バッハ/チェロ協奏曲イ長調 幻想曲
フルニエ/バウムガルトナー/ルツェルン音楽祭弦楽合奏団 ケンプ

1961年録音・優秀録音・優雅なフルニエ！ ステレオ 優秀録音盤！ケンプの抒情！62年録音 ステレオ

DGG 139119SLPM ¥18,360 DGG 139306SLPM ¥12,960

P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥17,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥12,000

ブラームス/チェロ・ソナタ第1番、第2番 ベートーヴェン/チェロ・ソナタ第3番、第4番、

「魔笛」の主題による7つの変奏曲

フルニエ/フィルクスニー フルニエ/ケンプ

定番的一枚！オリジナル！入手難です！ ステレオ 入手難です！1965年のライヴ録音（パリ） ステレオ

DGG 136020SLPEM ¥6,480 DGG 139337/38SLPM ¥12,960

P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥6,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥12,000

リスト/ハンガリー狂詩曲第1番、第2番 マーラー/交響曲第3番

グリーグ/「ペール・ギュント」組曲第1番、第2番 2LP

クラウス/バンベルク交響楽団 クーベリック/バイエルン放送交響楽団

優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ オリジナル！67年録音、BP推薦！ ステレオ

DGG 139376SLPM ¥5,400 DGG 139389SLPM ¥10,800

P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥5,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥10,000

ヴォルフ/弦楽四重奏曲ニ短調 J.S.バッハ/無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番 特価！

無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番

ラサール四重奏団 シェリング

ラ・サールの珍しいレパートリー！67年録音 ステレオ 1967年録音盤、ジャケットに貼り紙有り。 ステレオ

DGG 138647/48 ¥10,800 DGG 139197 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE) ¥10,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥6,000
リスト/「ファウスト」交響曲、交響詩「前奏曲」 ベートーヴェン/歌曲集

フェレンチク/ブタペスト国立管弦楽団 2LP （「アデライデ」「遥かなる恋人に」ほか）

フリッチャイ/ベルリン放送交響楽団ほか 赤ステレオ ディースカウ/デムス

優秀録音！59年録音！BP推薦！ ステレオ BP推薦盤！1966年録音・優秀録音！ ステレオ

DGG 138534/536SLPM ¥19,440 DGG 139354SLPM ¥7,560

P/ドイツ・A/AB・チューリップ（ALLE) ¥18,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥7,000
ベートーヴェン/中期弦楽四重奏曲集（第7～11番） 特価 ブラームス/クラリネット五重奏曲

ラズモフスキー（3曲）＆「ハープ」ほか 3LP オリジナル

アマデウス四重奏団 赤ステレオ ライスター/アマデウス四重奏団

オリジナル盤！59-60年録音・ジャケットに小難 ステレオ 67年録音盤、ジャケット裏に書き込有り。BP推薦！ ステレオ

DGG 138111SLPM ¥10,800 DGG 138048SLPM ¥7,560

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE) ¥10,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥7,000

バルトーク/ピアノ協奏曲第2番、第3番 赤ステレオ シューベルト/弦楽四重奏曲「死と乙女」、

「四重奏断章」

アンダ/フリッチャイ/ベルリン放送交響楽団 アマデウス四重奏団

1959年録音盤・BP推薦！・オリジナル盤！ ステレオ 定番的一枚！59年録音・BP推薦！ ステレオ

DGG 139126SLPM ¥7,560 DGG 136488SLPM ¥6,480

P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥7,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥6,000
ブラームス/ヴァイオリンとチェロのための協奏曲、 　　　 シューベルト/ピアノ五重奏曲「ます」、

悲劇的序曲 ノットゥルノ変ロ長調
シュナイダーハン/シュタルケル/フリッチャイ/マゼールほか エッシェンバッハ/ケッケルト四重奏団ほか

BP推薦！・オリジナル盤！59-61年録音 ステレオ 1965年録音・優秀録音盤！ ステレオ

DGG 138685SLPM ¥6,480 DGG 139144SLPM ¥7,560

P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥6,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥7,000

シューベルト/交響曲第5番、第6番 シューマン/弦楽四重奏曲第3番、

ピアノ五重奏曲

マゼール/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 エッシェンバッハ/ドロルツ四重奏団

60年録音盤、ジャケット裏に書き込み有 ステレオ 定番的一枚！・BP推薦！ ステレオ

DGG 138967/68 ¥10,800 DGG 138659SLPM ¥19,440

P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥10,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥18,000

ブルックナー/交響曲第5番 チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」

2LP

ヨッフム/バイエルン放送交響楽団 ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルハーモニック

58年録音盤、見開きジャケット入り。 ステレオ 説明不要な名盤！1960年録音・優秀録音！ ステレオ
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DGG　138877SLPM ¥8,640 EMI　1C06310759 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥8,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000
シューベルト/交響曲第9番「グレイト」 ラヴェル/ボレロ、スペイン狂詩曲、ラ・ヴァルス

ベーム/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 クリュイタンス/パリ音楽院管弦楽団

壮年期のベームの名演！1963年録音 ステレオ 定番的一枚！優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ
DGG　138917SLPM ¥7,560 EMI　1C06310759 ¥9,720
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥7,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥9,000
モーツァルト/ピアノ協奏曲第18番、第20番 ハイドン/チェロ協奏曲第１番

ボッケリーニ/チェロ協奏曲 変ロ長調
アンダ/ザルツブルグ・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ デュ・プレ/バレンボイム/イギリス室内管弦楽団

定番的一枚！優秀録音盤！1965年録音 ステレオ BP推薦盤！定番的一枚です！必聴の一枚！ ステレオ
DGG　138822SLPM ¥9,720 EMI　1C06302361 ¥16,200
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥9,000 P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥15,000
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番 ショパン/チェロソナタ ト短調

フランク/チェロソナタ イ長調
リヒテル、カラヤン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 赤ステレオ デュ・プレ/バレンボイム 入手難！
オリジナル盤！1962年録音！説明不要の一枚！ ステレオ BP推薦盤！定番的一枚です！必聴の一枚！ ステレオ
DGG　138803SLPM ¥6,480 EMI　1C03701866 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥6,000 P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥5,000
ベートーヴェン/交響曲第4番 ブラームス/交響曲第3番、

ハイドンの主題による変奏曲
カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 赤ステレオ バルビローリ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

BP推薦盤！1962年録音・優秀録音盤！ ステレオ 定番的一枚！優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ
DGG　138961SLPM ¥8,640 EMI　1C06301899 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥8,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000
シベリウス/ヴァイオリン協奏曲、「フィンランディア」 シェーンベルク/交響詩「ペレアスとメリザンド」

フランス製三方見開きジャケット入り
フェラス/カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 バルビローリ/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

入手難の一枚！1964年録音・BP推薦！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ
DGG　138920SLPM ¥8,640 EMI　1C06301997/98 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・チューリップ(ALLE) ¥8,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥10,000
ストラヴィンスキー/「春の祭典」 マーラー/交響曲第5番＆リュッケルト歌曲集

ベイカー
カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 赤ステレオ バルビローリ/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 2LP
オリジナル盤！1963年録音・BP推薦盤！ ステレオ 定番的一枚！優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ
DGG　139003SLPM ¥5,400 EMI　1C16100237/8S ¥12,960
P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥5,000 P/ドイツ・A/A・青地に白黒スタンプニッパー ¥12,000
バルトーク/管弦楽のための協奏曲 マーラー/交響曲第9番

カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 バルビローリ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 2LP
優秀録音盤！1965年録音・BP推薦盤！ ステレオ 定番的一枚！優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ
DGG　136257SLPEM ¥5,400 EMI　SMA91757 ¥12,960
P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥5,000 P/ドイツ・A/A・白地に金縁（ANGELレーベル） ¥12,000
ドリーブ/「コッペリア」 ブラームス/交響曲第3番＆ハイドン変奏曲

ショパン/「レ・シルフィード」
カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 バルビローリ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

BP推薦盤！1961年録音・優秀録音！ ステレオ 定番的一枚！優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ
DGG　139018 ¥5,400 EMI　1C06301876 ¥8,640
P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥5,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥8,000
チャイコフスキー/交響曲第5番 オリジナル ブラームス/交響曲第4番、大学祝典序曲

カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 バルビローリ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

BP推薦盤！1965年録音 ステレオ 定番的一枚！優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ
DGG　138692SLPM ¥5,400 EMI　1C06302105 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥5,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥6,000
リスト/ハンガリー幻想曲、マゼッパ、ほか 　　　 シベリウス/交響曲第3番、第6番

チェルカスキー/カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 バルビローリ/ハレ管弦楽団

BP推薦盤！・1960年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ
EMI　1C06302257 ¥8,640 EMI　SME91687 ¥7,560
P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥8,000 P/ドイツ・A/A・白地に金縁（ELECTROLA) ¥7,000
武満徹/「カシオペア」 ブラームス/ピアノ協奏曲第1番

石井真木/「遭遇第2番」 バレンボイム
小澤征爾/日本フィルハーモニー交響楽団 バルビローリ/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

非常に入手難です！・BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音！ ステレオ
EMI　1C06101975 ¥5,400 EMI　62329 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・青地に白黒スタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000
レスピーギ/「ローマの松」、「ローマの噴水」 ブルックナー/交響曲第4番「ロマンティック」

ストラヴィンスキー/「花火」、ほか

ブルゴス/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤！ ステレオ 定番的一枚！優秀録音盤！ ステレオ

3169 3181

3170 3182

3171 3183

3172 3184

3173 3185

3174 3186

3175 3187

3176 3188

3177 3189
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EMI　1C15300617/18 ¥12,960 Columbia　SMC91632 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥12,000 P/ドイツ・A/A・白地に金縁レーベル ¥8,000

マーラー/交響曲第9番 ブラームス/交響曲第2番、悲劇的序曲

クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 2LP クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ

EMI　1C06300587 ¥6,480 EMI　1C06311698 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥6,000 P/ドイツ・A/A・半円ニッパー ¥8,000

ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」 ストラヴィンスキー/カプリッチョ、ムーヴメンツ、

ピアノと管楽器のための協奏曲

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 ベロフ/小澤征爾/パリ管弦楽団

クレンペラーの隠れた名盤！BP推薦盤！ ステレオ 若き日の小澤の名盤！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　1C053-00488 ¥5,400 EMI　1C05302000 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・青地に白黒スタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・青地に白黒スタンプニッパー ¥5,000

ベートーヴェン/交響曲第2番、 ベートーヴェン/ピアノソナタ第11、13＆27番

「コリオラン」序曲、「プロメテウスの創造物」序曲

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 バレンボイム

定番的一枚！優秀録音盤！ ステレオ 優秀録音盤！ ステレオ

EMI　1C05300500 ¥5,400 EMI　1C05301999 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・青地に白黒スタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・青地に白黒スタンプニッパー ¥5,000

ベートーヴェン/交響曲第4番、 ベートーヴェン/ピアノソナタ第16、22＆18番

「献堂式」序曲

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 バレンボイム

定番的一枚！優秀録音盤！ ステレオ 優秀録音盤 ステレオ

EMI　1C06300466 ¥5,400 EMI　1C06302769 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥5,000

ブラームス/交響曲第1番 ショパン/24の前奏曲

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 バレンボイム

定番的一枚！優秀録音盤！ ステレオ 優秀録音盤！ ステレオ

EMI　SME91205 ¥6,480 EMI　1C06300329 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥6,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000

モーツァルト/ホルン協奏曲第1～4番 モーツァルト/ピアノ協奏曲第20＆23番

シヴィル/クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 バレンボイム（ピアノ、指揮）/イギリス室内管弦楽団

入手難の一枚です！BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

EMI　1C06300553 ¥4,860 EMI　1C05310091 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥4,500 P/ドイツ・A/A・青地に白黒スタンプニッパー ¥5,000

マーラー/交響曲第4番 シューマン/幻想曲、子供の情景

シュワルツコップ

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 ワイセンベルク

定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

EMI　1C06300613 ¥5,400 EMI　1C06514079 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥5,000
シューマン/交響曲第1番「春」、マンフレッド序曲 ショパン/ピアノソナタ第2＆3番

クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 ワイセンベルク

定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

EMI　SMA91489 ¥12,960 EMI　1C06512578 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・金地に白ニッパー ¥12,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000

ベートーヴェン/「荘厳ミサ曲」 シューマン/子どものためのアルバム
ゼーダーシュトレーム、ヘフゲン、クメント、タルヴェラ

クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団＆合唱団 2LP ワイセンベルク

クンペラーの最高の遺産の一つ！1965年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

Columbia　SMC91335 ¥8,640 EMI　1C15111644/45 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・白地に金縁レーベル ¥8,000 P/ドイツ・A/A・半円ニッパー ¥8,000
モーツァルト/セレナーデ第10番「グラン・パルティータ」 　　　 バッハ/ゴルトベルク変奏曲

クレンペラー/ロンドン管楽五重奏団＆合奏団 ワイセンベルク ２ＬＰ

入手難の一枚です！BP推薦盤！ ステレオ 見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ

Columbia　SMC91356 ¥9,720 EMI　1C05300140 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・白地に金縁レーベル ¥9,000 P/ドイツ・A/A・青地に白黒スタンプニッパー ¥6,000

ブルックナー/交響曲第4番「ロマンティック」 ラヴェル/ピアノ協奏曲 ト長調

ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第4番

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 ミケランジェリ/グラシス/フィルハーモニア管弦楽団 **

優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ ABMの最高の名盤の一つ！BP推薦盤！ ステレオ

Columbia　SMC91631 ¥8,640 CBS　S61046 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・白地に金縁レーベル ¥8,000 P/ドイツ・A/A・赤一つ目レーベル ¥5,000

ブラームス/交響曲第1番 ブラームス/ピアノ協奏曲第2番

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 フライシャー/セル/クリーヴランド管弦楽団

優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！ ステレオ

3193 3205
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3196 3208
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―12―

3202 3214

3203 3215

3204 3216



CBS　S77272 ¥9,720 CBS　S77248 ¥10,800
P/ドイツ・A/B・青一つ目レーベル ¥9,000 P/ドイツ・A/A・赤一つ目レーベル ¥10,000
マーラー/交響曲第6番「悲劇的」＆第10番 マーラー/「大地の歌」、

（第6番は1967年の珍しいライヴ！） 「さすらう若人の歌」、「亡き子をしのぶ歌」

セル/クリーヴランド管弦楽団 2LP ミラー/ワルター/ニューヨークフィルハーモニックほか 2LP
見開きジャケット。ジャケットに少々折れ目あり ステレオ 見開きジャケット ステレオ
CBS　61603 ¥5,400 RCA　640703 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・赤一つ目レーベル ¥5,000 P/フランス・A/A・赤地に銀文字レーベル ¥6,000
シューベルト/交響曲第9番 ハ長調 ショパン/ピアノ協奏曲第１番

ルービンシュタイン/スクロヴァチェフスキ/

セル/クリーヴランド管弦楽団 新交響楽団

BP推薦盤！1957年録音 ステレオ 定番的名盤・BP推薦 ステレオ
CBS　61056 ¥5,400 RCA　645024 ¥5,400
P/ドイツ・A/A・赤一つ目レーベル ¥5,000 P/フランス・A/B・赤地に銀文字レーベル ¥5,000
マーラー/交響曲第4番 ラヴェル/「高雅で感傷的なワルツ」 特価

フォーレ/「夜想曲」33-3

ラスキン/セル/クリーヴランド管弦楽団 ルービンシュタイン

1965年録音！BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！（ジャケット底に切れ有） ステレオ
CBS　61075 ¥5,400 RCA　645044 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・赤一つ目レーベル ¥5,000 P/フランス・A/A・赤地に銀文字レーベル ¥6,000
ドビュッシー/交響詩「海」 ショパン/ポロネーズ第1～6番

ラヴェル/「ダフニスとクロエ」第二組曲　ほか （「軍隊」＆「英雄」ポロネーズ含む）

セル/クリーヴランド管弦楽団 ルービンシュタイン

1963年1月録音・BP推薦盤！ ステレオ 定番的名盤・BP推薦 ステレオ
CBS　64278 ¥5,400 RCA　645045 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・青一つ目レーベル ¥5,000 P/フランス・A/A・赤地に銀文字レーベル ¥6,000
ドビュッシー/「夜想曲」、交響組曲「春」、 ショパン/即興曲第1～3番、幻想即興曲、

クラリネットと管弦楽のための第1狂詩曲 「幻想ポロネーズ第7番」ほか
ペイエ/ブーレーズ/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 ルービンシュタイン

1968年録音・優秀録音盤！ ステレオ 定番的名盤・BP推薦 ステレオ
CBS　72725 ¥5,400 RCA　LEC7050B/1-2 ¥10,800
P/ドイツ・A/B・青一つ目レーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・レッドシールレーベル ¥10,000
ドビュッシー/「映像」全3曲、 ショパン/ノクターン集

ハープと弦楽のための舞曲

ブーレーズ/クリーヴランド管弦楽団 ルービンシュタイン 2LP
1967年録音、ジャケットに僅かな折れ目あり ステレオ 定番的一枚！・BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ
CBS　72807 ¥5,400 RCA　LSC2575 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・青一つ目レーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・赤字に銀文字レーベル ¥6,000
ストラヴィンスキー/「春の祭典」 ショパン/ピアノ協奏曲第1番

ルービンシュタイン/スクロヴァチェフスキ/

ブーレーズ/クリーヴランド管弦楽団 新交響楽団

ブーレーズ最高の名演のひとつ！BP推薦！ ステレオ 定番的一枚！・BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ
CBS　73241 ¥5,400 RCA　LSC2265 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・青一つ目レーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・赤字に銀文字レーベル ¥6,000
ベルク/７つの初期の歌曲、ヴォツェックより3幕 ショパン/ピアノ協奏曲第2番　ほか

歌劇「ヴォツェック」より3幕 ルービンシュタイン/ウォーレンスタイン/

ブーレーズ/パリ管弦楽団 シンフォニー・オブ・ジ・エア・オーケストラ

1966年録音・優秀録音盤！ ステレオ 定番的一枚！・BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ
CBS　73215 ¥5,400 RCA　LSC2726B ¥6,480
P/ドイツ・A/A・青一つ目レーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・赤字に銀文字レーベル ¥6,000
ワーグナー/前奏曲と「愛の死」、「タンホイザー」序曲 ショパン/ワルツ集　第1～14番
「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲　ほか

ブーレーズ/ニューヨークフィルハーモニック ルービンシュタイン

1973年録音・ブーレーズの隠れた名盤！ ステレオ 定番的一枚！・BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ
CBS　S92763 ¥6,480 RCA　LSC2889B ¥6,480
P/ドイツ・A/A・青一つ目レーベル ¥6,000 P/ドイツ・A/A・赤字に金文字レーベル ¥6,000
モーツァルト/交響曲第36番「リンツ」、 　　　 ショパン/舟歌、3つの新しい練習曲

交響曲第35番「ハフナー」 練習曲 ヘ短調、タランテッラ 変イ長調　ほか

ワルター/コロムンビア交響楽団 ルービンシュタイン

定番的一枚！BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 定番的一枚・BP推薦盤！ ステレオ
CBS　S61001 ¥7,560 RCA　LSC2430 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・赤一つ目レーベル ¥7,000 P/ドイツ・A/A・赤字に銀文字レーベル ¥6,000
ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲 ラフマニノフ/パガニーニの主題による狂詩曲

ファリャ/スペインの庭の夜
フランチェスカッティ/ワルター/コロンビア交響楽団 ルービンシュタイン/JORDA/サン・フランシスコ響

1961年録音・BP推薦盤・優秀録音！ ステレオ 定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ
CBS　S77264 ¥12,960 RCA　LSC2751B ¥6,480
P/ドイツ・A/A・赤一つ目レーベル ¥12,000 P/ドイツ・A/A・赤字に銀文字レーベル ¥6,000
モーツァルト/「フィガロの結婚」序曲　ほか ラヴェル/「高雅で感傷的なワルツ」

ハイドン/交響曲第88＆100番「軍隊」 フォーレ/「夜想曲」33-3

ワルター/コロンビア交響楽団 2LP ルービンシュタイン

1958年～61年録音、見開きジャケット ステレオ 華麗なフランス音楽集！BP推薦盤！ ステレオ
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HELIODOR　2548088 ¥5,400 ARCHIV　2708012 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・レッドレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥6,000

ベートーヴェン/交響曲第3番「英雄」 ビーバー/ロザリオソナタ

フリッチャイ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 2LP メルクス/ドライフス/ロッグ/シャイト

名演の復活！BP推薦盤！1958年録音 ステレオ BP推薦盤！1967年録音、見開きジャケット ステレオ

HELIODOR　2548028 ¥12,960 ARCHIV　2722012 ¥22,680

P/ドイツ・A/A・レッドレーベル ¥12,000 P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥21,000

ベートーヴェン/交響曲第5番「運命」 バッハ/ヴァイオリンソナタ(全曲） 特価
無伴奏ヴァイオリンソナタとパルティータ（全曲）

フリッチャイ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 シュナイダーハン/シェリング/イエペス　ほか 7LP

名演の復活！BP推薦盤！1961年録音 ステレオ 箱に僅かな傷あり ステレオ

HELIODOR　2548107 ¥5,400 EMI　2C15173052/4 ¥25,920

P/ドイツ・A/A・レッドレーベル ¥5,000 P/フランス・A/A・レファレンスレーベル ¥24,000

ベートーヴェン/交響曲第7番 モーツァルト/ピアノ三重奏曲 特価

（K254・442・496・502・542・548・564）

フリッチャイ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 クラウス/ボスコフスキー/ヒューブナー 3LP

名演の復活！BP推薦盤！1957年録音 ステレオ 1954年録音・BP推薦盤！（ボックス角に傷み有） モノラル

HELIODOR　2548227 ¥5,400 EMI　1008923 ¥19,440

P/ドイツ・A/A・レッドレーベル ¥5,000 P/フランス・A/A・レファレンスレーベル ¥18,000

ドヴォルザーク/ヴァイオリン協奏曲 バッハ/無伴奏チェロ組曲全集 3LP

ラヴェル/ツィガーヌ
パイネマン/マーク/チェコフィルハーモニー管弦楽団 カザルス

名演の復活！BP推薦盤！ ステレオ 1936-39年録音・定番的名演！BP推薦盤！ モノラル

ARCHIV　198186 ¥10,800 EMI　2C051-01696 ¥7,560

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥10,000 P/フランス・A/A・レファレンスレーベル ¥7,000

バッハ/無伴奏チェロ組曲第1＆2番 スカルラッティ/ピアノソナタ、

シューベルト/4つの即興曲ほか

フルニエ 入手難 リパッティ

1960年録音、見開きジャケット・古典的名盤！ ステレオ BP推薦盤！・1937-1950年録音 モノラル

ARCHIV　198187 ¥10,800 EMI　2905773 ¥19,440

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥10,000 P/フランス・A/A・レファレンスレーベル ¥18,000

バッハ/無伴奏チェロ組曲第3＆4番 スカルラッティ/ピアノソナタ全32曲

フルニエ 入手難 メイエル ２LP

1960年録音、見開きジャケット・古典的名盤！ ステレオ BP推薦盤！1954-55年録音 モノラル

ARCHIV　198188 ¥10,800 EMI　7610551 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥10,000 P/フランス・A/A・レファレンスレーベル ¥8,000

バッハ/無伴奏チェロ組曲第5＆6番 ティボー・リサイタル（ドビュッシー、ラヴェル、 入手難
フォーレ、サン＝サーンス、バッハらの作品集）

フルニエ 入手難 ティボー/コルトーほか

1960年録音、見開きジャケット・古典的名盤！ ステレオ 定番的一枚！BP推薦盤！1922-44年録音 モノラル

ARCHIV　4137281 ¥10,800 EMI　2C051-16419 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥10,000 P/フランス・A/A・レファレンスレーベル ¥8,000

バッハ/フーガの技法、カノン集 ドビュッシー＆ラヴェル/弦楽四重奏曲

2LP

ゲーベル/ムジカ・アンティクヮ・ケルン デジタル カペー四重奏団

1984年録音・BP推薦盤！・優秀録音！ ステレオ 古典的名盤！BP推薦！1927-28年録音 モノラル

ARCHIV　2533420 ¥6,480 EMI　2C051-03587 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥6,000 P/フランス・A/A・レファレンスレーベル ¥6,000

初期のイタリアのヴァイオリン曲集 ベートーヴェン/交響曲第5番「運命」

(ガブリエーリ、ロッシ、フォンターナらの曲集）

ゲーベル/ムジカ・アンティクヮ・ケルン フルトヴェングラー/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1978年録音、見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ WF壮年期の名演・BP推薦！1937年録音 モノラル

ARCHIV　2547078 ¥6,480 EMI　2C151-53678/9 ¥12,960

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥6,000 P/フランス・A/A・レファレンスレーベル ¥12,000
バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第１＆2番 　　　 ベートーヴェン/交響曲第9番、第1番

(「シャコンヌ」含む） シュワルツコップ/ヘンゲン/ホップ/エーデルマン/

シェリング フルトヴェングラー/バイロイト祝祭管/ウィーン・フィルハーモニー管 ２ＬＰ

BP推薦盤！1967年録音 ステレオ 説明不要のの名盤！1951-52年録音 モノラル

ARCHIV　2742003 ¥10,800 EMI　2C051-03719 ¥9,720

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥10,000 P/フランス・A/A・レファレンスレーベル ¥9,000

バッハ/ブランデンブルグ協奏曲第1～6番 ショーソン/ピアノとヴァイオリン、弦楽四重奏のための協奏曲

2LP フォーレ/舟歌

ピノック/イングリッシュ・コンサート デジタル コルトー/ティボーほか 入手難

1982年録音、見開きジャケット ステレオ 古典的名盤！BP推薦！1931年録音 モノラル

ARCHIV　4137311 ¥5,400 EMI  2902901 ¥9,720

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥5,000 P/フランス・A/A・レファレンスレーベル ¥9,000

バッハ/チェンバロ協奏曲第１番、第4番 ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第15番
フルート、ヴァイオリンとチェンバロのための三重協奏曲

スタンデイジ/ピノック/イングリッシュ・コンサート デジタル カペー四重奏団

1984年録音、見開きジャケット ステレオ 古典的名盤！BP推薦！1930年録音 モノラル

3241 3253

3242 3254

3243 3255

3244 3256

3245 3257

3246 3258

3247 3259

3248 3260

3249 3261
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3252 3264



Columbia  FCX30097 ¥6,480 EMI(VSM) 2C065-12017 ¥8,640
P/フランス・A/A・ブルーレーベル ¥6,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥8,000
ショパン/ワルツ集　全14曲 フランク/弦楽四重奏曲

リパッティ パレナン四重奏団

クロス加工紙ジャケット入り・説明不要の名盤！ モノラル BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ
Columbia  FCX30098 ¥6,480 EMI(VSM) 2C065-00553 ¥8,640
P/フランス・A/A・ブルーレーベル ¥6,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥8,000
ショパン/ピアノソナタ第3番、舟歌、 マーラー/交響曲第4番

3つのマズルカ、夜想曲 シュワルツコップ

リパッティ クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

BP推薦盤！クロス加工紙ジャケット入り モノラル 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ
EMI(VSM) FALPPM30043 ¥6,480 EMI(VSM) 2C065-00574 ¥8,640
P/フランス・A/A・セミサークル ¥6,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥8,000
シューベルト/交響曲第7番「未完成」、 モーツァルト/交響曲第40番、

「ロザムンデ」の音楽 交響曲第41番「ジュピター」
フルトヴェングラー/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

BP推薦盤！ モノラル 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ
Columbia  FCX30096 ¥6,480 EMI(VSM) 2C065-00553 ¥5,400
P/フランス・A/A・ブルーレーベル ¥6,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥5,000
シューマン/ピアノ協奏曲 バッハ/「イエスこそ、我が喜び」、

グリーグ/ピアノ協奏曲 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ほか

リパッティ ワイセンベルク
BP推薦盤！優秀録音！クロス加工紙ジャケット入り モノラル 1972-73年録音、見開きジャケット入り ステレオ
EMI(VSM) CVC2131 ¥16,200 EMI(VSM) C069-16229 ¥5,400
P/フランス・A/A・セミサークル ¥15,000 P/フランス・A/A・角丸スタンプニッパー ¥5,000
ベートーヴェン/ピアノソナタ第17番「テンペスト」、 メシアン/前奏曲＆練習曲集

第20番、第22番、第24番「テレーゼ」

ハイドシェック ベロフ

入手難の一枚です！BP推薦盤！ ステレオ 1978年録音、見開きジャケット入り・BP推薦盤！ ステレオ
EMI(VSM) CVB1772/74 ¥32,400 EMI(VSM) C069-73050 ¥5,400
P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥30,000 P/フランス・A/A・角丸スタンプニッパー ¥5,000
リスト/巡礼の年(第2年、イタリア） プーランク/「牝鹿」ほか

第2年補遣・ヴェネツィアとナポリ アンブロシアン・シンガーズ

チッコリーニ 3LP プレートル/フィルハーモニア管弦楽団 デジタル
BP推薦盤！名人芸的な演奏です！優秀録音！ ステレオ 見開きジャケット・BP推薦盤！ ステレオ
EMI(VSM) CVC1104 ¥6,480 EMI(VSM) 2703811 ¥7,560
P/フランス・A/A・セミサークル ¥6,000 P/フランス・A/A・角丸スタンプニッパー ¥7,000
サティ/3つのサラバンド、 ショーソン/ピアノ、ヴァイオリン、弦楽四重奏のための協奏曲、

犬のためのぶよぶよとした前奏曲ほか 弦楽四重奏曲 DMM
チッコリーニ コラール/ドゥメイ/ムイール四重奏団 デジタル
BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ BP推薦盤！・優秀録音！・見開きジャケット ステレオ
EMI(VSM) 2C063-10749 ¥5,400 EMI(VSM) C069-02641 ¥6,480
P/フランス・A/A・セミサークル ¥5,000 P/フランス・A/A・スタンプニッパー ¥6,000
サティ/喜歌劇「メデューサの罠」ほか R.シュトラウス/ドン・キホーテ

ゲッダ/パスカルほか ロストロポーヴィチ/コッホ/
チッコリーニ/ラムルー管弦楽団のソリストたち カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！・三方見開きジャケット ステレオ
EMI(VSM) C053-10885 ¥9,720 EMI(VSM) C069-43229 ¥5,400
P/フランス・A/A・角丸スタンプニッパー ¥9,000 P/フランス・A/A・角丸スタンプニッパー ¥5,000
ベートーヴェン/月光、ショパン/ノクターン、 モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第2番、第4番

別れの曲ほか

チッコリーニ ムター/アバド/フィルハーモニア管弦楽団 デジタル
BP推薦盤！誰でも知ってる名曲の名演！ ステレオ 見開きジャケット、1981年録音・BP推薦盤！ ステレオ
EMI(VSM) CVC746 ¥6,480 EMI(VSM) C069-10291 ¥5,400
P/フランス・A/A・セミサークル ¥6,000 P/フランス・A/A・角丸スタンプニッパー ¥5,000
シューベルト/美しき水車小屋の娘 　　　 ショパン/ポロネーズ第1番から第6番

（「軍隊」＆「英雄」含む）

F-ディースカウ/ムーア フランソワ

定番的一枚！優秀録音！ ステレオ 定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ
Columbia CCA1029 ¥8,640 TRIANON TRI33164 ¥12,960
P/フランス・A/A・青地に音符レーベル ¥8,000 P/フランス・A/A・レッドレーベル ¥12,000
サン＝サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番 ベートーヴェン/交響曲第8番、第9番「合唱付き」

ショーソン/詩曲
ミルシュタイン/フィストゥラーリ/フィルハーモニア管 シューリヒト/パリ音楽院管弦楽団ほか 2LP
定番的一枚！優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！ステレオ盤は珍しい！ ステレオ
EMI(VSM) 2C063-90121 ¥6,480 DECCA SXL6132 ¥9,720
P/フランス・A/A・Melodiyaレーベル ¥6,000 P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝） ¥9,000
シューベルト/楽興のとき モーツァルト/舞曲と行進曲集　vol.1

シューマン/4つの夜曲

ギレリス ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルトアンサンブル

BP推薦盤！ジャケット裏に書き込み有 ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

3265 3277

3266 3278

3267 3279

3268 3280

3269 3281

3270 3282

3271 3283

3272 3284

3273 3285
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3274 3286

3275 3287

3276 3288



DECCA SXL6132 ¥8,640 LONDON SR33198 ¥12,960

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥8,000 P/イギリス・A/A・London(ラージ） ¥12,000

モーツァルト/舞曲と行進曲集　vol.2 ワーグナー/歌曲集（「オランダ人」、「名歌手」、

「ワルキューレ」からのアリア集
ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルトアンサンブル ロンドン/クナッパーズブッシュ/ウィーン・フィルハーモニー管

優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ 「ヴォータンの告別」は超名演！優秀録音！ ステレオ

DECCA SXL6670 ¥8,640 PHILIPS 6768017 ¥25,920

P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥8,000 P/オランダ・A/A・青地にホワイトロゴ ¥24,000
モーツァルト/ディヴェルティメント第7番、第11番 オリジナル バッハ/無伴奏ヴァイオリンソナタとパルティータ

（セレナーデ集第8巻） （全曲）
ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルトアンサンブル グリュミオー 3LP

優秀録音盤！・1973年録音 ステレオ BP推薦盤！説明不要の名盤です！ ステレオ

DECCA SXL6002 ¥14,040 PHILIPS 6768017 ¥10,800

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥13,000 P/オランダ・A/A・青地にシルバーロゴ ¥10,000

アダム/「ジゼル」 モーツァルト/ヴァイオリンソナタ第25番、第28番、

第32番、第40番、第42番

カラヤン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ハスキル/グリュミオー 2LP

若き日のカラヤンの名盤・BP推薦盤！ ステレオ 説明不要の名盤！実に優雅なモーツァルト！ ステレオ

DECCA SXL2261 ¥21,600 PHILIPS 6500605 ¥8,640

P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝あり） ¥20,000 P/オランダ・A/A・赤地にシルバーロゴ ¥8,000

R.シュトラウス/「死と変容」、「サロメ」、 モーツァルト/6つの前奏曲とフーガ
「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 オリジナル
カラヤン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 グリュミオー・トリオ

若き日のカラヤンの名盤・BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

DECCA SXL6027 ¥21,600 PHILIPS 6500752 ¥7,560

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥20,000 P/オランダ・A/A・赤地にホワイトロゴ ¥7,000

サン＝サーンス/交響曲第3番 シューベルト/弦楽五重奏曲

アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団 グリュミオー/グルツ/ルズールほか

超優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

DECCA SXL6108 ¥19,440 PHILIPS 9500154 ¥6,480

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥18,000 P/オランダ・A/A・赤地にホワイトロゴ ¥6,000

モーツァルト/ホルン協奏曲（全4曲） メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲、

ヴァイオリンと弦楽のための協奏曲

タックウェル/マーク/ロンドン交響楽団 アッカルド/デュトワ/ロンドン交響楽団

優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

DECCA SXL6121 ¥16,200 PHILIPS 9500624 ¥6,480

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥15,000 P/オランダ・A/A・赤地にホワイトロゴ ¥6,000
バルトーク/2つの肖像、2つのルーマニア舞曲 ブラームス/ヴァイオリン協奏曲

（ジャケットに少々痛みあり） アッカルド/

アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団 マズア/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

DECCA SXL6462 ¥9,720 PHILIPS 6575057 ¥6,480

P/イギリス・A/A・ED４（スモール） ¥9,000 P/オランダ・A/A・赤地にシルバーロゴ ¥6,000

クリュイツァー/七重奏曲ほか オリジナル ヘンデル/フルートソナタ（4曲）

ウィーン・オクテットのメンバー ブリュッヘン/ビルスマ

BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！ ステレオ

DECCA SXL6494 ¥8,640 PHILIPS 6747038 ¥12,960

P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥8,000 P/オランダ・A/A・赤地にシルバーロゴ ¥12,000

ブルックナー/交響曲第1番 ロッシーニ/6つの弦楽のためのソナタ

オリジナル ボッテジーニ/グラン　デュオ　コンチェルタンテ

アバド/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 イ・ムジチ ２ＬＰ

デビュー直後のアバドの名盤！BP推薦！ ステレオ 優秀録音！ＢＰ推薦盤！ボックス入り ステレオ

DECCA SXL6310 ¥17,280 PHILIPS 6769082 ¥12,960

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝あり） ¥16,000 P/オランダ・A/A・青地にホワイトロゴ ¥12,000

ショーソン/交響曲 　　　 アルビノーニ/ヴァイオリンと通奏低音のための12の協奏曲

フランク/「アイオロスの人々」 オリジナル デジタル

アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団 イ・ムジチ ２ＬＰ

優秀録音盤！ ステレオ 優秀録音盤！見開きジャケット ステレオ

LONDON CS6639 ¥6,480 PHILIPS 802869LY ¥6,480

P/イギリス・A/A・赤London(スモール） ¥6,000 P/オランダ・A/A・赤地にシルバーロゴ ¥6,000
ベートーヴェン/ピアノソナタ第16番、第22番、第27番 ゲバウワー、ロッシーニ、レイハらの五重奏木管のための曲

バックハウス ダンツィ・木管五重奏団

優秀録音盤！BP推薦！ジャケットに穴あき有 ステレオ ＢＰ推薦盤！三方見開きジャケット入り ステレオ

LONDON CS6638 ¥6,480 PHILIPS 839603DXY ¥6,480

P/イギリス・A/A・赤London(スモール） ¥6,000 P/オランダ・A/A・赤地にシルバーロゴ ¥6,000
ベートーヴェン/ピアノソナタ第13番、第24番、第3番 ベートーヴェン/ピアノとチェロのためのソナタ第2番＆第3番

バックハウス ロストロポーヴィチ/リヒテル

優秀録音盤！BP推薦！ジャケットに穴あき有 ステレオ 定番的一枚！ＢＰ推薦盤！ ステレオ

3289 3301
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3299 3311

3300 3312



PHILIPS 835203AY ¥9,720 DECCA SXL21047-B ¥7,560
P/オランダ・A/A・あずき色（HI-FI)レーベル ¥9,000 P/ドイツ・A/A・黒金レーベル ¥7,000
ベートーヴェン/ピアノソナタ第9番＆第10番 チャイコフスキー/「くるみ割り人形」組曲

グリーグ/「ペール・ギュント」組曲第1＆2

リヒテル カラヤン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

優秀録音盤！ＢＰ推薦盤！ ステレオ ＢＰ推薦盤！優秀録音！ ステレオ
PHILIPS 835069AY ¥8,640 DECCA SXL6233 ¥5,400
P/オランダ・A/A・赤地にシルバーロゴ ¥8,000 P/ドイツ・A/A・青レーベル ¥5,000
ハイドン/チェロと弦楽のための協奏曲 ベートーヴェン交響曲第9番

ボッチェリーニ/チェロと弦楽のための協奏曲 サザーランド/ホーン/キング/タルヴェラほか

ジャンドロン/カザルス/ラムルー管弦楽団 イッセルシュテット/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

古典的名盤！優秀録音！ ステレオ 定番的一枚！優秀録音！ ステレオ
PHILIPS 6767003 ¥43,200 DECCA SXL6138 ¥6,480
P/オランダ・A/A・青地にホワイトロゴ ¥40,000 P/ドイツ・A/A・青レーベル ¥6,000
ベートーヴェン/交響曲全集 ブリテン/チェロと管弦楽のための交響曲

8LP ハイドン/チェロ協奏曲第1番
メンゲルベルク/アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 ロストロポーヴィチ/ブリテン/イギリス室内管弦楽団

1939-40年録音・古典的名盤！ＢＰ推薦盤！ モノラル 定番的一枚！優秀録音！ ステレオ
DECCA SXL20042 ¥7,560 DECCA SXL21132-B ¥5,400
P/ドイツ・A/A・黒金レーベル ¥7,000 P/ドイツ・A/A・黒金レーベル ¥5,000
バッハ/ブランデンブルク協奏曲第1番、第3番、 シューマン/幻想曲、交響的練習曲

第6番
ミュンヒンガー/シュトゥットガルト室内管弦楽団 アシュケナージ

定番的名盤！優秀録音！ ステレオ ＢＰ推薦盤！ ステレオ
DECCA SXL20043 ¥7,560 DECCA 642112AW ¥5,400
P/ドイツ・A/A・黒金レーベル ¥7,000 P/ドイツ・A/A・青レーベル ¥5,000
バッハ/ブランデンブルク協奏曲第2番、第4番、 ブラームス/ピアノ協奏曲第1番

第5番
ミュンヒンガー/シュトゥットガルト室内管弦楽団 ルービンシュタイン/メータ/イスラエル・フィルハーモニック

定番的名盤！優秀録音！ ステレオ ＢＰ推薦盤！見開きジャケット入り ステレオ
DECCA SAD22002 ¥6,480 DECCA BLK16186 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・青レーベル（royal sound) ¥6,000 P/ドイツ・A/A・黒金レーベル ¥10,000
モーツァルト/クラリネット協奏曲、 ブラームス/チェロソナタ第1番、第2番

フルートとハープのための協奏曲
ミュンヒンガー/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 フルニエ/バックハウス

優秀録音盤！ＢＰ推薦盤！ ステレオ 定番的一枚！バックハウスの再録音なし！ モノラル
DECCA SXL2017 ¥9,720 DECCA LXT2967 ¥8,640
P/ドイツ・A/A・黒銀レーベル ¥9,000 P/ドイツ・A/A・黒金レーベル ¥8,000
ストラヴィンスキー/火の鳥 ブルックナー/交響曲第3番

＊＊
アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団 クナッパーツブッシュ/ウィーン・フィルハーモニー管

超優秀録音盤！ ステレオ 優秀録音！すごいエネルギーの演奏です！ モノラル
DECCA SXL2274 ¥9,720 TELEFUNKEN KT11008/1-2 ¥12,960
P/ドイツ・A/A・黒金レーベル ¥9,000 P/ドイツ・A/A・青レーベル ¥12,000
ベートーヴェン/交響曲第9番 モーツァルト、シューマン、ベートーヴェンらの/

サザーランド/プロクターほか ヴァイオリン協奏曲

アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団 クーレンカンプ/イッセルシュミット/ベルリン・フィルハーモニー管ほか 2LP
入手難の一枚です！優秀録音盤！ ステレオ 1932-39年録音、見開きジャケット モノラル
DECCA SXL6205 ¥7,560 DECCA BLK16097 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・黒金レーベル ¥7,000 P/ドイツ・A/A・黒金レーベル ¥6,000
シューマン/マンフレッド序曲、 「青きドナウ」「鍛冶屋のポルカ」「わが家で」

交響曲第2番 「天体の音楽」ほか

アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団 クラウス/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

入手難の一枚です！優秀録音盤！ ステレオ 「最後のニューイヤー」！ＢＰ推薦盤！ モノラル
DECCA SXL6285 ¥6,480 TELEFUNKEN SLT43041 ¥16,200
P/ドイツ・A/A・青レーベル ¥6,000 P/ドイツ・A/A・黒金レーベル(扇形） ¥15,000
R.シュトラウス/ホルン協奏曲第1番、第2番 　　　 ベートーヴェン/交響曲第7番

エグモント序曲

タックウェル/ケルテス/ロンドン交響楽団 カイルベルト/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ＢＰ推薦盤！優秀録音！ ステレオ ＢＰ推薦盤！入手難です！ ステレオ
DECCA 648093DX ¥9,720 TELEFUNKEN SLT43088 ¥6,480
P/ドイツ・A/A・青レーベル ¥9,000 P/ドイツ・A/A・青レーベル ¥6,000
ドヴォルザーク/レクイエム ブラームス/交響曲第3番、ハンガリー舞曲

ローレンガー/コムロッシーほか

ケルテス/ロンドン交響楽団 2LP カイルベルト/バンベルク交響楽団

見開きジャケット入り・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！ＢＰ推薦！ ステレオ
DECCA SXL2097 ¥6,480 TELEFUNKEN SLT43009 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・青レーベル ¥6,000 P/ドイツ・A/A・青レーベル ¥10,000
リスト/ピアノ協奏曲第1番、第2番 ドヴォルザーク/チェロ協奏曲

ヘルシャー/ 入手難！
カッチェン/アルヘンタ/ロンドン交響楽団 カイルベルト/ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団

ＢＰ推薦盤！優秀録音！ ステレオ ＢＰ推薦盤！ ステレオ

3313 3325

3314 3326

3315 3327

3316 3328

3317 3329

3318 3330

3319 3331

3320 3332

3321 3333

―17―

3322 3334

3323 3335

3324 3336



TELEFUNKEN SLT43092EX ¥7,560 DGG 2532005 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・青レーベル ¥7,000 P/・ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥6,000

ハイドン/チェロ協奏曲第1番、第2番 チャイコフスキー/交響曲第5番

ボロヴィツキー/

ロンネフェルト/ウィーン交響楽団 ベーム/ロンドン交響楽団 デジタル

ＢＰＯの名主席のボロヴィツキーのソロ！ ステレオ ベーム晩年の名盤！1980年録音・入手難！ ステレオ

RCA LDS6164 ¥16,200 DGG 2741009 ¥10,800

P/ドイツ・A/A・赤地にシルバーロゴ ¥15,000 P/・ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥10,000

ビゼー/「カルメン」 ベートーヴェン/交響曲第9番

プライス/コレッリ/フレーニ/ほか ノーマン/ファスベンダー/ドミンゴ/ベリーほか デジタル
カラヤン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 3LP ベーム/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 2LP

カラヤン第1回目のカルメン ステレオ ベーム最後の「第九」！1980年録音 ステレオ

DECCA SET584/6 ¥19,440 DGG 138113 ¥8,640

P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥18,000 P/・ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥8,000

プッチーニ/「蝶々夫人」 オリジナル ブラームス/交響曲第1番

フレーニ/パヴァロッティ/ルードヴィック

カラヤン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 3LP ベーム/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ドリームキャストによる「蝶々夫人」 ステレオ 1959年録音・定番的一枚！ ステレオ

DECCA SET565/66 ¥12,960 DGG 138909 ¥9,720

P/イギリス・A/A・ＥＤ4（スモール） ¥12,000 P/・ドイツ・A/A・チューリップレーベル(ALLE) ¥9,000

プッチーニ/「ボエーム」 モーツァルト/弦楽四重奏曲第14番、第18番 オリジナル
フレーニ/パヴァロッティ/ギャロウフ/パネライほか オリジナル
カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 2LP アマデウス四重奏団 赤ST

ドリームキャストによる「ボエ－ム」 ステレオ ＢＰ推薦盤！1964年録音 ステレオ

DECCA SET6565-7 ¥19,440 DGG 138887 ¥8,640

P/イギリス・A/A・ED4(スモール） ¥18,000 P/・ドイツ・A/A・チューリップレーベル(ALLE) ¥8,000

ラフマニノフ/ピアノ協奏曲、 3LP ベートーヴェン/七重奏曲

パガニーニの主題による狂詩曲 モーツァルト/ファゴットとチェロのためのソナタ 特価

プレヴィン/ロンドン交響楽団 ベルリン・フィル・オクテットのメンバー 赤ST

超優秀録音！ＢＰ推薦盤！ ステレオ 1963年録音、ジャケット裏に汚れ有 ステレオ

DGG 2707103 ¥10,800 DGG LPM18334 ¥9,720

P/・ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥10,000 P/・ドイツ・A/A・チューリップレーベル(ALLE) ¥9,000

ヴェルディ/「椿姫」 チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」

コルトバス/ドミンゴ/ミルンズほか

クライバー/バイエルン国立歌劇場管弦楽団 2LP ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルハーモニー

ＢＰ推薦盤！優秀録音！ ステレオ 1956年録音・ＢＰ推薦盤！ モノラル

DGG 2707088 ¥12,960 PHILIPS A00199L ¥12,960

P/・ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥12,000 P/フランス・A/A・赤字にシルバーロゴ(minigroove) ¥12,000

R.シュトラウス/「こうもり」 モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第3番、第4番

ヴァラディ/ポップ/プレイ/コロほか 布ＢＯＸ
クライバー/バイエルン国立歌劇場管弦楽団 2LP グリュミオー/モラルト/ウィーン交響楽団

クライバーの目のくらむような「こうもり」！ ステレオ 古典的名盤！ＢＰ推薦盤 ステレオ

DGG 415683-1 ¥6,480 PHILIPS 6514275 ¥8,640

P/・ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥6,000 P/オランダ・A/A・赤地にホワイトロゴ ¥8,000

フランク、ドビュッシー、ラヴェルらの/ ヴィヴァルディ/四季

ヴァイオリンソナタ

ミンツ/プロンフマン デジタル カルミレルリ/イ・ムジチ合奏団 デジタル

1985年録音・入手難です！ ステレオ 入手難の一枚です！ＢＰ推薦盤！ ステレオ

DGG 427485-1 ¥10,800 PHILIPS 8384000DXY ¥6,480

P/・ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥10,000 P/オランダ・A/A・赤地にシルバーロゴ ¥6,000

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番 ブラームス/ヴァイオリン協奏曲

スクリャービン/4つの小品、練習曲第5番 シェリング/
キーシン/カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 デジタル ドラティ/ロンドン交響楽団
カラヤン最後のＢＰＯとの録音！1988年ライヴ録音 ステレオ ＢＰ推薦盤！ ステレオ

DGG 2532024 ¥6,480 PHILIPS L09401L ¥6,480

P/・ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥6,000 P/ドイツ・A/A・シルバーロゴ(minigroove) ¥6,000

ベートーヴェン/ピアノソナタ第7番、 　　　 ベートーヴェン/交響曲第2番、第4番

エロイカ変奏曲

ギレリス デジタル ワルター/ニューヨーク・フィルハーモニック

ＢＰ推薦盤！1980年録音 ステレオ 三方見開きジャケット・ＢＰ推薦盤！ モノラル

DGG 401232 ¥7,560 PHILIPS L09406L ¥6,480

P/・ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥7,000 P/オランダ・A/Aシルバーロゴ ¥6,000

ベートーヴェン/ピアノソナタ第8番「悲愴」、 マーラー/交響曲第4番

第13番「幻想曲風」、第14番「月光」 ＊＊

ギレリス デジタル ワルター/ニューヨーク・フィルハーモニック

入手難の一枚です！1980年録音・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 三方見開きジャケット・ＢＰ推薦盤！ モノラル

DGG 42465-5 ¥9,720 PHILIPS L09401L ¥10,800

P/・ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥9,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥10,000
ベートーヴェン/ピアノソナタ第29番「ハンマークラヴィーア」 マーラー/交響曲第5番

ブルックナー/「テ・デウム」

ギレリス デジタル ワルター/ニューヨーク・フィルハーモニック 2LP

非常に入手の難しいＬＰです！ＢＰ推薦盤！ ステレオ 三方見開きジャケット ステレオ

3337 3349
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columbia SAX2252 ¥18,900 DECCA　SXL6172 ¥21,000

P/イギリス・A/A・ブルー＆シルバー ¥18,000 P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝） ¥20,000

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 オリジナル ブラームス/交響曲第2番 オリジナル

ギレリス/ルードヴィッヒ/フィルハーモニア管 ケルテス/ウィーンフィルハーモニー

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

columbia SAX2534 ¥21,000 DECCA　SET331 ¥16,800

P/イギリス・A/A・ハーフムーン ¥20,000 P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝） ¥16,000

ロッシーニ/「シンデレラ」「セミラーミデ」 オリジナル マーラー/「大地の歌」 オリジナル
ドニゼッティ/「連隊の娘」「愛の妙薬」ほかからのアリア集 キング/F-ディスカウ

カラス/レッシーニョ/フィルハーモニア管 バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

columbia SAX2569 ¥16,800 DECCA　SET332 ¥14,700

P/イギリス・A/A・ハーフムーン ¥16,000 P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝） ¥14,000

ブルックナー/交響曲第4番「ロマンティック」 オリジナル モーツァルト/交響曲第36番「リンツ」＆

ピアノ協奏曲第15番（B面はED2)

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

columbia SAX2570 ¥16,800 DGG　138672SLPM ¥31,500

P/イギリス・A/A・ハーフムーン ¥16,000 P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル ¥30,000

ベートーヴェン/「コリオラン」「プロメテウス」 オリジナル ショパン/スケルツォ第3番・舟歌

「エグモント」ほか序曲 ラヴェル/水の反映ほか

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 アルゲリッチ

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！　優秀録音！　1967年録音 ステレオ

columbia SAX2554 ¥18,900 DGG　139383SLPM ¥21,000

P/イギリス・A/A・ハーフムーン ¥18,000 P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル ¥20,000

ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界から」 オリジナル ショパン＆リスト/ピアノ協奏曲第1番

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 アルゲリッチ/アバド/ロンドン交響楽団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！　優秀録音！　1967年録音 ステレオ

columbia SAX5269 ¥14,700 DGG　139317SLPM ¥21,000

P/イギリス・A/A・ハーフムーン ¥14,000 P/ドイツ・A/A・チューリップレーベル ¥20,000
シューマン/交響曲第1番「春」＆「マンフレッド」序曲 オリジナル ショパン/ピアノソナタ第3番・「英雄」「幻想」ポロネーズ

「3つのマズルカ」

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 アルゲリッチ

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！　優秀録音！　1967年録音 ステレオ

columbia SAX2571 ¥14,700 DGG　419235-1 ¥10,500

P/イギリス・A/A・ハーフムーン ¥14,000 P/ドイツ・A/A・ブルーラインレーベル ¥10,000

ハイドン/交響曲第88番＆104番「ロンドン」 オリジナル シューマン/ヴァイオリンソナタ集（全2曲）

クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 アルゲリッチ/クレーメル デジタル

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！　優秀録音！　1985年録音 ステレオ

columbia SAX5266 ¥14,700 PHILIPS　6514118 ¥10,500

P/イギリス・A/A・ハーフムーン ¥14,000 P/オランダ・A/A・ホワイトロゴ ¥10,000

ハイドン/交響曲第100番「軍隊」＆102番 オリジナル チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番

クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 アルゲリッチ/コンドラシン/バイエルン放送響

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音！ライヴ録音 ステレオ

columbia SAX2546 ¥15,750 PHILIPS　416821-1 ¥10,500

P/イギリス・A/A・ハーフムーン ¥15,000 P/オランダ・A/A・シルバーレーベル ¥10,000

モーツァルト/交響曲第31番「パリ」＆34番 オリジナル チャイコフスキー＆シベリウス/

ヴァイオリン協奏曲 **

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 ムローヴァ/小澤/ボストン交響楽団 デジタル

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音！1985年録音 ステレオ

DECCA　7709/10 ¥21,000 CBS M2X45564 ¥21,000

P/フランス・A/A・ブラックレーベル ¥20,000 P/オランダ・A/A・ブルーレーベル ¥20,000

マーラー/交響曲第3番 2LP 　　　 ニュー・イヤー・コンサート1989

フォレスター 「加速度円舞曲」「こうもり」序曲ほか 2LP

メータ/ロス・アンジェルスフィルハーモニー クライバー/ウィーンフォルハーモニー デジタル

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 1989年のライヴ録音！入手難です！ ステレオ

SONY　S45935 ¥10,500 DGG　419616-1 ¥12,600

P/オランダ・A/A・シルバーレーベル ¥10,000 P/ドイツ・未開封！ ¥12,000

ムソルグスキー/「展覧会の絵」 オリジナル ニュー・イヤー・コンサート1987

ストラヴィンスキー/「火の鳥」 「こうもり」序曲・「青きドナウ」ほか

ジュリーニ/アムステルダム・コンセルトヘボウ デシタル カラヤン/ウィーン・フィルハーモニー デジタル

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 1987年のライヴ録音！入手難です！ ステレオ

SAPHIR　INT140815 ¥25,200 ETERNA　826648 ¥24,150

P/ドイツ・A/A・紫レーベル ¥24,000 P/ドイツ・A/AB・ブラックEDITINレーベル ¥23,000

バッハ/無伴奏チェロ組曲（全6曲） オリジナル モーツァルト/ヴァイオリンソナタ（K304・305・306） 特価

2LP （ジャケット背に小さな痛みあり）

フラショー ズスケ/オルベルツ

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 1972年録音！非常に入手難です！ ステレオ
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DGG　423141-1 ¥12,960 columbia　CCA1089 ¥41,040

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥12,000 P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー ¥38,000

ブラームス/交響曲第1番 プロコフィエフ/ヴァイオリン協奏曲第1＆2番

棒付ジャケット

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー デジタル ミルシュタイン/ジュリーニほか/フィルハーモニア

1987年録音・ＢＰ推薦盤！・入手難です。 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ ステレオ

DGG　423142-1 ¥12,960 PHILIPS　835583LY ¥15,120

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥12,000 P/フランス・A/A・グレーレーベル ¥14,000

ブラームス/交響曲第2番＆「ハイドン」変奏曲 モーツァルト/交響曲第35番「ハフナー」＆

41番「ジュピター」（三方見開きジャケット）

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー デジタル ワルター/コロンビア交響楽団

1986年ほか録音・ＢＰ推薦盤！・入手難です。 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

DGG　427496-1 ¥12,960 PHILIPS　835521AY ¥14,040

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥12,000 P/フランス・A/A・HIFI-STEREO ¥13,000

ブラームス/交響曲第3番＆「悲劇的序曲」 R-コルサコフ/「シェヘラザード」

（三方見開きジャケット）

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー デジタル バーンスタイン/ニューヨークフィルハーモニック

1988年ほか録音・ＢＰ推薦盤！・入手難です。 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

DGG　427497-1 ¥12,960 PHILIPS　835072AY(ジャケットに少々痛み） ¥21,600

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥12,000 P/フランス・A/AB・HIFI-STEREO ¥20,000

ブラームス/交響曲第4番 ショパン/ピアノ協奏曲第2番 特価

ファリャ/「スペインの庭の夜」

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー デジタル ハスキル/マルケヴィッチ/ラムルー管弦楽団

1988年録音・ＢＰ推薦盤！・入手難です。 ステレオ BP推薦盤！入手難です！三方見開きジャケット ステレオ

EMI　E80692 ¥32,400 DECCA　SXL2215/7（ビニールジャケ） ¥140,400

P/ドイツ・A/AB・赤地に黒ニッパー ¥30,000 P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝） ¥130,000

シューベルト/「さすらい人」幻想曲＆ モーツァルト/「ドン・ジョヴァンニ」（全曲） 3LP

ピアノソナタ第13番 ギューデン/リップ/ベーメほか

リヒテル ベーム/ウィーンフィルハーモニーほか

BP推薦盤！定番的一枚！ モノラル 説明不要の名盤！入手難です！ＢＰ推薦！ ステレオ

DECCA　SXL2280 ¥19,440

若干ジャケットに痛みがあります P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝） ¥18,000

オッフェンバック/パリの喜び

ジャケット裏にリヒテルの直筆サインあり グノー/「ファウスト」からバレエ音楽

ショルティ/ロイヤルオペラ管弦楽団

BP推薦盤！超優秀録音！入手難です！　 ステレオ

PHILIPS　835220/24AY ¥54,000 DECCA　SXL2224 ¥32,400

P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥50,000 P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝） ¥30,000

ワーグナー/「パルシファル」（全曲） 5LP マーラー/「亡き子をしのぶ歌」 オリジナル

トーマス/ロンドン/ホッターほか 「さすらう若人の歌」

クナッパーツブッシュ/バイロイト祝祭管弦楽団 フラグスタート/ボールト/ウィーンフィルハーモニー

バイロイトでのライヴ録音！説明不要の名盤！ ステレオ BP推薦盤！超優秀録音！入手難です！　 ステレオ

PHILIPS　835198/200AY ¥32,400 DECCA　SXL2091A ¥19,440

P/オランダ・A/AB・シルバーロゴ ¥30,000 P/フランス・A/A・オレンジレーベル ¥18,000

バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 3ＬＰ ロドリーゴ/「アランフェス協奏曲」

とパルティータ（全曲） 特価 ファリャ/「スペインの庭の夜」

グリュミオー ** イエペス/アルヘンタ/スペイン国立管弦楽団

少々箱に難あり・入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

DECCA　SXL6084 ¥15,120 columbia　33CX1483-5 ¥38,880

P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝） ¥14,000 P/イギリス・A/A・ブルー＆シルバー ¥36,000

シベリウス/交響曲第1番＆「カレリア」 オリジナル ヴェルディ/「イル・トロヴァトーレ」 3LP

カラス/ステファノ/パネライほか

マゼール/ウィーンフィルハーモニー カラヤン/ミラノ・スカラ座管弦楽団＆合唱団

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！定番的名演！ モノラル

DECCA　SXL6125 ¥15,120 DGG　KL101-108 ¥32,400

P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝） ¥14,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE) ¥30,000

シベリウス/交響曲第2番 オリジナル 　　　 ベートーヴェン/交響曲全集（全9曲） 8LP

マゼール/ウィーンフィルハーモニー カラヤン/ベルリンフィルハーモニー

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 1961年録音！優秀録音盤！BP推薦！ モノラル

DECCA　SXL6364 ¥15,120 DGG　SKL101-108 ¥43,200

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝） ¥14,000 P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE) ¥40,000

シベリウス/交響曲第3番＆第6番 オリジナル ベートーヴェン/交響曲全集（全9曲） 8LP

マゼール/ウィーンフィルハーモニー カラヤン/ベルリンフィルハーモニー

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 1961年録音！優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ

DECCA　SXL6365 ¥15,120 HM　HM1015 ¥17,280

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝） ¥14,000 P/フランス・A/A・ブラックレーベル ¥16,000

シベリウス/交響曲第4番＆「タピオラ」 オリジナル 古代ギリシャの音楽

マゼール/ウィーンフィルハーモニー パニアグア/アトリウム・ムジケ

優秀録音盤・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 1978年録音！長岡氏絶賛！入手難です！ ステレオ
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DGG　2707089 ¥10,800 DGG　415768-1 ¥10,800

P/ドイツ・未開封 ¥10,000 P/ドイツ・未開封 ¥10,000

ベルリオーズ/ロメオとジュリエット 2ＬＰ モーツァルト/交響曲第29・39・40＆41番「ジュピター」 2ＬＰ

小澤/ボストン交響楽団 フリッチャイ/ウィーン交響楽団

1975年録音・BP推薦 ステレオ フリッチャイ最晩年の名演です！ＢＰ推薦盤！ ステレオ

DGG　2740149 ¥19,440 DGG　2530327 ¥5,400

P/ドイツ・未開封 ¥18,000 P/ドイツ・未開封 ¥5,000

ワーグナー/「マイスタージンガー」全曲 5LP シューベルト/ピアノソナタ第20番＆2番

F-ディースカウ/ドミンゴ/ルードヴィッヒほか 特価

ヨッフム/ベルリン・ドイツオペラ管＆合唱団 ケンプ

優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ 1968年録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG　2741002 ¥23,760 EMI（VMS）　2C069-02841 ¥7,560

P/ドイツ・未開封 ¥22,000 P/フランス・未開封 ¥7,000

ワーグナー/「パルシファル」全曲 5LP ブロッホ/「シュロモ」＆チェロ協奏曲

ダム/ホフマン/モルほか 特価

カラヤン/ベルリンフィルハーモニーほか デジタル ロストロポーヴィッチ/バーンスタイン/フランス国立管

カラヤンの最高傑作のひとつ・優秀録音！ ステレオ 1976年録音・BP推薦盤・優秀録音！ ステレオ

DGG　2740264 ¥48,600 EMI　1C047-01244 ¥5,400

P/ドイツ・未開封 ¥45,000 P/ドイツ・未開封 ¥5,000

ブルックナー/交響曲全集（全9曲） 11ＬＰ モーツァルト/セレナード第10番「13管楽器」

特価

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー デジタル フルトヴェングラー/ウィーンフィルの奏者たち

カラヤン唯一の全集・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 1947年録音・フルトヴェングラー唯一の録音 モノラル

DGG 139226/28 ¥16,200 EMI　1C065-01928/30 ¥10,800

P/ドイツ・未開封 ¥15,000 P/ドイツ・未開封 ¥10,000

ワーグナー/「ラインの黄金」 3LP ヴェルディ/「オテロ」 3LP

F-ディースカウ/デルネッシュ/タルヴェラほか マックラケン/ジョーンズ/F-ディースカウほか

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー バルビローリ/ニュー・フィルハーモニア管ほか

カラヤン唯一の「指輪」から・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 優秀録音！・BP推薦盤！ ステレオ

DGG 箱に番号の印刷なし ¥21,600 EMI　1C037-86030 ¥7,560

P/ドイツ・未開封 ¥20,000 P/ドイツ・未開封 ¥7,000

ワーグナー/「ワルキューレ」 5LP ヴィヴァルディ/ヴァイオリン協奏曲集（全4曲）

F-ディースカウ/デルネッシュ/タルヴェラほか 特価

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー ミルシュタイン（ヴァイオリンと指揮）/室内管弦楽団

カラヤン唯一の「指輪」から・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 入手難の一枚です！BP推薦盤！ ステレオ

DGG　2531295 ¥5,400 PHILIPS　9500322 ¥6,480

P/ドイツ・未開封 ¥5,000 P/オランダ・未開封 ¥6,000

ブルックナー/交響曲第6番（原典版） ブラームス/セレナード第1番

カラヤン唯一の録音」す

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー ハイティンク/アムステルダム・コンセルトヘボウ

1979年録音・優秀録音盤！ ステレオ 超優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ

DGG　2707070 ¥10,800 PHILIPS　6733001 ¥19,440

P/ドイツ・未開封（布張りＢＯＸ） ¥10,000 P/オランダ・未開封 ¥18,000

レハール/「メリー・ウィドー」 2ＬＰ ベートーヴェン/ヴァイオリンソナタ全集 4LP

ハーウッド/ストラートス/コロほか

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー グリュミオー/ハスキル

19772年録音・BP推薦！・カラヤン唯一の録音 ステレオ 定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ

DGG　2740168 ¥21,600 PHILIPS　6705029 ¥27,000

P/ドイツ・未開封 ¥20,000 P/オランダ・未開封 ¥25,000

ベートーヴェン/後期弦楽四重奏曲集 4ＬＰ シューマン＆ブラームス/弦楽四重奏曲全集 5LP

（第12～16番＆「大フーガ」 特価

ラ・サール四重奏団 イタリア四重奏団

定番的録音です！優秀録音盤！ ステレオ 定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ

DGG　138938 ¥19,440 PHILIPS　6747490 ¥12,960

P/ドイツ・未開封 ¥18,000 P/オランダ・未開封 ¥12,000

ヴェルディ/「リゴレット」 3ＬＰ 　　　 バッハ/「マタイ受難曲」 3LP

スコット/コッソット/ベルゴンツィほか ヘフリガー/ベリー/ギーベルほか

クーベリック/ミラノ・スカラ座 ヨッフム/アムステルダム・コンセルトヘボウほか

1963年録音・BP推薦盤！ ステレオ 定番的一枚！BP推薦盤！ ステレオ

DGG　2740204　　 ¥10,800 DECCA　箱に番号印刷なし ¥14,040

P/ドイツ・未開封 ¥10,000 P/ドイツ・未開封 ¥13,000

モーツァルト/「フィガロの結婚」 3ＬＰ モーツァルト/「魔笛」 3LP

プライ/マティス/ヤノヴィッツほか 特価 ギューデン/リップ/ベーメほか

ベーム/ベルリン・ドイツ・オペラ ベーム/ウィーンフィルハーモニー

定番的録音です！優秀録音盤！ ステレオ 定番的一枚！・BP推薦盤 ステレオ

DGG　2740251 ¥10,800 CBS　S77402 ¥21,600

P/ドイツ・未開封 ¥10,000 P/ドイツ・未開封 ¥20,000

ヴェルディ/「仮面舞踏会」 3ＬＰ ブラームス/交響曲全集（全4曲） 4LP

ドミンゴ/リッチレルリ/ブルゾンほか 特価 大学祝典序曲・悲劇的序曲・ハイドン変奏曲

アバド/ミラノスカラ座 ワルター/コロンビア交響楽団

定番的録音です！優秀録音盤！ ステレオ 定番的一枚！優秀録音盤！ ステレオ
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DECCA　KD11000/1-2 ¥10,800

P/ドイツ・Ａ/A・ブルーレーベル ¥10,000

これ以降は、通常の「中古盤」となります ワーグナー/「ワルキューレ」第1幕全曲＆ 2LP

「神々の黄昏」から「葬送行進曲」ほか
フラグスタート/クナッパーツブッシュ/ウィーンフィルほか

BP推薦盤！優秀録音盤！定番的一枚！ ステレオ

DECCA　SXL2178 ¥6,480 DECCA　P13 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル（ロイヤル） ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/A・黒地に金文字 ¥8,000

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第1＆2番 ワーグナー/「トリスタンとイゾルデ」から

前奏曲と「愛の死」ほか

バックハウス/イッセルシュテット/ウィーンフィル ニルソン/クナッパーツブッシュ/ウィーンフィルほか

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！定番的一枚！ ステレオ

DECCA　SXL2179 ¥6,480 DECCA　KD11041/1-2 ¥8,640

P/ドイツ・A/AB・黒地に金文字（ロイヤル） ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/A・ブルーレーベル ¥8,000

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 特価 ワーグナー/「ヴェーゼンドンク歌曲集」 2LP

（ジャケット取り出し口にに小さな切れあり） ワーグナー/「なき子をしのぶ歌」ほか

バックハウス/イッセルシュテット/ウィーンフィル フラグスタート/クナッパーツブッシュ/ウィーンフィルほか

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！定番的一枚！ ステレオ

DECCA　SXL6322 ¥6,480 DECCA　SET311 ¥8,640

P/ドイツ・A/AB・ブルーレーベル（ロイヤル） ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/A・黒地に金文字（ロイヤル） ¥8,000

ブラームス/ピアノ協奏曲第2番 特価 バルトーク/「青髭公の城」

（コーティングのはがれがあります） ルードヴィッヒ/ベリー

バックハウス/ベーム/ウィーンフィル ケルテス/ロンドン交響楽団

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！定番的一枚！ ステレオ

DECCA　SX21184-M ¥8,640 DECCA　DK11560/1-2 ¥14,040

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル（ロイヤル） ¥8,000 P/ドイツ・Ａ/A・白レーベル（プロモ用） ¥13,000
ベートーヴェン/ピアノソナタ「月光」「悲愴」＆「熱情」 ** モーツァルト/交響曲第25・29・40＆35番「ハフナー」 2LP

バックハウス ケルテス/ウィーンフィルハーモニー

BP推薦盤！定番的名演！（見開きジャケット） ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ ステレオ

DECCA　SXL　21162-B ¥7,560 DECCA　KD11003/1-2 ¥10,800
P/ドイツ・A/A・白レーベル（ロイヤル・プロモ用） ¥7,000 P/ドイツ・Ａ/A・ブルーレーベル ¥10,000

ベートーヴェン/ピアノソナタ第4・25＆31番 ベートーヴェン/交響曲第5番＆第6番「田園」 2LP

バックハウス クライバー/アムステルダム・コンセルトヘボウほか

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！定番的一枚！ モノラル

DECCA　SXL6274 ¥6,480 DECCA　KD11003/1-2 ¥10,800
P/ドイツ・A/AB・白レーベル（ロイヤル・プロモ用） ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/A・ブルーレーベル ¥10,000

ベートーヴェン/交響曲第4番 ベートーヴェン/交響曲第7番＆第3番「英雄」 2LP

（ジャケット縁に小さな痛みあり）

イッセルシュテット/ウィーンフィル クライバー/アムステルダム・コンセルトヘボウ

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！定番的一枚！ モノラル

DECCA　SXL6233 ¥7,560 DECCA　MD1013 ¥8,640
P/ドイツ・A/A・白レーベル（ロイヤル・プロモ用） ¥7,000 P/ドイツ・Ａ/A・黒地に金文字 ¥8,000

ベートーヴェン/交響曲第9番「合唱付き」 ベートーヴェン/交響曲第3番「英雄」

サザーランド/ホーン/タルヴェラ/キングほか

イッセルシュテット/ウィーンフィル クライバー/アムステルダム・コンセルトヘボウ

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！定番的一枚！ モノラル

DECCA　SXL6270 ¥6,480 DECCA　SMD1098 ¥8,640

P/ドイツ・A/AB・黒地に金文字（ロイヤル） ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/AB・黒地に金文字（ロイヤル） ¥8,000

ベートーヴェン/交響曲第7番 レスピーギ/「ローマの松」「ローマの噴水」

（ジャケット縁に小さな痛みあり） （ジャケットに少々汚れあり）

アバド/ウィーン・フィルハーモニー アンンセルメ/スイスロマンド管弦楽団

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！定番的一枚！ ステレオ

DECCA　SXL6343 ¥5,400 DECCA　SXL2195 ¥9,720

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・黒地に金文字 ¥9,000

メンデルスゾーン/交響曲第4番「イタリア」＆ ムソルグスキー/「展覧会の絵」ほか

第3番「スコットランド」

アバド/ロンドン交響楽団 アンンセルメ/スイスロマンド管弦楽団

若き日のアバドの名盤！優秀録音！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！定番的一枚！ ステレオ

DECCA　641848AW ¥7,560 DECCA　SXL2061 ¥9,720

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥7,000 P/ドイツ・Ａ/A・黒地に金文字 ¥9,000

ストラヴィンスキー/「春の祭典」 ドビュッシー/「海」「牧神の午後への前奏曲」

ラヴェル/「スペイン狂詩曲」

ショルティ/シカゴ交響楽団 アンンセルメ/スイスロマンド管弦楽団

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！定番的一枚！ ステレオ

DECCA　SMD1341 ¥5,400 DECCA　MD1027 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・白レーベル（プロモ用） ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・黒地に金文字 ¥5,000

ベートーヴェン/「プロメテウスの創造物」 ドヴォルザーク/チェロ協奏曲

メータ/イスラエルフィル フルニエ/クーベリック/ウィーンフィルハーモニー

BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！定番的一枚！ モノラル
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EMI　1C063-00361 ¥5,400 EMI　1C063-02268 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000

モーツァルト/ピアノ協奏曲第13＆17番 ハイドン/交響曲第92番「オックスフォード」＆

第95番

バレンボイム（ピアノ指揮）/イギリス室内管弦楽団 クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　SME91552 ¥5,400 EMI　1C063-01196 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000

モーツァルト/ピアノ協奏曲第14＆15番 ハイドン/交響曲第100番「軍隊」＆

104番「ロンドン」

バレンボイム（ピアノ指揮）/イギリス室内管弦楽団 クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　1C053-02018 ¥5,400 EMI　1C063-02184 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・青地にスタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000

ベートーヴェン/ピアノソナタ第29番 シューマン/歌曲集

「ハンマー・クラヴィーア」

バレンボイム アメリンク/デームス

優秀録音盤！バレンボイム若き日の名盤！ ステレオ 定番的演奏！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　SME91754 ¥7,560 EMI　1C063-29024 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥7,000 P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥5,000

ブラームス/ピアノ協奏曲第2番 モーツァルト/歌曲集

（「すみれ」「クローエに」ほか）

バレンボイム/バルビローリ/ニューフィルハーモニア アメリンク/デームス/ロゼンタール（マンドリン）

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 定番的演奏！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　1C051-02509Q ¥5,400 EMI　SHZE381 ¥5,400

P/ドイツ・A/AB・赤地にスタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・赤レーベル ¥5,000
ベートーヴェン/交響曲第5番＆「エグモント」序曲 シューベルト/交響曲第9番「グレート」

（ジャケットに小さな剥がれあとあり）

ケンペ/ミュンヘンフィルハーモニー クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤！定番的演奏！BP推薦！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　1C051-02510Q ¥5,400 EMI　1C153-00617/8 ¥12,960

P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー（白黒） ¥12,000

ベートーヴェン/交響曲第6番「田園」 マーラー/交響曲第9番 2LP

ケンペ/ミュンヘンフィルハーモニー クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤！定番的演奏！BP推薦！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　1C063-02341Q ¥5,400 columbia　SMC91632 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥8,000

R.シュトラウス/「アルプス交響曲」 ブラームス/交響曲第2番＆悲劇的序曲

ケンペ/ドレスデン・シュターツカペレ クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤！定番的演奏！BP推薦盤！ ステレオ 定番的名盤！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　1C063-01876 ¥8,640 columbia　SMC91633 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥8,000 P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥8,000

ブラームス/交響曲第4番 ブラームス/交響曲第3番＆大学祝典序曲

バルビローリ/ウィーンフィルハーモニー クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤！定番的演奏！BP推薦盤！ ステレオ 定番的名盤！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　1C161-01285/86 ¥10,800 columbia　SMC91634 ¥8,640
P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー（白黒） ¥10,000 P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥8,000

マーラー/交響曲第6番「悲劇的」 2LP ブラームス/交響曲第4番

バルビローリ/ミューフィルハーモニア管弦楽団 クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 **

優秀録音盤！定番的演奏！BP推薦盤！ ステレオ 定番的名盤！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　1C063-10445 ¥5,400 columbia　SMC91135 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥5,000 P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥8,000

ショパン/ピアノ協奏曲第1番 　　　 モーツァルト/セレナード第10番「13管楽器」

ワイセンベルク/スコヴァチェフスキ/パリ音楽院 クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 定番的名盤！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　1C063-10445 ¥6,480 columbia　SMC91274 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥6,000 P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥8,000

ショパン/ピアノ協奏曲第2番ほか シューマン/交響曲第4番

メンデルスゾーン/交響曲第4番「イタリア」

ワイセンベルク/スコヴァチェフスキ/パリ音楽院 クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 定番的名盤！BP推薦盤！ ステレオ

EMI　1C053-00174 ¥8,640 columbia　SMC91274 ¥8,640
P/ドイツ・A/A・青地にスタンプニッパー（白黒） ¥8,000 P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥8,000

バッハ/ヴァイオリン協奏曲（2曲）＆ シューマン/交響曲第4番

二つのヴァイオリンのための協奏曲 メンデルスゾーン/交響曲第4番「イタリア」

メニューイン/フェラス/バッハ音楽祭管弦楽団 クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

優秀録音盤！定番的演奏！入手難！ ステレオ 定番的名盤！BP推薦盤！ ステレオ
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columbia　STC91143 ¥9,720 PHILIPS 9500141 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥9,000 P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥5,000

モーツァルト/交響曲第35番「ハフナー」＆ シベリウス/交響曲第2番

第36番「リンツ」

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 デイヴィス/ボストン交響楽団

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ 見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

columbia　STC91332 ¥9,720 PHILIPS 9500142 ¥4,320

P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥9,000 P/フランス・A/AB・シルバーロゴ ¥4,000

モーツァルト/交響曲第31番「パリ」＆第34番 シベリウス/交響曲第2番 特価

（ジャケット底に切れあり）

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 デイヴィス/ボストン交響楽団

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ 見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

columbia　STC91225 ¥10,800 PHILIPS 9500893 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・白地に金縁 ¥10,000 P/フランス・A/A・シルバーロゴ ¥5,000

ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界から」 シベリウス/「カレリア」組曲・「エン・サガ」

「ポヨヨラの娘」「悲しきワルツ」

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 デイヴィス/ボストン交響楽団

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ 見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

EMI　1C063-02049 ¥8,640 PHILIPS 9500434 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥8,000 P/フランス・A/A・シルバーロゴ ¥5,000

ベートーヴェン/ピアノ三重奏曲第7番「大公」 バルトーク/2台のピアノと打楽器のためのソナタ

＆第8番 ドビュッシー/「白と黒」ほか

ズッカーマン/バレンボイム/デュ・プレ アルゲリッチ/ビショップ

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ 見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

EMI　1C063-01943 ¥12,960 PHILIPS 6514076 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・金地にスタンプニッパー ¥12,000 P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥6,000

シューマン/チェロ協奏曲 ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲

サン-サーンス/チェロ協奏曲第1番 （カデンツァがユニークです）

デュ・プレ/バレンボイム/ニュー・フィルハーモニア クレーメル/マリナー/アカデミー デジタル

BP推薦盤！入手難の一枚です！定番的名演！ ステレオ 見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

EMI　E80872 ¥7,560 PHILIPS 9500904 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・赤地に黒ニッパー ¥7,000 P/フランス・A/AB・シルバーロゴ ¥6,000

シューベルト/連弾曲集（「軍隊行進曲」ほか） シューベルト/「幻想曲」

ベートーヴェン/「フィガロ」主題による変奏曲

シュナーベル兄弟 ギドン＆エレーナ・クレーメル

１９３７年録音・入手難！ モノラル 見開きジャケット（背焼けあり）・優秀録音盤！ ステレオ

EMI　E80947 ¥7,560 PHILIPS 6514221 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・赤地に黒ニッパー ¥7,000 P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥5,000

シューベルト/ピアノソナタ第20＆21番 R.シュトラウス/「ツァラツウストラはこう語った」

エルドマン 小澤/ボストン交響楽団 デジタル

入手難！・BP推薦盤！ モノラル 見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

EMI　E80963 ¥8,640 DGG　2530655 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・赤地に黒ニッパー ¥8,000 P/フランス・A/A・ブルーライン ¥5,000
バッハ/パルティータ第1番・「主よ人の望みよ喜びを」 ブラームス/4つのバラード＆7つの幻想曲

スカルラッティ・リスト＆シューベルトの小品集

リパッティ ギレリス

BP推薦盤！・リパッティ最高の名演！ モノラル 三方見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

EMI　E80825 ¥10,800 DGG　2530777 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・赤地に黒ニッパー ¥10,000 P/フランス・A/A・ブルーライン ¥5,000
ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第9番「ラズモフスキー第3番」 モーツァルト/荘厳ミサ「孤児院ミサ」

第10番「セリオーソ」 ヤノヴィッツ/シュターデ/モルほか

ブッシュ四重奏団 アバド/ウィーンフィルハーモニーほか

1933＆32年録音・入手難！古典的名盤！ モノラル 三方見開きジャケット・若き日のアバドの名演 ステレオ

EMI　E80968 ¥10,800 DGG　2530714 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・赤地に黒ニッパー ¥10,000 P/フランス・A/A・ブルーライン ¥6,000

ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第14番 パガニーニ/ヴァイオリン協奏曲第1番ほか

ブッシュ四重奏団 アッカルド/デュトワ/ロンドンフィルハーモニー

BP推薦盤！・入手難！古典的名盤！ モノラル 三方見開きジャケット・定番的名盤！ ステレオ

EMI　E80969 ¥10,800 DGG　2531193 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・赤地に黒ニッパー ¥10,000 P/フランス・A/A・ブルーライン ¥6,000

ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第15番 ベートーヴェン/協奏的楽章

シューベルト/ポロネーズ＆ロンドほか

ブッシュ四重奏団 クレーメル/チャカロフ/ロンドン交響楽団

BP推薦盤！・入手難！古典的名盤！ モノラル 見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

PHILIPS 9500140 ¥5,400 DGG　2530653 ¥6,480

P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥5,000 P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥6,000

シベリウス/交響曲第1番＆「フィンランディア」 ショスタコーヴィッチ/チェロ協奏曲第2番

グラズノフ/吟遊詩人の歌

デイヴィス/ボストン交響楽団 ロストロポーヴィッチ/小澤/ボストン交響楽団

見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ 三方見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ
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DGG　139124 ¥10,800 EMI（VSM）　2C069-02781 ¥6,480

P/フランス・A/A・ブルーライン ¥10,000 P/フランス・A/A・赤地にスタンプ（角丸） ¥6,000

フランク＆ルクー/ヴァイオリンソナタ ブラームス/ヴァイオリン協奏曲

（三方見開きジャケット）

フェラス/バルビゼ クレーメル/カラヤン/ベルリンフィルハーモニー

三方見開きジャケット/優秀録音盤！ ステレオ 優秀録音・BP推薦盤！実質的な彼のデビュー ステレオ

DGG　138783　ジャケットは仏製 ¥10,800 EMI（VSM）　2C069-02899 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE） ¥10,000 P/フランス・A/A・赤地にスタンプ（角丸） ¥6,000

モーツァルト/ピアノ協奏曲第17＆21番 ブラームス/ヴァイオリン協奏曲

（三方見開きジャケット）

アンダ（ピアノ指揮）/カメラータアカデミカ パールマン/ジュリーニ/シカゴ交響楽団

定番的名演！・1961年録音・BP推薦盤！ ステレオ 定番的名演！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG　138816　ジャケットは仏製 ¥10,800 EMI（VSM）　2701081 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥10,000 P/フランス・A/A・新ニッパー ¥5,000

ハイドン＆CPHバッハ/チェロ協奏曲 ハチャトリアン/ヴァイオリン協奏曲ほか

（三方見開きジャケット） ＤＭＭ

フルニエ/バウムガルトナー/ルツェルン祝祭 パールマン/メータ/イスラエルフィルハーモニー デジタル

定番的名演！・1961年録音・BP推薦盤！ ステレオ 1983年・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG　138816　ジャケットは仏製 ¥10,800 EMI（VSM）　1435631 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥10,000 P/フランス・A/A・新ニッパー ¥5,000

ハイドン＆CPHバッハ/チェロ協奏曲 ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第13番＆大フーガ

（三方見開きジャケット） ＤＭＭ

フルニエ/バウムガルトナー/ルツェルン祝祭 アルバン・ベルク四重奏団 デジタル

定番的名演！・1961年録音・BP推薦盤！ ステレオ 1983年・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG　138077　ジャケットは仏製 ¥8,640 EMI（VSM）　2703061 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE） ¥8,000 P/フランス・A/A・新ニッパー ¥6,000

シューマン/ピアノ協奏曲・「トッカータ」＆ モーツァルト/交響曲第36番「リンツ」＆38番「プラハ」

「ノヴェレッテ」ほか（三方見開きジャケット） ＤＭＭ

リヒテル/ヴィスロスキ/ワルシャワ国立フィル テイト/イギリス室内管弦楽団 デジタル

定番的名演！・1959年録音・BP推薦盤！ ステレオ 1985年・優秀録音・BP推薦盤！入手難です！ ステレオ

DGG　138849　ジャケットは仏製 ¥8,640 EMI（VSM）　2C069-02261 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・チューリップ ¥8,000 P/フランス・A/A・赤地にスタンプ（直角） ¥5,000
ショパン/「幻想ポロネーズ」「革命」バラード第4番ほか モーツァルト/歌曲集（「すみれ」「クローエに」ほか

ドビュッシー「版画」ほか（三方見開きジャケット） （三方見開きジャケット）

リヒテル（イタリアでのライヴ録音） F-ディースカウ/バレンボイム

定番的名演！・1961年録音・BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！BP推薦盤！ ステレオ

DGG　138131　ジャケットは仏製 ¥9,720 EMI（VSM）　2C069-02147 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE） ¥9,000 P/フランス・A/A・赤地にスタンプ（角丸） ¥5,000

モーツァルト/「戴冠ミサ」＆ファゴット協奏曲 モーツァルト/交響曲第40番＆41番「ジュピター」

（三方見開きジャケット）

マルケヴィッチ/ラムルー管弦楽団/シュターダーほか カラヤン/ベルリンフィルハーモニー

定番的名演！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！BP推薦盤！ ステレオ

DGG　138124　ジャケットは仏製 ¥10,800 EMI（VSM）　2C069-12505 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE） ¥10,000 P/フランス・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥5,000

モーツァルト/「大ミサ」（ハ短調ミサ） バッハ/「主よ人の望みよ喜びを」

シュターダー/ヘフリガーほか（三方見開きジャケット） 「トッカータとフーガ」ニ短調（ピアノ小品集）

フリッチャイ/ベルリン放送交響楽団ほか ワイセンベルク（三方見開きジャケット）

定番的名演！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

DGG　138903　ジャケットは仏製 ¥9,720 EMI（VSM）　CVB1902 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE） ¥9,000 P/フランス・A/A・半円ニッパー ¥8,000

ブラームス/3つの間奏曲・6つの小品＆ ストラヴィンスキー/「ペトルーシュカ」

4つの小品（三方見開きジャケット） ラヴェル/「高雅で感傷的な円舞曲」

ケンプ ワイセンベルク

定番的名演！・1963年録音・BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

DGG　138909　ジャケットは仏製 ¥10,800 EMI（VSM）　CVA914 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE） ¥10,000 P/フランス・A/A・半円ニッパー ¥8,000

モーツァルト/弦楽四重奏曲第14＆18番 　　　 バッハ/パルティータ第1＆3番ほか

（三方見開きジャケット）

アマデウス四重奏団 ワイセンベルク(棒付きジャケット） 

定番的名演！・1964年録音・BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

DGG　SKL136　ジャケットは仏製 ¥5,400 EMI（VSM）　2C063-00329 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE） ¥5,000 P/フランス・A/A・半円ニッパー ¥8,000

ブラームス/交響曲第4番 モーツァルト/ピアノ協奏曲第20＆23番

（三方見開きジャケット）

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー バレンボイム（指揮＆ピアノ）/イギリス室内管弦楽団

定番的名演！・1963年録音・BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

EMI（VSM）　2C069-02008 ¥9,720 EMI（VSM）　2C063-00393 ¥14,040

P/フランス・A/A・赤地にスタンプ（直角） ¥9,000 P/フランス・A/A・半円ニッパー ¥13,000

ブラームス/ヴァイオリン協奏曲 ブラームス/チェロソナタ（全2曲）

（三方見開きジャケット）

オイストラフ/セル/クリーヴランド管弦楽団 デュ・プレ/バレンボイム

定番的名演！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！BP推薦盤！定番的一枚！ ステレオ
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EMI(VMS) 2C061-11332 ¥8,640 CHANDOS　ABRD1220 ¥5,400

P/フランス・A/A・赤地にニッパー（直角） ¥8,000 P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000

スカルラッティ/ソナタ集（全13曲） ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界から」

＆序曲「わが家で」

チッコリーニ ヤルヴィ/スコティッシュ・ナショナル管弦楽団 デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ 優秀録音盤・BP推薦盤！1986年録音 ステレオ

EMI(VMS) ASDF788 ¥10,800 CHANDOS　ABRD1267 ¥5,400

P/フランス・A/A・半円ニッパー ¥10,000 P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000
シューベルト/「さすらい人」幻想曲＆ピアノソナタ第13番 R.シュトラウス/「家庭交響曲」＆「ティル」ほか

リヒテル ヤルヴィ/スコティッシュ・ナショナル管弦楽団 デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ 優秀録音盤・BP推薦盤！1987年録音 ステレオ

EMI(VMS) CANHS165/166F ¥15,120 BIS　LP221 ¥6,480

P/フランス・A/A・金地に白ニッパー ¥14,000 P/ドイツ・Ａ/A・オレンジレーベル ¥6,000

ベートーヴェン/荘厳ミサ 特価 シベリウス/交響曲第1番＆「フィンランディア」

ヘンゲン/タルヴェラほか 2LP （見開きジャケット入り） DMM
クレンペラー/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団ほか ** ヤルヴィ/エーテボリ交響楽団 デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！定番的名盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1982年録音 ステレオ

EMI(VMS) CTRE6128 ¥6,480 BIS　LP252 ¥6,480

P/フランス・A/A・ピンク地に竪琴 ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/A・オレンジレーベル ¥6,000
ボロディン/「イーゴリ公」から「だったん人の踊り」 シベリウス/交響曲第2番＆弦楽のためのロマンス

ムソルグスキー/「はげ山の一夜」 （見開きジャケット入り） DMM

マタチッチ/フィルハーモニア管弦楽団 ヤルヴィ/エーテボリ交響楽団 デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！定番的名盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1983年録音 ステレオ

VIRGIN　VC790708-1 ¥5,400 BIS　LP228 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・オレンジレーベル ¥6,000

シューベルト/交響曲第9番「グレート」 シベリウス/交響曲第3番＆「クリスティアン二世」から

（見開きジャケット入り） DMM
マッケラス/オーケストラ・オヴ・ザ・エイジ・オヴ・エンライトメント デジタル ヤルヴィ/エーテボリ交響楽団 デジタル

優秀録音盤・BP推薦盤！入手難です ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1983年録音 ステレオ

CHANDOS　ABRD1339 ¥5,400 BIS　LP263 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・オレンジレーベル ¥6,000

シューマン/「マンフレッド」序曲 シベリウス/交響曲第4番＆「カンツォネッタ」ほか

ブラームス/交響曲第1番 （見開きジャケット入り） DMM

ヤルヴィ/ロンドン交響楽団 デジタル ヤルヴィ/エーテボリ交響楽団 デジタル

優秀録音盤・BP推薦盤！1987年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1984年録音 ステレオ

CHANDOS　ABRD1335 ¥5,400 BIS　LP222 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・オレンジレーベル ¥6,000

シューマン/「ジュリアス・シーザー」序曲 シベリウス/交響曲第5番＆「カレリア」序曲

ブラームス/交響曲第2番 （見開きジャケット入り） DMM

ヤルヴィ/ロンドン交響楽団 デジタル ヤルヴィ/エーテボリ交響楽団 デジタル

優秀録音盤・BP推薦盤！1988年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1982年録音 ステレオ

CHANDOS　ABRD1290 ¥5,400 BIS　LP237 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・オレンジレーベル ¥6,000

シューマン/「ゲノヴェーヴァ」序曲 シベリウス/交響曲第6番＆「ペレアスとメリザンデ」

ブラームス/交響曲第4番 （見開きジャケット入り） DMM

ヤルヴィ/ロンドン交響楽団 デジタル ヤルヴィ/エーテボリ交響楽団 デジタル

優秀録音盤・BP推薦盤！1987年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1983年録音 ステレオ

CHANDOS　ABRD1291 ¥5,400 BIS　LP331 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・オレンジレーベル ¥6,000

ドヴォルザーク/交響曲第2番＆ シベリウス/交響曲第7番＆「死」ほか

「スラヴ狂詩曲」第3番 （見開きジャケット入り） DMM

ヤルヴィ/スコティッシュ・ナショナル管弦楽団 デジタル ヤルヴィ/エーテボリ交響楽団 デジタル

優秀録音盤・BP推薦盤！1987年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1985年録音 ステレオ

CHANDOS　ABRD1283 ¥5,400 BIS　LP250 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・オレンジレーベル ¥6,000

ドヴォルザーク/交響曲第1番「ズロニチェの鐘」 シベリウス/「カレリア」組曲＆「塔と乙女」

「英雄の歌」 （見開きジャケット入り） DMM

ヤルヴィ/スコティッシュ・ナショナル管弦楽団 デジタル ヤルヴィ/エーテボリ交響楽団 デジタル

優秀録音盤・BP推薦盤！1987年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1983年録音 ステレオ

CHANDOS　ABRD1270 ¥5,400 BIS　LP291 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・オレンジレーベル ¥6,000

ドヴォルザーク/交響曲第3番 シベリウス/「レンミンカイネン」

序曲「謝肉祭」＆交響的変奏曲 （見開きジャケット入り） DMM

ヤルヴィ/スコティッシュ・ナショナル管弦楽団 デジタル ヤルヴィ/エーテボリ交響楽団 デジタル

優秀録音盤・BP推薦盤！1987年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1985年録音 ステレオ

CHANDOS　ABRD1251 ¥5,400 BIS　LP313/314 ¥10,800

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・オレンジレーベル ¥10,000

ドヴォルザーク/交響曲第4番＆「聖書の歌」 シベリウス/「クレヴォ」「セレナード」ほか 2LP

（見開きジャケット入り） DMM

ヤルヴィ/スコティッシュ・ナショナル管弦楽団 デジタル ヤルヴィ/エーテボリ交響楽団 デジタル

優秀録音盤・BP推薦盤！1987年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1985年録音 ステレオ
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DGG　138801SLPM ¥5,400 DGG　138822SLPM ¥5,400

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥5,000

ベートーヴェン/交響曲第1＆2番 赤ステレオ チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番

（レーベルに少々痛みあり）

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー リヒテル/カラヤン/ウィーン交響楽団

BP推薦盤！優秀録音盤！1962年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1962年録音 ステレオ

DGG　138802SLPM ¥6,480 DGG　136226SLPEM ¥8,640

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥8,000

ベートーヴェン/交響曲第3番「英雄」 赤ステレオ モーツァルト/アイネ・クライネ・ナハトムジーク

スメタナ/「モルダウ」ほか

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー フリッチャイ/ベルリンフィルハーモニーほか

BP推薦盤！優秀録音盤！1962年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1958-60年録音 ステレオ

DGG　138803SLPM ¥6,480 DGG　136221SLPEM ¥8,640

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥8,000

ベートーヴェン/交響曲第4番 赤ステレオ オペラのバレエ音楽（「ファウスト」「オテロ」

「アイーダ」「ジコンダ」ほかから）

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー フリッチャイ/ベルリン放送交響楽団

BP推薦盤！優秀録音盤！1962年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1960年録音 ステレオ

DGG　138804SLPM ¥6,480 DGG　138709SLPM ¥14,040

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥13,000

ベートーヴェン/交響曲第5番「運命」 赤ステレオ モーツァルト/交響曲第29番＆41番「ジュピター」

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー フリッチャイ/ウィーン交響楽団

BP推薦盤！優秀録音盤！1962年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1961年録音 ステレオ

DGG　138805SLPM ¥6,480 DGG　136236SLPM　ジャケットにシール ¥9,720

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥9,000

ベートーヴェン/交響曲第6番「田園」 赤ステレオ ベートーヴェン/三重協奏曲 赤ステレオ

シュナイダーハン/フルニエ/アンダ

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー フリッチャイ/ベルリン放送交響楽団

BP推薦盤！優秀録音盤！1962年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1960年録音 ステレオ

DGG　138806SLPM ¥5,400 DGG　136001SLPEM ¥8,640

P/ドイツ・Ａ/AB・チューリップ（ALLE） ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥8,000

ベートーヴェン/交響曲第7番 赤ステレオ R.シュトラウス/「ツァラツウストラ」 赤ステレオ

（ジャケットに少々折れあり） （ジャケットに小さなシールあり）

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー ベーム/ベルリンフィルハーモニー

BP推薦盤！優秀録音盤！1962年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1958年録音 ステレオ

DGG　138807/8SLPM ¥10,800 DGG　138877SLPM ¥9,720

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥10,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥9,000

ベートーヴェン/交響曲第8＆9番 2LP シューベルト/交響曲第9番「グレート」

ヤノヴィッツ/マイダン/ベリーほか 特価

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー 赤ステレオ ベーム/ベルリンフィルハーモニー

BP推薦盤！優秀録音盤！1962年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1963年録音 ステレオ

DGG　138961SLPM ¥9,720 DGG　139162SLPM ¥6,480

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥9,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥6,000
シベリウス/ヴァイオリン協奏曲＆「フィンランディア」 シューベルト/交響曲第5＆8番「未完成」

フェラス/カラヤン/ベルリンフィルハーモニー ベーム/ベルリンフィルハーモニー

BP推薦盤！優秀録音盤！1964年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！1966年録音 ステレオ

DGG　1389032SLPM ¥8,640 DGG　138865SLPM ¥9,720

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥8,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥9,000

シベリウス/交響曲第6＆7番 マーラー/「大地の歌」 赤ステレオ

メリマン/ヘフリガー

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー 入手難！ ヨッフム/アムステルダム・コンセルトヘボウ

BP推薦盤！優秀録音盤！1967年録音 ステレオ 入手難！優秀録音盤！1963年録音 ステレオ

DGG　138930SLPM ¥9,720 DGG　139131SLPM ¥6,480

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥9,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥6,000

ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲 　　　 ブルックナー/交響曲第1番

フェラス/カラヤン/ベルリンフィルハーモニー ヨッフム/ベルリンフィルハーモニー

BP推薦盤！優秀録音盤！1964年録音 ステレオ 定番的名演！優秀録音盤！1965年録音 ステレオ

DGG　138925SLPM ¥5,400 DGG　139134/5SLPM ¥6,480

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥6,000

ブラームス/交響曲第2番 ブルックナー/交響曲第4番「ロマンティック」＆

「4つのモテット」

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー ヨッフム/ベルリンフィルハーモニーほか

BP推薦盤！優秀録音盤！1963年録音 ステレオ 定番的名演！優秀録音盤！1965・6年録音 ステレオ

DGG　138923SLPM ¥5,400 DGG　138886SLPM ¥10,800

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥10,000

ドビュッシー/「海」「牧神の午後への前奏曲」 ハイドン/弦楽四重奏曲第77番「皇帝」 赤ステレオ

ラヴェル/「ダフニスとクロエ」第二組曲 モーツァルト/弦楽四重奏曲第17番「狩」

カラヤン/ベルリンフィルハーモニー アマデウス四重奏団

BP推薦盤！優秀録音盤！1964年録音 ステレオ 定番的名盤！優秀録音盤！1963年録音 ステレオ

2145 2157

2146 2158

2147 2159

2148 2160

2149 2161

2150 2162

2151 2163

2152 2164

2153 2165
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2154 2166

2155 2167

2156 2168



DGG　139015SLPM ¥7,560 columbia　CCPM130 ¥12,960

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥7,000 P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー ¥12,000

シューベルト/弦楽五重奏曲 グラナドス/「スペイン風舞曲」（第5・10・12番）ほか

アルベニス/「スペインの歌」から＆スペインのセレナーデ

アマデウス四重奏団/プレース イトルビ

定番的名盤！優秀録音盤！日本未発売 ステレオ BP推薦盤！入手難です！ ステレオ

DGG　136389SLPEM ¥14,040 columbia　SAXF130542 ¥15,120

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE) ¥13,000 P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー ¥14,000

クライスラー名曲集（「愛の喜び」「悲しみ」 特価 ショパン/「夜想曲」第2番・リスト/「愛の夢」第3番

「ウィーン奇想曲」「中国の太鼓」ほか） ベートーヴェン/「エリーゼのために」ほか

リッチ/スミス チッコーリーニ

定番的名盤！優秀録音盤！入手難！ BP推薦盤！入手難です！ ステレオ

DGG　139375SLPM ¥10,800 EMI（VSM）　FALPPM30116 ¥6,480

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥10,000 P/フランス・A/A・赤地にスタンプニッパー ¥6,000

ブラームス/ドイツ民謡集 ショパン/「夜想曲」第2番＆第5番・「舟歌」

「葬送行進曲」・ワルツ（第6・7・9＆11番）

プライ/エンゲル コルトー

定番的名盤！優秀録音盤！1967年録音 ステレオ コルトー入門用に最適！BP推薦盤！ モノラル

EMI（VSM）　COLH29 ¥12,960

P/フランス・A/A・グレーCOLHレーベル ¥12,000

ジャケット裏にプライのサインあり ベートーヴェン/ピアノ三重奏曲「大公」

（棒付ジャケット）

コルトー/ティボー/カザルス

1928年録音・歴史的名盤！BP推薦盤！ モノラル

DGG　138117SLPM ¥6,480 キャピトル　P30271 ¥10,800

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥6,000 P/フランス・A/A・黒キャピトルレーベル ¥10,000

シューベルト/ゲーテの詩による歌曲集 バッハ/無伴奏ソナタ＆パルティータ第2番

（「さすらい人の夜の歌」「プロメテウス」ほか） （「シャコンヌ」を含む）

F-ディースカウ/デームス ミルシュタイン

定番的名盤！優秀録音盤！1958年録音 ステレオ 優秀録音・歴史的名盤！BP推薦盤！ モノラル

DGG　136030SLPEM ¥7,560 PHILIPS 836961DSY ¥6,480

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥7,000 P/フランス・A/A・青地にホワイトロゴ ¥6,000

ワーグナー/「トリスタンとイゾルデ」（抜粋） ベートーヴェン/ヴァイオリンソナタ第3・2＆8番

ヴァルナイ/テッパー/ヴィントガッセン

ライトナー/バンベルグ交響楽団 グリュミオー/ハスキル

定番的名盤！優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ 歴史的名盤・BP推薦盤 モノラル

DGG　138890SLPM ¥9,720 PHILIPS 836962DSY ¥6,480

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥9,000 P/フランス・A/A・青地にホワイトロゴ ¥6,000

バッハ/ハープのための組曲 赤ステレオ ベートーヴェン/ヴァイオリンソナタ第5番「春」

アルベニス/「マラゲーニャ」ほか 第4番＆第1番

サバレタ グリュミオー/ハスキル

BP推薦盤！優秀録音盤！1963年録音 ステレオ 歴史的名盤・BP推薦盤 モノラル

DGG　139112SLPM ¥8,640 PHILIPS 836963DSY ¥6,480

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥8,000 P/フランス・A/A・青地にホワイトロゴ ¥6,000

ディッタースドルフ・モーツァルトほか/ ベートーヴェン/ヴァイオリンソナタ第7番＆10番

ハープ協奏曲集 ＆第10番

サバレタ/ケンツ/ケンツ室内管弦楽団 グリュミオー/ハスキル

BP推薦盤！優秀録音盤！1965年録音 ステレオ 歴史的名盤・BP推薦盤 モノラル

DGG　136258SLPEM ¥7,560 PHILIPS 836964DSY ¥6,480

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥7,000 P/フランス・A/A・青地にホワイトロゴ ¥6,000

リスト/ピアノソナタ・ポロネーズ第二番 ベートーヴェン/ヴァイオリンソナタ第9番「クロイツェル」

「ドン・ジョバンニ」の回想 ＆第6番第

ヴァーシャリ グリュミオー/ハスキル

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ 歴史的名盤・BP推薦盤 モノラル

DGG　139300SLPM ¥8,640 PHILIPS A00338L ¥16,200

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ ¥8,000 P/フランス・A/A・minigroove ¥15,000
ベートーヴェン/ピアノソナタ「月光」「悲愴」「熱情」 モーツァルト/ヴァイオリンソナタ第40＆42番

（三方見開きジャケット）

ケンプ グリュミオー/ハスキル

定番的名盤！優秀録音盤！1964・65年録音ステレオ オリジナル盤・優秀録音！・BP推薦盤！ モノラル

DGG　138075SLPM ¥8,640 PHILIPS 835392LY ¥7,560

P/ドイツ・Ａ/A・チューリップ（ALLE） ¥8,000 P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥7,000

モーツァルト/ピアノ協奏曲第20番 モーツァルト/ピアノ協奏曲第11＆13番

プロコフィエフ/ピアノ協奏曲第5番 （三方見開きジャケット）

リヒテル/ロヴィツキ/ワルシャワ国立フィル ヘブラー/デイヴィス/ロンドン交響楽団

定番的名盤！優秀録音盤！1959年録音 ステレオ 優秀録音！・BP推薦盤！ ステレオ

columbia　SAXF798 ¥12,960 PHILIPS 835296LY ¥7,560

P/フランス・Ａ/A・ブルー＆シルバー ¥12,000 P/フランス・A/A・ホワイトロゴ ¥7,000

ロッシーニ/「ウィリアム・テル」 モーツァルト/ピアノ協奏曲第15＆16番

「アルジェのイタリア女」＆「セヴィリアの理髪師」ほか序曲 棒付ジャケ （三方見開きジャケット）

カラヤン/フィルハーモニア管弦楽団 ヘブラー/デイヴィス/ロンドン交響楽団

定番的名盤！優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音！・BP推薦盤！ ステレオ

2169 2181

2170 2182

2171 2183

2184

2173 2185

2174 2186

2175 2187

2176 2188

2177 2189
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2178 2190

2179 2191

2180 2192



CBS D37779 ¥5,400 DECCA　SXL21107 ¥6,480

P/オランダ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字 ¥6,000

バッハ/ゴールドベルク変奏曲 ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第10番「ハープ」

見開きジャケット入り ＆第11番（ジャケットにパンチ穴あり） 特価

グールド デジタル ウェラー四重奏団

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！入手難！ ステレオ

CBS 75521D37779 ¥5,400 DECCA　642154AP ¥6,480

P/フランス・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥6,000

バッハ/パルティータ第1・3＆6番 モーツァルト/弦楽四重奏曲第21＆23番

見開きジャケット入り （プロシャ王第1＆3番） 特価

グールド キュッヒル四重奏団

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！入手難！ ステレオ

CBS 74111 ¥5,400 DECCA　642160AP ¥6,480

P/オランダ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥6,000

ベートーヴェン/ピアノソナタ第12＆13番 ブルックナー/弦楽五重奏曲＆「間奏曲」

グールド ウィーン楽友協会五重奏団

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！入手難！ ステレオ

CBS 76984 ¥5,400 DECCA　SXL21043-B ¥8,640

P/オランダ・A/A・グレーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字 ¥8,000

バッハ/トッカータ（BWV911・915・916・914） シューベルト/八重奏曲

グールド ウィーン・オクテット（ボスコフスキーほか）

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！入手難！ ステレオ

CBS 61601 ¥5,400 DECCA　SXL21034-B ¥8,640

P/ドイツ・A/A・赤一つ目レーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字 ¥8,000

バッハ/インヴェンションとシンフォニア モーツァルト/ディヴェルティメント第17番＆

ディヴェルティメント（K136）

グールド ウィーン・オクテット（ヒュブナーほか）

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！入手難！ ステレオ

CBS 61819 ¥5,400 DECCA　SMD1120 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・赤一つ目レーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・白レーベル（プロモ用） ¥6,000

バッハ/ピアノ協奏曲第3・5＆7番 モーツァルト/「レ・プティ・リアン」（バレエ音楽）

＆「イドメネオ」からバレエ音楽

グールド/ゴルシュマン/コロンビア交響楽団 ボスコフスキー/ウィーン・モーツァルト・アンサンブル）

優秀録音盤！定番的演奏！（1958・67年録音） ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ

CBS S92558 ¥5,400 DECCA　SXL6066 ¥7,560

P/ドイツ・A/A・青一つ目レーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字 ¥7,000

マーラー/こどもの不思議な角笛 ストラヴィンスキー/「妖精のくちづけ」

ベリー/ルードヴィッヒ

バーンスタイン/ニューヨークフィルハーモニック アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ

CBS 76475 ¥5,400 DECCA　SXL20549-B ¥6,480

P/ドイツ・A/A・グレーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字 ¥6,000

マーラー/「さすらう若人の歌」＆交響曲第10番 ワーグナー/「神々の黄昏」（抜粋）

（アダージョ）　見開きジャケット入り ニルソン/ヴィントガッセンほか

バーンスタイン/ニューヨークフィルハーモニック ショルティ/ウィーンフィルハーモニー

優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ 優秀録音盤！定番的演奏！ ステレオ

TELDEC　643337AZ ¥5,400 DECCA　SXL2066-B ¥8,640

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・黒地に金文字（ロイヤル） ¥8,000
J,シュトラウス/「青きドナウ」「ピチカート・ポルカ」 ワーグナー/「ワルキューレ」「オランダ人」＆

「雷鳴と電光」「「ウィーンの森の物語」ほか 「マイスタージンガー」からアリア集

ア＾ノンクール/アムステルダム・コンセルトヘボウ デジタル ロンドン/クナッパーツブッシュ/ウィーンフィル

優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！説明不要の名盤！ ステレオ

telefunken　642703AZ ¥5,400 DECCA　642472AW ¥5,400

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥5,000

モーツァルト/交響曲第35番「ハフナー＆第34番 　　　 プロコフィエフ/ピアノ協奏曲第1＆2番

DMM
ア＾ノンクール/アムステルダム・コンセルトヘボウ デジタル アシュケナージ/プレヴィン/ロンドン交響楽団

優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！ＢＰ推薦盤！ ステレオ

TELDEC　152355（CLUB) ¥5,400 DECCA　SAD22415 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥5,000 P/ドイツ・A/A・ブルーレベル ¥5,000

モーツァルト/セレナーデ第11＆12番 グリーグ＆シューマン/ピアノ協奏曲

アーノンクール/ウィーン・モーツァルト管楽合奏団 ルプー/プレヴィン/ロンドン交響楽団

優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！説明不要の名盤！ ステレオ

DECCA　642606AZ ¥9,720 DECCA　SXL2024-B ¥10,800

P/ドイツ・A/A・ブルーレーベル ¥9,000 P/ドイツ・A/A・黒地に銀文字 ¥10,000

ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲 ショパン/即興曲（全4曲）＆「舟歌」ほか

チョン・キョン・ファ/コンドラシン/ウィーンフィル デジタル ケンプ

優秀録音盤！定番的演奏！入手難！ ステレオ 優秀録音盤！入手難です！ ステレオ

2193 2205

2194 2206

2195 2207

2196 2208

2197 2209

2198 2210

2199 2211

2200 2212

2201 2213
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2202 2214

2203 2215

2204 2216



DECCA　SXL22125B ¥8,640 DECCA　SXL6601 ¥7,560

P/ドイツ・A/A・黒地に銀文字 ¥8,000 P/イギリス・Ａ/A・ED4（スモール） ¥7,000

バッハ/ブランデンブルグ協奏曲第1＆6番 ストラヴィンスキー＆ウォルトン/ オリジナル

ヴァイオリン協奏曲

ミュンヒンガー/シュトットガルト室内管弦楽団 チョン・キョン・ファ/プレヴィン/ロンドンフィル交響楽団

優秀録音盤！入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

DECCA　SXL22126B ¥8,640 DECCA　SXL6842 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・黒地に銀文字 ¥8,000 P/イギリス・Ａ/A・ED4（スモール） ¥8,000

ミュンヒンガー/シュトットガルト室内管弦楽団 エルガー/ヴァイオリン協奏曲 オリジナル

ケンプ チョン・キョン・ファ/ショルティ/ロンドンフィルハーモニー

優秀録音盤！入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

DECCA　644024AZ ¥5,400 DECCA　SXL6573 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥5,000 P/イギリス・Ａ/A・ED4（スモール） ¥8,000

チャイコフスキー/「マンフレッド」交響曲 ブルッフ/ヴァイオリン協奏曲第1番＆ オリジナル

DMM 「スコットランド幻想曲」

シャイー/アムスルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 デジタル チョン・キョン・ファ/ケンペ/ロンドンフィル響

優秀録音盤！入手難です！1987年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

DECCA　643224AZ ¥5,400 DECCA　SXL6624 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥5,000 P/イギリス・Ａ/A・ED4（スモール） ¥6,000

モーツァルト/ピアノ協奏曲第17＆18番 グリーグ＆シューマン/ピアノ協奏曲 オリジナル

DMM
シフ/ヴェーグ/カメラータ・アカデミカ・ザルツブルグ デジタル ルプー/プレヴィン/ロンドン交響楽団

優秀録音盤！入手難です！1984年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

DECCA　643169AZ ¥5,400 DECCA　SXL6677 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・シルバーレーベル ¥5,000 P/イギリス・Ａ/A・ED4（スモール） ¥6,000

バッハ/インヴェンションとシンフォニア ブラームス/交響曲第3番＆「ハイドン」変奏曲 オリジナル

DMM （変奏曲のフィナーレは、指揮者なし）

シフ デジタル ケルテス/ウィーンフィルハーモニー

優秀録音盤！入手難です！1983年録音 ステレオ BP推薦盤！ケルテス最後の録音！ ステレオ

DECCA　417239-1 ¥5,400 DECCA　SXL6056 ¥6,480

P/オランダ・A/A・シルバーレーベル ¥5,000 P/イギリス・Ａ/A・ED4（スモール） ¥6,000

ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第3番 モーツァルト/交響曲第33＆39番

アシュケナージ/ハイティンク/アムステルダム・コンセルトヘボウ デジタル ケルテス/ウィーンフィルハーモニー

優秀録音盤！入手難です！1985年録音 ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

DECCA　417190-1 ¥5,400 DECCA　SXL6735 ¥9,720

P/オランダ・A/A・シルバーレーベル ¥5,000 P/イギリス・Ａ/A・ED4（スモール） ¥9,000

モーツァルト/ピアノ四重奏曲（全2曲） ストラヴィンスキー/「春の祭典」 オリジナル

ショルティ/メロス四重奏団 デジタル マゼール/ウィーンフィルハーモニー

優秀録音盤！入手難です！1985年録音 ステレオ BP推薦盤！超優秀録音盤！ ステレオ

DECCA　SXL6408 ¥10,800 DECCA　SXL6357 ¥9,720

P/イギリス・Ａ/A・ED3（ラージ・溝なし） ¥10,000 P/イギリス・Ａ/A・ED3（ラージ・溝なし） ¥9,000

フランク/ヴァイオリンソナタ オリジナル R.シュトラウス/「ドン・キホーテ」 オリジナル

ブラームス/ホルン三重奏曲

アシュケナージ/パールマン/タックウェル マゼール/ウィーンフィルハーモニー（ブラベック：チェロ）

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

DECCA　SXL6439 ¥6,480 DECCA　SXL6304 ¥8,640

P/イギリス・Ａ/A・ED3（ラージ・溝なし） ¥6,000 P/イギリス・Ａ/A・ED2（ラージ・溝） ¥8,000

モーツァルト/ピアノソナタ第17番＆第8番ほか オリジナル R.シュトラウス/「町人貴族」＆「ばらの騎士」ワルツ オリジナル

アシュケナージ マゼール/グルダ/ウィーンフィルハーモニー

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

DECCA　SXL6554 ¥6,480 EMI　0677498501 ¥5,400

P/イギリス・Ａ/A・ED4（スモール） ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/A・新ニッパー ¥5,000

ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第1＆2番 オリジナル シューベルト/交響曲第3＆5番 DMM

アシュケナージ/プレヴィン/ロンドン交響楽団 ムーティ/ウィーンフィルハーモニー デジタル

定番的名盤！BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ BP推薦盤！1988年録音・入手難！ ステレオ

DECCA　SXL6555 ¥6,480 EMI　1C0671435781 ¥5,400

P/イギリス・Ａ/A・ED4（スモール） ¥6,000 P/ドイツ・Ａ/A・新ニッパー ¥5,000

ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第3番 オリジナル ワーグナー/「タンホイザー」「リエンチ」 DMM

「ローエングリン」ほか序曲と前奏曲

アシュケナージ/プレヴィン/ロンドン交響楽団 テンシュテット/ベルリンフィルハーモニー デジタル

定番的名盤！BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ BP推薦盤！1983年録音・入手難！ ステレオ

DECCA　SXL6802 ¥8,640 EMI　0672701041 ¥7,560

P/イギリス・Ａ/A・ED4（スモール） ¥8,000 P/ドイツ・Ａ/A・新ニッパー ¥7,000

バルトーク/ヴァイオリン協奏曲第2番 オリジナル ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界から」 DMM

チョン・キョン・ファ/ショルティ/ロンドンフィルハーモニー テンシュテット/ベルリンフィルハーモニー デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ BP推薦盤！1988年録音・入手難！ ステレオ

2217 2229

2218 2230

2219 2231

2220 2232

2221 2233

2222 2234

2223 2235

2224 2236

2225 2237
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2226 2238

2227 2239

2228 2240



DECCA SXL6256　（ジャケットに小さな書き込み） ¥8,640 EMI　ASD2391 ¥12,960

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝） ¥8,000 P/イギリス・A/A・半円ニッパー ¥12,000

J.シュトラウス/「ジプシー男爵」序曲 特価 ブラームス/「アルト・ラプソディ」 オリジナル

「クラプフェンの森で」「トリッチ・トラッチ」ほか ワーグナー/「ヴェーゼンドンク」歌曲集

ボスコフスキー/ウィーンフィルハーモニー ルードヴィッヒ/クレンペラー/フィルハーモニア管

定番的名盤！BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 定番的録音です！BP推薦盤！ ステレオ
DECCA SXL2288　（ジャケットに小さな書き込み） ¥14,040 DGG　139389 ¥9,720

P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝） ¥13,000 P/ドイツ・Ａ/Ａ・ブルーライン ¥9,000
J.シュトラウス/「皇帝円舞曲」「ナポレオン行進曲」 特価 バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ＆

「千一夜物語」ほか オリジナル パルティータ第2番（「シャコンヌ」含む）

ボスコフスキー/ウィーンフィルハーモニー シェリング

定番的名盤！BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 1967年録音・BP推薦盤！入手難！ ステレオ
DECCA SXL6332（ジャケットに小さな書き込み） ¥8,640 DGG　2530730 ¥8,640

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝） ¥8,000 P/ドイツ・Ａ/Ａ・ブルーライン ¥8,000
J.シュトラウス/「騎士パルマン」のチャルダッシュ 特価 バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ

「オーストリアの村の燕」ほか オリジナル 第2番（「シャコンヌ」含む）＆第3番

ボスコフスキー/ウィーンフィルハーモニー ミルシュタイン

定番的名盤！BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 1973年録音・BP推薦盤！入手難！ ステレオ
DECCA SXL6495　（ジャケットに小さな書き込み） ¥5,400 DGG　138974 ¥4,320

P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥5,000 P/ドイツ・Ａ/Ａ・ブルーライン ¥4,000

J.シュトラウス/「こうもり」のチャルダッシュ 特価 シベリウス/交響曲第4番＆「トォネラの白鳥」

「インディゴと40人の盗賊」序曲・「わが家で」ほか オリジナル

ボスコフスキー/ウィーンフィルハーモニー カラヤン/ベルリンフィルハーモニー

定番的名盤！BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 1965年録音・BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

DECCA SXL6387　 ¥10,800 DGG　2530315 ¥4,320

P/イギリス・A/A・ED4（スモール） ¥10,000 P/ドイツ・Ａ/Ａ・ブルーライン ¥4,000

ブラームス/ピアノ三重奏曲第1＆3番 入手難 ウェーバー/「魔弾の射手」「オベロン」「アブ・ハッサン」

ほか序曲集

カッチェン/シュタルケル/スーク カラヤン/ベルリンフィルハーモニー

BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 1971・72年録音・BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

DECCA SXL6246　 ¥9,720 DGG　2530398 ¥5,400

P/イギリス・A/A・ED1（ラージ・溝） ¥9,000 P/ドイツ・Ａ/Ａ・ブルーライン ¥5,000

モーツァルト/「舞曲と行進曲」（第7巻） ハイドン/交響曲第90番＆協奏交響曲

ボスコフスキー/ウィーンモーツァルトアンサンブル ベーム/ウィーンフィルハーモニー

BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 1971年録音・BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

DECCA SXL6397　 ¥8,640 DGG　2530958 ¥5,400

P/イギリス・A/A・ED3（ラージ・溝なし） ¥8,000 P/ドイツ・Ａ/Ａ・ブルーライン ¥5,000

JCバッハ/協奏交響曲 ベートーヴェン/交響曲第1番＆「フィデリオ」と

サリエリ/シンフォニアほか オリジナル 「レオノーレ」序曲第3番

ボニング/イギリス室内管弦楽団 ベーム/ウィーンフィルハーモニーほか

BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 1971年録音・BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

DECCA SXL6137 ¥8,640 DGG　2530715 ¥5,400

P/イギリス・A/A・ED2（ラージ・溝） ¥8,000 P/ドイツ・Ａ/Ａ・ブルーライン ¥5,000

ミンクス/「パキータ」から モーツァルト/フルートとハープのための協奏曲

ドリゴ/「海賊」のパ・ド・ドゥーほか と協奏交響曲

ボニング/ロンドン交響楽団 ベーム/ウィーンフィルハーモニー/サバレタほか

BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 1975年録音・BP推薦盤！ ステレオ

DECCA SXL6360　 ¥8,640 DGG　2530456 ¥5,400

P/イギリス・A/A・ED3（ラージ・溝なし） ¥8,000 P/ドイツ・Ａ/Ａ・ブルーライン ¥5,000

ヘンデル/序曲とシンフォニア集 モーツァルト/ピアノ協奏曲第27番＆

「ソロモン」「テセオ」「リナルド」ほか オリジナル 二台のピアノのための協奏曲

ボニング/イギリス室内管弦楽団 ギレリス親子/ベーム/ウィーンフィルハーモニー

BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ 1973年ほか録音・BP推薦盤！ ステレオ

columbia　SAX2514 ¥8,640 DGG　2530424 ¥5,400

P/イギリス・A/A・セミサークル ¥8,000 P/ドイツ・Ａ/Ａ・ブルーライン ¥5,000

シューベルト/交響曲第5番＆8番「未完成」 　　　 ブラームス/交響曲第1番

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 アバド/ウィーンフィルハーモニー

定番的録音です！BP推薦盤！ ステレオ 1972年録音・BP推薦盤！ ステレオ

columbia　SAX2398 ¥8,640 DGG　2530125 ¥5,400

P/イギリス・A/A・セミサークル ¥8,000 P/ドイツ・Ａ/Ａ・ブルーライン ¥5,000

シューマン/交響曲第4番 ブラームス/交響曲第2番

メンデルスゾーン/交響曲第4番「イタリア」

クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団 アバド/ベルリンフィルハーモニー

定番的録音です！BP推薦盤！ ステレオ 197０年録音・BP推薦盤！ ステレオ

EMI　ASD2547 ¥12,960 DGG　2530318 ¥8,640

P/イギリス・A/A・カラースタンプニッパー ¥12,000 P/ドイツ・Ａ/Ａ・ブルーライン ¥8,000

シューマン/交響曲第3番「ライン」ほか オリジナル ホリガー/「7つの歌」＆「魔法の踊り手」

クレンペラー/ニューフィルハーモニア管弦楽団 ホリガーほか

定番的録音です！BP推薦盤！ ステレオ 197０年録音・BP推薦盤！入手難です！ ステレオ

2241 2253

2242 2254

2243 2255

2244 2256

2245 2257

2246 2258

2247 2259

2248 2260

2249 2261
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2250 2262

2251 2263

2252 2264



RCA LSC-2652　（ジャケットにシールあり） ¥8,640 PHILIPS　6500160 ¥9,720

P/ドイツ・Ａ/Ａ・赤地に銀文字 ¥8,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥9,000

ブルッフ/ヴァイオリン協奏曲第1番 ブロッホ/「シュロモ」

モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4番 シューマン/チェロ協奏曲ほか

ハイフェッツ/サージェント/新ロンドン交響楽団 ワレフスカ/インバル/モンテ・カルロ国立管弦楽団

優秀録音！BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

RCA LSC-2377B ¥8,640 PHILIPS　6500518 ¥9,720

P/ドイツ・Ａ/Ａ・赤地に銀文字 ¥8,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥9,000

ベートーヴェン/ヴァイオリンソナタ「春」＆ プロコフィエフ＆ハチャトリアン/チェロ協奏曲

「クロイツェル」

シェリング/ルービンシュタイン ワレフスカ/インバル/モンテ・カルロ国立管弦楽団

BP推薦盤！定番的名演！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

RCA VICS1064 ¥8,640 PHILIPS　6500459 ¥9,720

P/ドイツ・Ａ/Ａ・赤地に銀文字 ¥8,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥9,000

ラロ/スペイン交響曲 サン-サーンス/チェロ協奏曲（2曲）

「チェロと管弦楽のための組曲」

シェリング/HENDL/シカゴ交響楽団 ワレフスカ/インバル/モンテ・カルロ国立管弦楽団

BP推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

RCA LSC-2490 ¥8,640 PHILIPS　835205AY ¥9,720

P/ドイツ・Ａ/Ａ・赤地に銀文字 ¥8,000 P/オランダ・A/A・シルバーロゴ（小豆色） ¥9,000

ドヴォルザーク/チェロ協奏曲 ドビュッシー/「聖セバスチャンの殉教」＆

（ジャケットにパンチ穴あり） 「映像」

ピアティゴルスキ/ミュンシュ/ボストン交響楽団 モントゥー/ロンドン交響楽団

BP推薦盤！入手難です！ ステレオ BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ

RCA LSC-2851B ¥8,640 PHILIPS　835330LY ¥12,960

P/ドイツ・Ａ/Ａ・赤地に銀文字 ¥8,000 P/フランス・Ａ/A・ホワイトロゴ ¥12,000

バッハ/ゴールドベルク変奏曲 ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲

ピーター・ゼルキン シェリング/イッセルシュテット/ロンドン交響楽団

BP推薦盤！入手難です！ ステレオ 三方見開き・優秀録音！・入手難！ ステレオ

RCA 640531（LSC2341） ¥8,640 PHILIPS　6500530 ¥8,640

P/フランス・Ａ/Ａ・赤地に銀文字 ¥8,000 P/フランス・Ａ/A・ホワイトロゴ ¥8,000

サン-サーンス/交響曲第3番「オルガン」 ブラームス/ヴァイオリン協奏曲

ミュンシュ/ボストン交響楽団 シェリング/ハイティンク/コンセルトヘボウ管

BP推薦盤！録音優秀盤！ ステレオ 見開きジャケット・優秀録音！・BP推薦盤！ ステレオ

PHILIPS　835027AY ¥8,640 PHILIPS　6500631 ¥8,640

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ（小豆色） ¥8,000 P/フランス・Ａ/A・ホワイトロゴ ¥8,000

ムソルグシキー/「禿山の一夜」 ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲

デュカス/「魔法使いの弟子」ほか

フルネ/アムステルダム・コンセルトヘボウ シェリング/ハイティンク/コンセルトヘボウ管

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ 見開きジャケット・優秀録音！・BP推薦盤！ ステレオ

PHILIPS　839788LY ¥5,400 PHILIPS　5835331 ¥8,640

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥5,000 P/フランス・Ａ/A・ホワイトロゴ ¥8,000

リスト/「前奏曲」「オルフェウス」＆「タッソー」 バッハ/ヴァイオリン協奏曲集（2曲+二台のための）

ハイティンク/ロンドンフィルハーモニー シェリングほか/ヴィンタートゥール・コレギウム

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ 見開きジャケット・優秀録音！・BP推薦盤！ ステレオ

PHILIPS　6500690 ¥7,560 PHILIPS　9500714 ¥5,400

P/オランダ・A/A・ホワイトロゴ ¥7,000 P/フランス・Ａ/A・シルバーロゴ ¥5,000

ヴィヴァルディ/ヴァイオリン協奏曲集 ヴィヴァルディ・テレマン＆ヘンデルほか/

「お気に入り」「ラ・チェトラ」「こいびと」ほか リコーダーのための協奏曲

グリュミオー/ネグリ/ドレスデン・シュターツカペレ ペトリ/ブラウン/アカデミー室内管弦楽団

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ 見開きジャケット・優秀録音！ ステレオ

PHILIPS　6500106 ¥9,720 PHILIPS　6500321 ¥9,720

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥9,000 P/フランス・Ａ/A・ホワイトロゴ ¥9,000

テレマン/12の幻想曲 ストラヴィンスキー/「兵士の物語」

グリュミオー コクトー（語り）/マルケヴィッチほか

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ 三方見開きジャケット・優秀録音！・BP推薦！ステレオ

PHILIPS　9500154 ¥7,560 PHILIPS　6500454 ¥6,480

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥7,000 P/フランス・Ａ/A・ホワイトロゴ ¥6,000

メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲（2曲） ロドリーゴ/「アランフェス」協奏曲

「ある紳士のための幻想曲」

アッカルド/デュトワ/ロンドンフィルハーモニー ラゴヤ/アルメイダ/モンテ-カルロ歌劇場管弦楽団

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ 三方見開きジャケット・優秀録音！ ステレオ

PHILIPS　9500406 ¥7,560 PHILIPS　835749LY ¥10,800

P/オランダ・A/A・ホワイトロゴ ¥7,000 P/フランス・Ａ/A・ホワイトロゴ ¥10,000
ドヴォルザーク/ヴァイオリン協奏曲＆「ロマンス」 アルビノーニ/「アダージョ」

バッハ/「G線上のアリア」ほか

アッカルド/デイヴィス/アムステルダム・コンセルトヘボウ レーデル/ミュヘン・プロ・アルテ管弦楽団

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ バロック小品集！三方見開き・優秀録音！ ステレオ

2265 2277

2266 2278

2267 2279

2268 2280

2269 2281

2270 2282

2271 2283

2272 2284

2273 2285
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PHILIPS　6770023 ¥16,200 CLAVES　LP30-207 ¥7,560

P/オランダ・Ａ/A・ホワイトロゴ（青地） ¥15,000 P/スイス・A/A・ブラックレーベル ¥7,000

コレルリ/合奏協奏曲作品6（12曲） 3LP モーツァルト/フルート協奏曲第1番・アンダンテ（K315）

＆ロンド（K184）

イ・ムジチ合奏団 グラーフ（フルート＆指揮）/ローザンヌ室内管弦楽団

BP推薦盤！優秀録音盤！ ステレオ 1969年録音・優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

PHILIPS　6770023 ¥19,440 CLAVES　LP30-208 ¥7,560

P/オランダ・Ａ/A・ホワイトロゴ ¥18,000 P/スイス・A/A・ブラックレーベル ¥7,000

バッハ/ヴァイオリンソナタ集（全6曲） 2LP モーツァルト/フルート協奏曲第2番

フルートとハープのための協奏曲

グリュミオー/ジャコット グラーフ（フルート＆指揮）ほか/ローザンヌ室内管弦楽団

BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ ステレオ 1969年録音・優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

PHILIPS　6833166 ¥12,960 CLAVES　LP30-235 ¥7,560

P/オランダ・Ａ/A・ホワイトロゴ（青地） ¥12,000 P/スイス・A/A・ブラックレーベル ¥7,000

バッハ/無伴奏チェロ組曲第5＆6番 「無伴奏フルートリサイタル」

バッハ・ドビュッシー・ベリオらの作品

マヒューラ グラーフ

BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ ステレオ 1970年録音・優秀録音盤！BP推薦盤！ ステレオ

PHILIPS　6599435 ¥9,720 ASTREE　AS28 ¥14,040

P/オランダ・Ａ/A・ホワイトロゴ（青地） ¥9,000 P/フランス・A/A・グレーレーベル ¥13,000

ブラームス/ヴァイオリン協奏曲 クープラン/クラヴサン曲集第1巻から

第13組曲・第17組曲＆第18組曲

クレバース/ハイティンク/コンセルトヘボウ管 ヴェルレ

BP推薦盤！優秀録音盤！入手難です！ ステレオ 1976年録音！BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

ERATO　STU70770　 ¥9,720 ASTREE　AS23 ¥14,040

P/フランス・A/A・青＆白レーベル ¥9,000 P/フランス・A/A・グレーレーベル ¥13,000

ハイドン/ヴァイオリン協奏曲集（3曲） クープラン/クラヴサン曲集第1巻から

第3組曲＆第4組曲

ジャリー/パイヤール/パイヤール室内管弦楽団 ヴェルレ

見開きジャケット！BP推薦！ ステレオ 1979年録音！BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

ERATO　STU71025 ¥6,480 ASTREE　AS5 ¥14,040

P/フランス・A/A・青＆白レーベル ¥6,000 P/フランス・A/A・グレーレーベル ¥13,000

メンデルスゾーン/ピアノ三重奏曲（2曲） フロベルク/組曲第12・18＆30番ほか

ケフェレック/アモイアル/ロデオン ヴェルレ

見開きジャケット！BP推薦！ ステレオ 1975年録音！BP推薦盤！優秀録音！ ステレオ

ERATO　STU70175 ¥10,800 CBS　51088-51090 ¥19,440

P/フランス・A/A・青＆白レーベル ¥10,000 P/フランス・A/A・緑一つ目 ¥18,000

モーツァルト/クラリネット協奏曲＆ バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 3LP

フルートとハープのための協奏曲 ＆パルティータ（全曲）

ランパル/ランスロ/パイヤール/パイヤール室内管 シェリング

定番的一枚！BP推薦！ ステレオ 定番的名盤！BP推薦盤！ モノラル

ERATO　STU70025 ¥15,120 SWR　601 ¥6,480

P/フランス・A/A・青＆白レーベル ¥14,000 P/ドイツ・A/A・オレンジレーベル ¥6,000

モーツァルト/クラリネット五重奏曲＆ シューマン/交響曲第4番

ホルン四重奏曲 R.シュトラウス/「ティル・オイレンシュピーゲル」

ランスロ/バルヒェット四重奏団ほか マリナー/シュトットガルト放送交響楽団

定番的一枚！BP推薦！ ステレオ 1979＆81年ライヴ録音・BP推薦盤！ ステレオ

ERATO　STU50241 ¥12,960 SWR　S701 ¥6,480

P/フランス・A/A・青＆白レーベル ¥12,000 P/ドイツ・A/A・オレンジレーベル ¥6,000

バッハ＆テレマン/フルート協奏曲集（4曲） ブラームス（シェーンベルク）/

ピアノ四重奏曲（管弦楽版）

ランパル/リステンパルト/ザール室内管弦楽団 クーン/シュトットガルト放送交響楽団

優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ 1982年ライヴ録音・BP推薦盤！ ステレオ

ERATO　STU70167/8 ¥12,960 SWR　65480 ¥6,480

P/フランス・A/A・青＆白レーベル ¥12,000 P/ドイツ・A/A・オレンジレーベル ¥6,000

アルベニス/イベリア（全曲） 2ＬＰ 　　　 ストラヴィンスキー/「春の祭典」

ラローチャ ナヴァーロ/シュトットガルト放送交響楽団 ＤＭＭ

優秀録音盤！BP推薦！ ステレオ 1979＆81年ライヴ録音・BP推薦盤！ ステレオ

ERATO　LDE3333 ¥6,480 SWR　6628050 ¥12,960

P/フランス・A/A・緑＆白レーベル ¥6,000 P/ドイツ・A/A・オレンジレーベル ¥12,000

バッハ/「マニフィカト」＆「ミサ曲へ長調」 ベルリオーズ/レクイエイム 2ＬＰ

リステンパルト/ザール室内管弦楽団ほか ギーレン/シュトットガルト放送交響楽団合唱団ほか

優秀録音盤！BP推薦！ モノラル 1979年ライヴ録音・BP推薦盤！ ステレオ

ARION　38243 ¥8,640 SWR　501-2 ¥12,960

P/フランス・A/A・紫レーベル ¥8,000 P/ドイツ・A/A・オレンジレーベル ¥12,000

モーツァルト/フルート四重奏曲（全4曲） マーラー/交響曲第5番 2ＬＰ

ストラヴィンスキー/「詩編交響曲」

レーデル/ケッケルト四重奏団 ベルティーニ/シュトットガルト放送交響楽団ほか

優秀録音盤！入手難です！ ステレオ 1980＆81年ライヴ録音・BP推薦盤！ ステレオ
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DGG　415348-1 ¥7,560 CBS 75521 ¥5,400

P/ドイツ・A/AB・ブルーライン ¥7,000 P/フランス・A/A・青一つ目 ¥5,000

チャイコフスキー/交響曲第4番 特価 バッハ/パルティータ第1・3＆6番

（ジャケットに少々痛みあり） **

カラヤン/ウィーンフィルハーモニー デジタル グールド

1984年録音・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

DGG　427485-1 ¥9,720 CBS 75522 ¥5,400

P/ドイツ・A/AB・ブルーライン ¥9,000 P/フランス・A/A・青一つ目 ¥5,000

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番ほか 特価 バッハ/パルティータ第2・5＆4番

（ジャケットに少々痛みあり）

キーシン/カラヤン/ベルリンフィルハーモニー デジタル グールド

1988年録音・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

DGG　415482-1 ¥6,480 CBS S75274 ¥5,400

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/フランス・A/A・青一つ目 ¥5,000

モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第2＆4番 スカルラッティ/12のソナタ集

クレーメル/アーノンクール/ウィーンフィルハーモニー デジタル ホロヴィッツ

1988年録音・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 三方見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

DGG　2532088 ¥6,480 EPIC　BC1357 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥6,000 P/フランス・A/A・ブルーレーベル ¥6,000

ブラームス/ヴァイオリン協奏曲 マーラー/交響曲第4番

クレーメル/バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー デジタル ラスキン/セル/クリーヴランド管弦楽団

1988年録音・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 三方見開きジャケット・優秀録音盤！ ステレオ

DGG　419772-1 ¥9,720 EMI　0677495111 ¥6,480

P/ドイツ・A/AB・ブルーライン ¥9,000 P/ドイツ・A/A・新ニッパー ¥6,000

シベリウス/交響曲第2番 特価 シベリウス/交響曲第2番＆「フィンランディア」ほか

（ジャケットに少々痛みあり） DMM

バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー デジタル ベルグルンド/ヘルシンキフィルハーモニー デジタル

1986年録音・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 1986年録音・入手難！ ステレオ

DGG　415682-1 ¥10,800 EMI　ESD7159 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥10,000 P/イギリス・A/A・グリーンレーベル ¥6,000

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第1＆2番 シベリウス/「エン・サガ」「ペレアスとメリザンデ」

「ポヨヨラの娘」ほか

アルゲリッチ/シノーポリ/フィルハーモニア管 デジタル ベルグルンド/ボーンマス交響楽団

1985年録音・ＢＰ推薦盤！ ステレオ BP推薦盤！入手難！ ステレオ

DGG　410697-1 ¥10,800 EMI　ASD655 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥10,000 P/イギリス・A/A・新ニッパー ¥8,000

ブラームス/「ドイツ・レクイエム」ほか 2LP エルガー/チェロ協奏曲＆「海の肖像」

ポップ/ブレンデル

シノーポリ/チェコフィルハーモニーほか デジタル デュ・プレ/バルビローリ/ロンドン交響楽団

ＢＰ推薦盤！入手難の一枚です！ ステレオ BP推薦盤！入手難！説明不要の名盤！ ステレオ

DGG　429227-1 ¥5,400 EMI（VSM）CVC869 ¥7,560

P/オランダ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/フランス・A/A・半円ニッパー ¥7,000

ショパン/「24の前奏曲」 ワーグナー/「名歌手」「ローエングリン」前奏曲

「トリスタン」～「前奏曲と愛の死」ほか

ポゴレリッチ デジタル クレンペラー/フィルハーモニア管弦楽団

1989年録音（ドイツ盤なし？）・ＢＰ推薦盤！ ステレオ ＢＰ推薦盤！・優秀録音盤！ ステレオ

DGG　427862-1 ¥5,400 EMI（VSM）2C065-02348 ¥6,480

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/フランス・A/A・カラースタンプ ¥6,000

ベートーヴェン/ピアノソナタ第17番「テンペスト」 ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界から」

25番・21番「ワルトシュタイン」＆26番「告別」 スメタナ/「モルダウ」

ポリーニ デジタル カラヤン/ベルリンフィルハーモニー管弦楽団

1988年録音・ＢＰ推薦盤！入手難！ ステレオ ＢＰ推薦盤！・優秀録音盤！ ステレオ

DGG　139445SLPM ¥7,560 columbia　YPMX1031 ¥19,440

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥7,000 P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー ¥18,000

モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第2＆3番 ドビュッシー/ハープと弦楽のための舞曲

ラヴェル/序奏とアレグロほか

シュナイダーハン/ベルリンフィルハーモニー シャラン/クリュイタンス/パリ音楽院管

1967年録音・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！非常に入手難です！ ステレオ

DGG　2531257 ¥5,400 columbia　ASXF902 ¥21,600

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー ¥20,000

リスト/「巡礼の年」（スイス・ヴェネチアとナポリ） 「カルメン」「サムソンとデリラ」「ロメオとジュリエット」

ほかからのアリア集

ベルマン カラス/プレートル/パリ音楽院管弦楽団

1977年録音・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！棒付ジャケット・BP推薦盤！ ステレオ

DGG　2531258 ¥5,400 columbia　FCX531 ¥7,560

P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥5,000 P/フランス・A/A・ブルー＆シルバー ¥7,000

リスト/「巡礼の年」（イタリア） 「ジプシー男爵」序曲・「芸術家の生涯」

「皇帝円舞曲」ほか

ベルマン カラヤン/フィルハーモニア管弦楽団

1977年録音・ＢＰ推薦盤！ ステレオ 優秀録音盤！棒付ジャケット・BP推薦盤！ モノラル
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DGG　LPX29259 ¥7,560 HELIODOR　2548134 ¥12,960

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE) ¥7,000 P/イギリス・A/A・赤レーベル ¥12,000

ショパン/夜想曲集 ドヴォルザーク/チェロ協奏曲

作品9-1・2　15-1　27-2　32-2　37-1・2ほか

アスケナーゼ タウアー/マーカル/チェコフィルハーモニー **

BP推薦盤！優秀録音盤！ モノラル 入手難！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG　LPEM19060 ¥7,560 SONY　S45808 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE) ¥7,000 P/オランダ・A/A・シルバーレーベル ¥8,000

ショパン/ワルツ集（全14曲） ニューイヤーコンサート　1990

「ウィーン気質」「青きドナウ」「ウィーンの森の物語」ほか

アスケナーゼ メータ/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！ モノラル 入手難です！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG　LPM18333 ¥9,720 DGG　423662-1 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE) ¥9,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥8,000

チャイコフスキー/交響曲第5番 ニューイヤーコンサート　1988

見開きジャケット入り 「こうもり」序曲「青きドナウ」「トリッチ・トラッチ」ほか

ムラヴィンスキー/レニングラードフィルハーモニー アバド/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！1956年録音 モノラル 入手難です！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG　LPM18130 ¥9,720 DGG　431628-1 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE) ¥9,000 P/オランダ・A/A・ブルーライン ¥8,000

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第2＆4番 ニューイヤーコンサート　1991

見開きジャケット入り 「森の精」序曲「青きドナウ」「皇帝円舞曲」ほか

ケンプ/ケンペン/ベルリンフィルハーモニー アバド/ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！1953年録音 モノラル 入手難です！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG　LPM18131 ¥9,720 DGG　431665-1 ¥8,640

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE) ¥9,000 P/オランダ・A/A・ブルーライン ¥8,000

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 ロッシーニ/「セヴィリアの」「セミラーミデ」

見開きジャケット入り 「アルジェのイタリア女」ほか序曲

ケンプ/ケンペン/ベルリンフィルハーモニー アバド/ヨーロッパ室内管弦楽団 デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！1953年録音 モノラル 1989年録音・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG　LPM18859 ¥9,720 DGG　423088-1 ¥7,560

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE) ¥9,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥7,000

ベートーヴェン/「大フーガ」「エグモント」序曲 シューベルト/ミサ曲　変ホ長調 **

「レオノーレ」第二序曲 マッティラ/リポブチェックほか

フルトヴェングラー/ベルリンフィルハーモニー アバド/ウィーンフィルハーモニー デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！1949年録音ほか モノラル 1986年録音・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

DGG　LPM18858 ¥10,800 DGG　2741010 ¥9,720

P/ドイツ・A/A・チューリップ（ALLE) ¥10,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥9,000

シューマン/交響曲第4番（1953年録音） マーラー/交響曲第3番 2LP

ハイドン/交響曲第88番（1952年録音） ノーマン/ウィーン少年合唱団ほか

フルトヴェングラー/ベルリンフィルハーモニー アバド/ウィーンフィルハーモニー デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！定番的名演！ モノラル 1980年録音・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

EMI　E90050 ¥9,720 DGG　413773-1 ¥10,800

P/ドイツ・A/A・赤地に黒ニッパー ¥9,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥10,000

ベートーヴェン/交響曲第3番「英雄」 マーラー/交響曲第7番 2LP

1952年録音

フルトヴェングラー/ウィーンフィルハーモニー アバド/シカゴ交響楽団 デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！定番的名演！ モノラル 入手難！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

EMI　E90088 ¥9,720 DGG　429353-1 ¥14,040

P/ドイツ・A/A・赤地に黒ニッパー ¥9,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥13,000

ベートーヴェン/交響曲第5番「運命」 モーツァルト/ピアノ協奏曲第20＆25番

1954年録音 1989年録音

フルトヴェングラー/ウィーンフィルハーモニー ミケランジェリ/ガーベン/NDR交響楽団 デジタル

BP推薦盤！優秀録音盤！定番的名演！ モノラル 入手難！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

PHILIS　L00434L ¥10,800 DGG　427328-1 ¥34,560

P/オランダ・A/A・minigroove ¥10,000 P/オランダ・A/A・ブルーライン ¥32,000

ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲 　　　 マーラー/交響曲第3番 2LP

（三方見開きジャケット） ルードヴィッヒほか

グリュミオー/ベイヌム/アムステルダムコンセルトヘボウ バーンスタイン/ニューヨークフィルハーモニー デジタル

定番的名演！・BP推薦盤！ モノラル 入手難！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

PHILIS　L00294/5L ¥14,040 DGG　427697-1 ¥37,800

P/オランダ・A/A・minigroove ¥13,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥35,000

ブルックナー/交響曲第8番 2LP マーラー/交響曲第6番＆「亡き子をしのぶ歌」 2LP

シューベルト/交響曲第3番 特価 ハンプソン

ベイヌム/アムステルダムコンセルトヘボウ バーンスタイン/ウィーンフィルハーモニー デジタル

定番的名演！・BP推薦盤！ モノラル 入手難！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

PHILIS　L09002L ¥7,560 DGG　419208-1 ¥37,800

P/オランダ・A/A・シルバーロゴ ¥7,000 P/ドイツ・A/A・ブルーライン ¥35,000

シューベルト/交響曲第6番＆8番「未完成」 マーラー/交響曲第9番 2LP

（三方見開きジャケット）

ベイヌム/アムステルダムコンセルトヘボウ バーンスタイン/アムステルダムウコンセルトヘボウ デジタル

定番的名演！・BP推薦盤！ モノラル 入手難！・優秀録音・BP推薦盤！ ステレオ

2337 2349

2338 2350

2339 2351

2340 2352

2341 2353

2342 2354

2343 2355

2344 2356

2345 2357
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2346 2358

2347 2359

2348 2360



リスト番号 タイトル･演奏家 価格 弊社記入欄

【例】S5337 バッハ/ヴァイオリン協奏曲　シェリング、ブイヨン 19,440円

「希望しない」の場合には、ご請求書は郵送いたします。

（ふりがな）

御名前

御住所
〒

電話番号

FAX番号

（「FAXでのお返事をご希望」の場合には、必ずご記入ください）

ベーレンプラッテ FAX注文書
～お買い物のご注文にご利用ください～

あて先：〒157-0066 東京都世田谷区成城8-4-21-11 / FAX: 03-5429-9026

お支払方法（どちらかを丸で囲んでください） 振込み　・　代引き

ＦＡＸでのお返事
希望　・　希望しない

リスト番号


