
レコード　リスト

請求記号 コード ジャンル タイトル アーティスト名等 発売元 価格

RC001 1 クラッシック ベートーヴェン　＜魔笛>の主題による7つの変
奏曲

チェロ：ピエール・フルニエ 日本グラモフォン株式会
社

¥1,800

RC001-
002

1 クラッシック Masterworks of Music chamber music 　 日本ビクター株式会社 ¥3,000

RC002 1 クラッシック ベートーヴェン 交響曲第9番《合唱》 指揮：フェレンツ・フリッシャー ヘリオドールレコード ¥1,200

RC003-
004

1 クラッシック Mastewworks of Music violin concertos 日本ビクター株式会社 ¥3,000

RC003-
005

1 クラッシック  ベートーヴェン：ピアノ協奏曲全集 ピアノ：ウィルヘルム・バック
ハウス

Snow Records Japan ¥6,000

RC005-
006

1 クラッシック Mastewworks of Music piano concertos I 日本ビクター株式会社 ¥3,000

RC007 1 クラッシック ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」，シューベ
ルト交響曲第８番「未完成」

指揮：ヘルベルト・フォン・カラ
ヤン

日本グラモフォン株式会
社

¥1,800

RC008 1 クラッシック チャイコフスキー 交響曲第6版「悲愴」 指揮：ヘルベルト・フォン・カラ
ヤン

日本グラモフォン株式会
社

¥1,800

RC011 1 クラッシック ショパン/夜想曲全集第1巻 ピアノ：アルトゥール・ルービ
ンシュタイン

日本ビクター株式会社 ¥2,000

RC012 1 クラッシック ショパン/夜想曲全集第2巻 ピアノ：アルトゥール・ルービ
ンシュタイン

日本ビクター株式会社 ¥2,000
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請求記号 コード ジャンル タイトル アーティスト名等 発売元 価格

RC013 1 クラッシック ショパン/スケルォ・バラード全集 ピアノ：アルトゥール・ルービ
ンシュタイン

日本ビクター株式会社 ¥2,000

RC014 1 クラッシック チャイコフスキー　交響曲第6番”悲愴” 指揮：キリル・コンドラシン 日本ビクター株式会社 ¥2,000

RC015 1 クラッシック ベートーヴェン　クロイツェル ヴァイオリン：イーゴリ・オイス
トラフ

日本ビクター株式会社 ¥2,000

RC016 1 クラッシック ラプソディ・イン・ブルー 指揮：バーンステイン 日本コロンビア株式会社 ¥2,000

RC018 1 クラッシック シューベルト歌曲のすべて ディースカウ　 東芝EMI株式会社 ¥1,800

RC019 1 クラッシック J・Sバッハの創作活動　シリーズF　オルガンの
ための作曲

Archiv PRODUKTION ¥2,200

RC020 1 クラッシック Fritz Kreisler　RS 日本ビクター株式会社 ¥2,000

RC021 1 クラッシック Herbert Von Karajan 指揮：カラヤン 東芝音楽工業株式会社 ¥1,800

RC021-
022

1 クラッシック チャイコフスキー　1 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC022 1 クラッシック ショパン・ゴールデン・コンサート(10大ピアニスト
によるショパン名曲集）

東芝音楽工業株式会社 ¥1,800

RC023-
024

1 クラッシック ベートーヴェン1 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

2/44 ページ
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RC025-
026

1 クラッシック モーツァルト 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC027-
028

1 クラッシック ドヴォルザーク 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC029-
030

1 クラッシック ベートーヴェン2 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC037-
038

1 クラッシック ヴィヴァルディ 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC043-
044

1 クラッシック シューベルト／メンデルスゾーン 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC045-
046

1 クラッシック ブラームス 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC053-
054

1 クラッシック ベルリオーズ 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC057-
058

1 クラッシック リスト／パガニーニ 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC059-
060

1 クラッシック バッハ 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC061-
062

1 クラッシック チャイコフスキー　2 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC063-
064

1 クラッシック グリーク／シベリウス 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800
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RC069-
070

1 クラッシック ビゼー／グノー／シャブリエ 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC071-
072

1 クラッシック グリンカ／ムソルグスキー／ボロディン／リムス
キー＝コルサコフ

編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC073-
074

1 クラッシック ドビュッシー／ラベル 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC075-
076

1 クラッシック ヘンデル／ハイドン 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC077-
078

1 クラッシック ワーグナー／リヒャルト・シュトラウス 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC079-
080

1 クラッシック ラフマニノフ／バルトーク 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC081-
082

1 クラッシック サン＝サーンス／ラロ／フランク 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC087-
088

1 クラッシック ストラヴィンスキー 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC089-
090

1 クラッシック プロコフィエフ／ハチャトゥリアン 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC091-
092

1 クラッシック ショスタコーヴィチ 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC093-
094

1 クラッシック プッチーニ 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800
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RC101-
102

1 クラッシック シューマン 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC103-
104

1 クラッシック ヴェルディ 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC105-
106

1 クラッシック ヨハン・シュトラウス 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC107-
108

1 クラッシック バッハ　2 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC109-
110

1 クラッシック モーツァルト　2 編集：座右宝刊行会 河出書房 ¥2,800

RC153-
154

1 クラッシック 世界の名曲1 Vivaldi/Handel 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC155-
156

1 クラッシック 世界の名曲2 Bacb Ⅰ 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC157-
158

1 クラッシック 世界の名曲3 Bacb Ⅱ 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC159-
160

1 クラッシック 世界の名曲4 Haydn 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC161-
162

1 クラッシック 世界の名曲5 Mozart Ⅰ 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC163-
164

1 クラッシック 世界の名曲6 Mozart Ⅱ 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600
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RC165-
166

1 クラッシック 世界の名曲7 Beethoven Ⅰ 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC167-
168

1 クラッシック 世界の名曲8 Beethoven Ⅱ 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC169-
170

1 クラッシック 世界の名曲9 Beethoven Ⅲ 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC171-
172

1 クラッシック 世界の名曲10 Schubert 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC173-
174

1 クラッシック 世界の名曲11 Mendelssohn/Schumann 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC175-
176

1 クラッシック 世界の名曲12 Berlioz/Liszt 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC177-
178

1 クラッシック 世界の名曲13 Chopin 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC179-
180

1 クラッシック 世界の名曲14 Verdi/Wagner 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC181-
182

1 クラッシック 世界の名曲16 Brabms 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC183-
184

1 クラッシック 世界の名曲15 Bizet/puccini 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC185-
186

1 クラッシック 世界の名曲17 Tchaikovsky 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600
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請求記号 コード ジャンル タイトル アーティスト名等 発売元 価格

RC187-
188

1 クラッシック 世界の名曲18 MussorgskyRrimsky-
korsakov/Borodin

編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC189-
190

1 クラッシック 世界の名曲19 Dvorak/Smetana/Sibelius/Grieg 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC191-
192

1 クラッシック 世界の名曲20 Franck/Saint-
saens/Cbausson/Faure

編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC193-
194

1 クラッシック 世界の名曲21 Bruckner/Mabler 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC195-
196

1 クラッシック 世界の名曲22 Debussy/Ravel 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC197-
198

1 クラッシック 世界の名曲23 Stravinsky/Prokofiev/Bartok 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC199-
200

1 クラッシック 世界の名曲24 Promenade in Classic Music 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC201-
202

1 クラッシック 世界の名曲 追巻1 Antbology of Baroque Music 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC203-
204

1 クラッシック 世界の名曲 追巻2 Bacb Ⅲ 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC205-
206

1 クラッシック 世界の名曲 追巻3 Mozart Ⅲ 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC207-
208

1 クラッシック 世界の名曲 追巻4 Music of Late-Romanticism 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600
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請求記号 コード ジャンル タイトル アーティスト名等 発売元 価格

RC209-
210

1 クラッシック 世界の名曲 追巻5 A treasury of Cborus 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC211-
212

1 クラッシック 世界の名曲 追巻6 Great Perfomance 編集：大岡昇平，遠山一行  中央公論社 ¥2,600

RC234-
236

1 クラッシック MONTEVERDI　SELVAMORALEE　SPIRITUALE 企画編集　日本コロムビア 日本コロムビア株式会社 ¥6,000

RC237-
239

1 クラッシック ブルックナー 指揮：カラヤン 東芝音楽工業株式会社 ¥5,700

RC256-
257

1 クラッシック ユーモレスク　チゴイネルワイゼン 日本コロムビア株式会社 ¥3,000

RC290 1 クラッシック アルビノーニのアダ－ジョ レーモン・ルフェーヴル キングレコード株式会社 ¥2,800

RC296 1 クラッシック 超絶のトランペット ビクター音楽産業株式会
社

¥2,500

RC297 1 クラッシック ROCION　AZARKHIN、Contrabass ビクター音楽産業株式会
社

¥2,500

RC298 1 クラッシック トロンボーンの妙技 ビクター音楽産業株式会
社

¥2,500

RC299 1 クラッシック 驚異の笛の音 リンデ&ラゴスニック 東芝EMI株式会社 ¥2,500

RC300 1 クラッシック ホルスト:組曲〈惑星〉 作品32/エルガー:行進曲
〈威風堂々〉作品39より(第1番、第2番、第4番)

指揮：ネヴィル･マリナー 日本フォノグラム株式会
社

¥2,500
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RC301 1 クラッシック ベルリオーズ:幻想交響曲 指揮：ズービン・メータ キングレコード株式会社 ¥2,800

RC302 1 クラッシック EROICA 指揮：ズービン・メータ CBS/SONY ¥2,800

RC304 1 クラッシック デイヴィスのグレイト 指揮：コリン･デイヴイス 日本フォノグラム株式会
社

¥2,700

RC305 1 クラッシック ブラームス:交響曲第4番 指揮：カルロス･クライバー ポリドール株式会社 ¥2,800

RC309 1 クラッシック BAROQUE　BRASS　THE　PHILIP　JONES　BR
ASS　ENSEMBLE

キングレコード株式会社 ¥2,500

RC310 1 クラッシック 夢みる人 キングズ・シンガーズ ビクター音楽産業株式会
社

¥2,500

RC323 1 クラッシック 狂詩曲「スペイン｣  スペイン狂詩曲　バレエ音楽
「三角帽子」第1＆ 第2組曲

指揮：リッカル・ドムーティ 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC324 1 クラッシック はげ山の一夜 　アバード 指揮：クラウデイオ･アバード RVC株式会社 ¥2,700

RC330 1 クラッシック ドヴォルザーク 交響曲 第8番 イギリス / スラヴ
舞曲 第8番

指揮：ヘルベルト･フォン･カラ
ヤン

東芝EMI株式会社 ¥2,500

RC331 1 クラッシック ドジォ･ルザーク　新世界より 指揮：ヘルベルト･フォン･カラ
ヤン

東芝EMI株式会社 ¥2,500

RC332 1 クラッシック シューベルト:交響曲第8番「未完成」&第3番 指揮：カルロス･クライバー ポリドール株式会社 ¥2,600
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RC333 1 クラッシック ミケランジェリPf/ドビュッシー/映像/子供の領分 ピアノ：アルトゥーロ･ベネ
ディッティ･ミケランジェリ

ドイツグラモフォン ¥2,400

RC334 1 クラッシック ベーム モーツァルト：交響曲第38,39番 指揮：カール･ベーム ポリドール株式会社 ¥2,600

RC335 1 クラッシック ベートーヴエン交響曲第5,9番 指揮：ウィルヘルム｡フルト
ヴェングラー

東芝EMI株式会社 ¥4,000

RC343 1 クラッシック スイングル･シンガーズのすべて スイングル･シンガーズ 日本フォノグラム株式会
社

¥2,500

RC345 1 クラッシック ショスタコーヴィチ:交響曲第5番ニ短調作品47
「革命」

指揮　ショスタコーヴィチ: ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC347 1 クラッシック コンドラシンのシェエラザード 指揮：キリル･コンドラシン 日本フォノグラム株式会
社

¥2,500

RC348 1 クラッシック シベリウス 交響曲第2番 指揮：カラヤン 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC349 1 クラッシック ラフマニノフ　交響曲第3番 指揮：レナード・スラットキン ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,500

RC350 1 クラッシック 中村紘子｢新｣ショパン名曲集 中村紘子 CBS/SONY ¥2,800

RC357 1 クラッシック エルガー：エニグマ変奏曲作品３６ ネヴィル・マリナー 日本フォノグラム株式会
社

¥2,500

RC359 1 クラッシック モーツァルト セレナーデ ポストホルン 指揮：カール･ベーム ポリドール株式会社 ¥2,600
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RC360 1 クラッシック フックト・オン・クラシックス ルイス・クラーク RVC株式会社 ¥2,700

RC364 1 クラッシック ベルリン・フィルの１２名のチェロ奏者たち テイチク株式会社

RC365 1 クラッシック  バッハ：イギリス組曲 ヘルムート・ヴァルハ 東芝EMI株式会社 ¥2,500

RC386 1 クラッシック メトロポリタンコンサート ウラデイミール･ホロヴイッツ RVC株式会社 ¥2,800

RC387 1 クラッシック チャイコフスキー:交響曲第5番 指揮：リツカルド･シャイー ロンドンレコード株式会社 ¥2,800

RC395 1 クラッシック グリーグ:ピアノ協奏曲 中村 紘子 CBS/SONY ¥2,500

RC397 1 クラッシック チャイコフスキー:交響曲第１番 ピアノ:アルゲリッチ 日本フォノグラム株式会
社

¥2,000

RC398 1 クラッシック ツァラトゥストラはかく語りき 指揮：小沢征爾 日本フォノグラム株式会
社

¥2,300

RC399 1 クラッシック  アメリカ／ライヴ・イン・神戸 スメタナ四重奏団 日本コロムビア株式会社 ¥1,500

RC417 1 クラッシック J・S・バッハ/ゴールドベルク変奏曲 ピアノ：グレン・グールド CBS/SONY ¥2,800

RC440 1 クラッシック ヨハネス・ブラームス 指揮：カール・ベーム ポリドール株式会社 ¥2,600
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RC446 1 クラッシック ウェーベルン/ハウペンシュトック=ラマティ/ウル
バンナー

アルバン・ベルク弦楽四重奏
団

キングレコード株式会社 ¥1,700

RC450 1 クラッシック 小沢＝武満’６９ 小澤征爾 RVC株式会社 ¥2,500

RC451 1 クラッシック 武満徹＝ノヴェンバー・ステップス 小沢征爾指揮/トロント交響
楽団

RVC株式会社 ¥5,000

RC454 1 クラッシック パレストリーナ スターバド・マーテル ロンドンレコード株式会社 ¥2,000

RC455 1 クラッシック 十字架上の7つの言葉 指揮：ルドルフ・マウエルスベ
ルガー

ポリドール株式会社 ¥2,500

RC456 1 クラッシック テレマン:ターフェルムジーク 第1集 指揮：アウグスト・ヴェンツィン
ガー

ポリドール株式会社 ¥5,000

RC457 1 クラッシック コルティ「グレゴリオ聖歌/聖母マリアの祝日の
ための聖歌集」

指揮：フォスコ・コルティ ポリドール株式会社 ¥2,500

RC458 1 クラッシック アリアンナの嘆き/モンテヴェルディ - マドリガー
レ集 

指揮：ユルゲン・ユルゲンス ポリドール株式会社 ¥2,500

RC462 1 クラッシック スクリャービン：法悦の詩作品５４ クラウディオ・アバド ポリドール株式会社 ¥2,000

RC463 1 クラッシック スカルラッティ/ソレール：ソナタ集 アリシア・デ・ラローチャ 英ＤＥＣＣＡ ¥2,800

RC465 1 クラッシック スメタナ：連作交響詩わが祖国全曲  ヴァーツラフ・スメターチェク 日本コロムビア株式会社 ¥4,500
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請求記号 コード ジャンル タイトル アーティスト名等 発売元 価格

RC467 1 クラッシック バッハ　ロ短調ミサ曲 カール・リヒター ポリドール株式会社 ¥7,500

RC510 1 クラッシック CHOPIN　ショパン ピアノ・コンチェルト第1番　 中村紘子 CBS/SONY ¥2,800

RC519 1 クラッシック モーツァルト/トルコ行進曲つき ピアノ：内田光子 日本フォノグラム株式会
社

¥2,800

RC520 1 クラッシック 黄金のフルート　ジムノペティ／午後のパストラ
ル

パトリック・ガロワ ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC521 1 クラッシック ジョスランの子守歌　神技のコントラバス ゲリー・カー キングレコード株式会社 ¥2,800

RC524 1 クラッシック 白鳥、くまんばちは飛ぶ～ウルトラ・チェロ ジュリアン・ロイド・ウエッバー
 

日本フォノグラム株式会
社

¥2,300

RC526 1 クラッシック 組曲『展覧会の絵』（アシュケナージ編）　 指揮：ムソルグスキー 日本フォノグラム株式会
社

¥2,800

RC527 1 クラッシック ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー アンドレ・プレヴィン 日本フォノグラム株式会
社

¥2,500

RC528 1 クラッシック クラシック&ポピュラー/吹奏楽名曲ベスト25 ニュー･フェスティヴァル･シン
フォニック･バンド他

東芝EMI株式会社 ¥3,000

RC529 1 クラッシック 吹奏楽ベストセレクション`85 VOL.1 汐澤安彦 東芝EMI株式会社 ¥2,300

RC544 1 クラッシック ボレロ 指揮：シャルル・デュトワ ロンドンレコード株式会社 ¥2,800
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請求記号 コード ジャンル タイトル アーティスト名等 発売元 価格

RC546 1 クラッシック レスピーギ/ローマの松(ローマ三部作) 指揮：リッカルド・ムーティ 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC827 1 クラッシック カラヤン、ウインナ・ワルツの夕 指揮：カラヤン 日本ビクター株式会社 ¥2,000

RC241 2 ポップス Besthits 森田公一＆トップギャラン CBS/SONY ¥2,500

RC242-
243

2 ポップス Pepfect　24　 菅原洋一 ポリドール株式会社

RC244 2 ポップス 黒い瞳はお好き? スサーナ 東芝EMI株式会社 ¥2,300

RC245-
246

2 ポップス the KAGUYAHIME forever かぐや姫 日本クラウン ¥3,800

RC252 2 ポップス レット･ミー・ビー･ゼア オリビア・ニュートン＝ジョン 東芝EMI株式会社 ¥2,500

RC253 2 ポップス 四季の歌　芹洋子ベストアルバム 芹洋子 キングレコード株式会社 ¥2,300

RC259-
260

2 ポップス サイモン & ガーファンクル サイモン & ガーファンクル CBS/SONY ¥3,800

RC270 2 ポップス WE ARE  オフコース 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC271 2 ポップス Nolans Nolans CBS/SONY ¥2,500
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RC273 2 ポップス Xoo Multiplies - Yellow Vinyl YMO ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC274 2 ポップス 恋人よ 五輪真弓 CBS/SONY ¥2,700

RC275 2 ポップス アリス・メモリアル '76～'79 アリス 東芝EMI株式会社 ¥4,000

RC276 2 ポップス 木枯しに抱かれて  松山千春 キャニオン・レコード ¥2,800

RC279 2 ポップス グレイテスト・ヒッツVol.2 アバ ビクター音楽産業株式会
社

¥2,500

RC283 2 ポップス Bi-Coastal ピーター・アレン ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC289 2 ポップス 哀しみのテス ピエール･ボルト ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC306 2 ポップス アリス Ⅸ 謀反 アリス 株式会社ポリスター ¥2,800

RC308 2 ポップス うつろひ さだ まさし フリーフライト ¥2,800

RC311 2 ポップス Reflections 寺尾 聰 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC314 2 ポップス SILKSCREEN 南 佳孝 CBS/SONY ¥2,700
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RC316 2 ポップス 臨月 中島みゆき キャニオン・レコード ¥2,800

RC317 2 ポップス 時代をこえて 松山千春 キャニオン・レコード ¥2,800

RC322 2 ポップス Made in America カーペンターズ ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC325 2 ポップス 優子　「　ザ・ベスト　」 石川優子 ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC326 2 ポップス ポートレイト 竹内 まりや RVC株式会社 ¥2,700

RC327 2 ポップス フォロー・ミー イルカ クラウンレコード ¥2,800

RC328 2 ポップス 昨晩お会いしましょう 松任谷 由実 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC336 2 ポップス 風花 雅夢 テイチク株式会社 ¥2,800

RC337 2 ポップス 熱風 CHAGE and ASKA ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,700

RC338 2 ポップス 起承転結Ⅱ 松山千春 キャニオン・レコード ¥2,800

RC341 2 ポップス It had to be you/the best of the 
Singers;Unlimited 

アンリミテッド テイチク株式会社 ¥2,500
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RC356 2 ポップス 夢の途中 来生たかお ポリドール株式会社 ¥2,800

RC367 2 ポップス PEARL PIERCE 松任谷 由実 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC368 2 ポップス 大いなる愛よ夢よ 松山千春 NEWレコード株式会社 ¥2,800

RC372 2 ポップス SOMEDAY 佐野元春 EPIC/SONY ¥2,800

RC375 2 ポップス I LOVE YOU オフコース 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC376 2 ポップス JULIA イルカ  クラウンレコード ¥2,800

RC379 2 ポップス 見知らぬ街で　FALL ON THE AVENUE 松岡直也 ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC380 2 ポップス 246:3AM 稲垣 潤一 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC381 2 ポップス マシーナリー シーナ・イーストン 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC383 2 ポップス 夢路の果てに ～ センチメンタル・シンドローム 
～

蛎崎弘 CBS/SONY ¥2,800

RC384 2 ポップス 遊歩道 来生たかお ポリドール株式会社 ¥2,800
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RC388 2 ポップス 太陽がいっぱい 山本 達彦 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC389 2 ポップス I LOVE YOU SO 山本 達彦 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC409 2 ポップス バリエーション「変奏曲」　 中森明菜 ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC413 2 ポップス Baby Baby 山下久美子 日本コロムビア株式会社 ¥2,800

RC414 2 ポップス ヴィヴィッド 泰葉 ポリドール株式会社 ¥2,800

RC415 2 ポップス A LONG VACATION 大瀧 詠一 CBS/SONY ¥2,700

RC416 2 ポップス キャンディー　CANDY 松田聖子 CBS/SONY ¥3,000

RC419 2 ポップス LION&PELICAN 井上 陽水 フォーライフ ミュージック
エンタテイメント

¥2,800

RC420 2 ポップス 予感 中島みゆき キャニオン・レコード ¥2,800

RC422 2 ポップス ベルリン 28號 サカタオーケストラ 日本コロムビア株式会社 ¥2,800

RC423 2 ポップス SNIPER 松原正樹 ポニーキャニオン ¥2,800
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RC425 2 ポップス LONELY GIRL 八神 純子 ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC426 2 ポップス リ・インカーネイション 松任谷由実 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC427 2 ポップス アナザー・ページ クリストファー・クロス ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,500

RC429 2 ポップス 時代は僕らに雨を降らしてるⅥ 長渕剛 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC430 2 ポップス 初恋～浅き夢みし～ 村下孝蔵 CBS/SONY ¥2,800

RC432 2 ポップス Ｊ．Ｉ． 稲垣 潤一 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC433 2 ポップス 16・祭　sixteen carnival 石川秀美 RCA株式会社 ¥2,800

RC434 2 ポップス NEW AKINA  エトランゼ　 中森明菜 ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC435 2 ポップス あるばむ 河合奈保子 日本コロムビア株式会社 ¥2,800

RC437 2 ポップス Raise! アース・ウィンド・アンド・ファイ
アー

CBS/SONY ¥2,500

RC448 2 ポップス タイムアンドプレイス 高橋 幸宏 ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800
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RC449 2 ポップス VOYAGER 松任谷由実 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC452 2 ポップス Can't Slow Down ライオネル・リッチー ビクター音楽産業株式会
社

¥2,500

RC453 2 ポップス スリラー マイケル・ジャクソン EPIC/SONY ¥2,500

RC460 2 ポップス MELODIES 山下達郎 ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC461 2 ポップス 抱擁-SATIN ROSE- 谷村 新司 ポリスター ¥2,800

RC466 2 ポップス YES-YES-YES オフコース 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC470 2 ポップス Born In The USA + Obi ブルース・スプリングスティー
ン

CBS/SONY ¥2,800

RC471 2 ポップス Summer Delicacy 河合奈保子 日本コロンビア株式会社 ¥2,800

RC472 2 ポップス ビッグウェイブ　BIG WAVE　 山下達郎 ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC474 2 ポップス Diver Down ヴァン・ヘイレン Rhino ¥2,500

RC475 2 ポップス High & Dry デフ・レパード Polygram Records ¥2,500
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RC477 2 ポップス 人気者で行こう サザンオールスターズ ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC478 2 ポップス E 矢沢 永吉 ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC479 2 ポップス ロートスの果実 中原めいこ 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC480 2 ポップス ビクトリー ジャクソンズ EPIC/SONY ¥2,800

RC481 2 ポップス 安全地帯Ⅲ　抱きしめたい 安全地帯 キティレコード ¥2,800

RC482 2 ポップス ダウン・バイ・ザ・メインストリート 浜田 省吾 CBS/SONY ¥2,800

RC484 2 ポップス はじめまして 中島みゆき キャニオン・レコード ¥2,800

RC485 2 ポップス The Best Year of My Life オフコース 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC487 2 ポップス ヘビーゲージ HEAVY GAUGE　 長渕剛 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC492 2 ポップス Tinker Bell 松田聖子 CBS/SONY ¥3,200

RC493 2 ポップス 撫子純情 原田知世 CBS/SONY ¥1,800
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RC496 2 ポップス “R” REIMY 日本コロムビア株式会社 ¥2,800

RC497 2 ポップス White Key 泰葉 ポリドール株式会社 ¥2,800

RC500 2 ポップス HOLD YOUR LAST CHANCE 長渕剛 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC502 2 ポップス シークレット 石川秀美 RVC株式会社 ¥2,800

RC503 2 ポップス NENA　 プラステック・ドリームス　 EPIC/SONY ¥2,500

RC509 2 ポップス Music 早見優 東芝音楽工業株式会社 ¥2,600

RC511 2 ポップス ザ・ナインス・ウェーブ　THE 9TH WAVE  松田聖子 CBS/SONY ¥2,800

RC513 2 ポップス 夢十話 薬師丸ひろ子 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC514 2 ポップス ANOTHER SUMMER 杉山清貴&オメガトライブ バップ ¥2,800

RC515 2 ポップス Back Streets of Tokyo オフコース 株式会社ファンハウス ¥2,800

RC517 2 ポップス 御色なおし 中島みゆき キャニオン・レコード ¥2,800
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RC518 2 ポップス AXIA 斉藤 由貴 ポニーキャニオン ¥2,800

RC530 2 ポップス BE TRUE 中村あゆみ　 ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC533 2 ポップス CHRISTMAS TIME IN BLUE 佐野元春 EPIC/SONY ¥1,200

RC536 2 ポップス 安全地帯IV 安全地帯 ポリドール株式会社 ¥2,800

RC537 2 ポップス miss　M.　 中島みゆき キャニオン・レコード ¥2,800

RC538 2 ポップス PANSY REIMY 日本コロムビア株式会社 ¥2,800

RC539 2 ポップス Tropico パット・ベネター 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC541 2 ポップス KAMAKURA サザンオールスターズ ビクター音楽産業株式会
社

¥4,000

RC545 2 ポップス FIRST FINAL　 杉山清貴&オメガトライブ バップ ¥2,800

RC548 2 ポップス FALL IN LOVE 小林 明子 株式会社ファンハウス ¥2,800

RC549 2 ポップス クラブ・スノーバウンド 浜田 省吾 CBS/SONY ¥1,800
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RC550 2 ポップス MY BEST THANKS 中森明菜 ワーナー･パイオニア株式
会社

¥1,500

RC552 2 ポップス 土曜日のタマネギ 斉藤 由貴 株式会社キャニオンレ
コード

¥1,200

RC557 2 ポップス そよ風の贈りもの ホイットニー・ヒューストン 日本フォノグラム株式会
社

¥2,500

RC558 2 ポップス 不思議 中森明菜 ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC559 2 ポップス Navigator 1986オメガトライブ バップ ¥2,800

RC560 2 ポップス MOGA-BEST COLLECTION 中原 めいこ 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC562 2 ポップス NIPPON NO ROCK BAND KUWATA BAND ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC564 2 ポップス 36.5°C 中島みゆき キャニオン・レコード ¥2,800

RC568 2 ポップス HEART EDGE エコーズ CBS/SONY ¥2,800

RC573 2 ポップス ALARM a la mode (アラーム・アラ・モード) 松任谷由実 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC579 2 ポップス ノン・ストッパー　NON Stopper　 荻野目 洋子 ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800
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RC581 2 ポップス 花鳥風月 一世風靡セピア ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC582 2 ポップス welcome to the lost child club エコーズ CBS/SONY ¥2,800

RC587 2 ポップス CONTROL　コントロール ジャネット・ジャクソン キャニオン・レコード ¥2,800

RC592 2 ポップス ジョージジェントルランド エコーズ CBS/SONY ¥2,800

RC594 2 ポップス 夢のゆくえ サマンサ・フォックス ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC595 2 ポップス POP 山下 久美子 日本コロムビア株式会社 ¥2,800

RC598 2 ポップス NEO GEO 坂本 龍一 CBS/SONY ¥2,800

RC601 2 ポップス Self Control TM NETWORK エピックレコードジャパン ¥2,800

RC602 2 ポップス Whitney ホイットニー・ヒューストン 日本フォノグラム株式会
社

¥2,800

RC607 2 ポップス KOMEGUNY 米米CLUB ソニー・ミュージックレコー
ズ

¥2,800

RC609 2 ポップス V VOW WOW 東芝EMI株式会社 ¥2,800
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RC612 2 ポップス キープ・ユア・アイ・オン・ミー ハーブ・アルバート キャニオン・レコード ¥2,800

RC620 2 ポップス マジック ジェッツ ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC624 2 ポップス SHY BOYS　 ANA CBS/SONY ¥2,800

RC628 2 ポップス HEARTS ON　PARADE 小比類巻かほる CBS/SONY ¥2,800

RC630 2 ポップス 杉山清貴　Ｋｏｎａ　Weather 杉山清貴 バップ ¥2,800

RC632 2 ポップス リクエスト 竹内 まりや アルファ・ムーン株式会社 ¥2,800

RC633 2 ポップス FAITH ジョージ・マイケル EPIC/SONY ¥2,800

RC634 2 ポップス humansystem TM NETWORK エピックレコードジャパン ¥2,800

RC635 2 ポップス +α 島田奈美 日本コロムビア株式会社 ¥2,800

RC639 2 ポップス つめたい別れ 中島みゆき & スティービー・
ワンダー 

キャニオン・レコード ¥1,200

RC640 2 ポップス TELEPORTATION プリンセス プリンセス CBS/SONY ¥2,800
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RC642 2 ポップス HERE WE AREヒア・ウィー・アー プリンセス プリンセス CBS/SONY ¥2,800

RC643 2 ポップス PANT 斉藤 由貴 ポニーキャニオン ¥2,800

RC647 2 ポップス Delight Slight Light KISS 松任谷由実 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC648 2 ポップス LET’S GET CRAZY プリンセス プリンセス CBS/SONY ¥2,800

RC649 2 ポップス Go Funk 米米CLUB CBS/SONY ¥2,800

RC650 2 ポップス I LOVE YOUからはじめよう 安全地帯 キティレコード ¥2,800

RC652 2 ポップス ENERGY チャゲ アンド アスカ ポニーキャニオン ¥2,800

RC654 2 ポップス SO REAL 小比類巻かほる エピックレコードジャパン ¥2,800

RC265-
266

3 ロック ポール・アンカ　ゴールドデラックス ポール・アンカ　 RVC株式会社 ¥3,000

RC280 3 ロック JOLLY JIVE 高中正義 ポリドール株式会社 ¥2,500

RC319 3 ロック Mistaken IDentity キム・カーンズ 東芝EMI株式会社 ¥2,500
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RC370 3 ロック タッグ・オブ・ウォー ポール・マッカートニー 東芝EMI株式会社 ¥2,500

RC385 3 ロック フェイマス・ラスト・ワーズ スーパートランプ アルファーレコード株式会
社

¥2,800

RC390 3 ロック ナイロン・カーテン ビリー・ジョエル CBS/SONY ¥2,500

RC396 3 ロック Asia エイジア CBS/SONY ¥2,500

RC400 3 ロック 最終楽章(コーダ) レッド･ツェッペリン ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,500

RC402 3 ロック Mccartney II ポール・マッカートニー 東芝EMI株式会社 ¥2,500

RC403 3 ロック 大いなる野望 ゲイリー・ムーア ビクター音楽産業株式会
社

¥2,500

RC408 3 ロック For Those About To Rock (We Salute You) AC/DC ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,500

RC412 3 ロック サダージ 高中正義 ポリドール株式会社 ¥2,800

RC424 3 ロック ミスター・ロボット キルロイ・ワズ・ヒア アルファ・ムーン株式会社 ¥2,800

RC438 3 ロック イノセント・マン ビリー・ジョエル CBS/SONY ¥2,500
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RC443 3 ロック Alpha エイジア CBS/SONY ¥2,500

RC445 3 ロック ポーキュパイン（やまあらし） エコー&ザ・バニーメン ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,500

RC447 3 ロック Seven & The Ragged Tiger セブン･アンド･ザ･ラグド･タイ
ガｰ 

東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC469 3 ロック 夏・全・開 高中正義 And 楽園ガールズ
 

キティレコード ¥2,800

RC483 3 ロック Waking Up With The House On Fire - sealed カルチャー・クラブ VIRGIN ¥2,800

RC488 3 ロック グレイト・ホワイト グレイト・ホワイト 東芝EMI株式会社 ¥2,500

RC490 3 ロック サイド・キックス トンプソン・ツインズ 日本フォノグラム株式会
社

¥2,500

RC491 3 ロック パーフェクト・ストレンジャーズ ディープ・パープル ポリドール株式会社 ¥2,500

RC494 3 ロック Tiger Tiger Disco Mixes デュラン・デュラン 東芝EMI株式会社 ¥1,800

RC495 3 ロック Animalize KISS Ume ¥2,800

RC505 3 ロック Down To Earth RAINBOW Polygram Records
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RC506 3 ロック Big bam boom (1984) ダリル・ホールとジョン・オー
ツ

RVC株式会社 ¥2,700

RC507 3 ロック H2O (1982) ダリル・ホールとジョン・オー
ツ

RVC株式会社 ¥2,700

RC516 3 ロック THE RIVER　ザ・リバー ブルース・スプリングスティー
ン

CBS/SONY ¥4,000

RC532 3 ロック Make It Big - With Pass & Card ワム！ EPIC/SONY ¥2,800

RC534 3 ロック THE BEST SONGS THE ALFEE キャニオン・レコード ¥2,800

RC535 3 ロック テン・イヤーズ・アゴー 矢沢 永吉 ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC543 3 ロック ステレオトミー アラン・パーソンズ・プロジェ
クト

日本フォノグラム株式会
社

¥2,800

RC547 3 ロック From A Window ノーバディ TDKコア株式会社 ¥2,800

RC551 3 ロック Final (1986) ワム！ EPIC/SONY ¥3,800

RC553 3 ロック Parade プリンス&ザ・レヴォリューショ
ン

ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC555 3 ロック Raised on Radio　時を駆けて ジャーニー ソニー・ミュージックレコー
ズ

¥2,800
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RC556 3 ロック Dirty work ローリング・ストーンズ CBS/SONY ¥2,800

RC561 3 ロック ザ・ブリッジ ビリー・ジョエル ソニー・ミュージックレコー
ズ

¥2,800

RC565 3 ロック ダンシング・アンダーカヴァー ラット ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC566 3 ロック LESSON 1 レッド・ウォーリアーズ 日本コロムビア株式会社 ¥2,800

RC567 3 ロック SHADOWS OF WAR ラウドネス ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC569 3 ロック THE LAW OF DEVIL’S LAND(魔界典章) ラウドネス 日本コロムビア株式会社 ¥2,800

RC570 3 ロック トゥルー・カラーズ シンディ・ローパー エピックレコードジャパン ¥2,800

RC571 3 ロック LOVE ハウンド・ドッグ CBS/SONY ¥2,800

RC574 3 ロック ラフィン・ノーズ　 ラフィン・ノーズ バップ ¥2,800

RC575 3 ロック Around the World in a Day プリンス&ザ・レヴォリューショ
ン

ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC577 3 ロック Liverpool フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリ
ウッド

株式会社ポリスター ¥2,800
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RC578 3 ロック 天使たち ザ・ストリート・スライダーズ EPIC/SONY ¥2,800

RC580 3 ロック The House Of Blue Light + Poster ディープ・パープル ポリドール株式会社 ¥2,800

RC583 3 ロック BACK TO THE STREET 佐野元春 EPIC/SONY ¥2,500

RC584 3 ロック 浮気なテディ・ボーイ エイス・ワンダー EPIC/SONY ¥1,200

RC585 3 ロック ツミトバツ オジー・オズボーン CBS/SONY ¥1,500

RC586 3 ロック ビギナーズ Absolute 東芝EMI株式会社 ¥4,000

RC588 3 ロック ヤァ!ブロード・ストリート ポール・マッカートニー 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC591 3 ロック RENDEZ・VOUS 高中正義 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC596 3 ロック バッド・アニマルズ ハート 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC597 3 ロック XYZ アンディ・サマーズ ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC599 3 ロック E・Z・O EZO ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800
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RC604 3 ロック Crazy Nights KISS ポリドール株式会社 ¥2,800

RC605 3 ロック ガールズ･ガールズ・ガールズ モトリー・クルー ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC606 3 ロック A Momentary Lapse Of Reason ピンク・フロイド CBS/SONY ¥2,800

RC608 3 ロック PEARL　SECOND PEARL CBS/SONY ¥2,800

RC610 3 ロック HURRICANE EYES(Japanese Version) ラウドネス ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC614 3 ロック THE BLUE HEARTS ザ・ブルーハーツ トライエム ¥2,800

RC616 3 ロック ヘイガー・USA　LP サミー・ヘイガー ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC618 3 ロック You Can Dance マドンナ ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC621 3 ロック ゲット・リズム ライ・クーダー ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC623 3 ロック Growing up the Hard Way ママズ・ボーイズ ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC627 3 ロック ジス・タイム アンナ・ドミノ ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800
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RC629 3 ロック Cloud Nine ジョージ・ハリスン ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC631 3 ロック キック イン・エクセス ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC636 3 ロック ナウ・アンド・ゼン ロバート・プラント ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC638 3 ロック ONE WAY　HOME　 フーターズ CBS/SONY ¥2,800

RC641 3 ロック IN WITH THE TIMES ジギー 徳間ジャパンコミュニケー
ションズ

¥2,800

RC645 3 ロック ワイルド・イン・ザ・ストリーツ ボン・ジョヴィ 日本フォノグラム株式会
社

¥2,800

RC651 3 ロック Out Of This World ヨーロッパ ビクター音楽産業株式会
社

¥2,300

RC656 3 ロック GYPSY WAYS アンセム キングレコード株式会社 ¥2,800

RC272 4 ジャズ NICE SHOT! 渡辺 貞夫 ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC278 4 ジャズ TOCHIKA　KAZUMI 渡辺香津美 日本コロムビア株式会社 ¥2,500

RC285 4 ジャズ Late Night Guitar アール・クルー キングレコード株式会社 ¥2,800

34/44 ページ



請求記号 コード ジャンル タイトル アーティスト名等 発売元 価格

RC286 4 ジャズ weather report ナイト･パッセージ CBS/SONY ¥2,500

RC307 4 ジャズ SUNGLOW 阿川 泰子 株式会社ミュージックグ
リッド

¥2,800

RC329 4 ジャズ リターン・トゥ・フォーエヴァー チック･コリア･クインテット ポリドール株式会社 ¥2,500

RC342 4 ジャズ ペイパー・ドール ミルス　ブラザーズ ビクター音楽産業株式会
社

¥2,500

RC352 4 ジャズ クールC リッチー･コール キングレコード株式会社 ¥2,800

RC363 4 ジャズ ベスト・オブ　マンハッタン・トランスファー マンハッタン・トランスファー ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,000

RC369 4 ジャズ ザ・ララバイ ケニー・ドリュー RVC株式会社 ¥2,700

RC391 4 ジャズ Touchstone チック･コリア ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,500

RC394 4 ジャズ ロードゲーム アート・ペッパー ビクター音楽産業株式会
社

¥2,500

RC404 4 ジャズ FINE 阿川 泰子 ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC418 4 ジャズ シャイニング ネイティブ・サン ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800
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RC501 4 ジャズ Ozone 小曽根 真 CBS/SONY ¥2,800

RC589 4 ジャズ SPARKLING マルタ ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC603 4 ジャズ 夜も昼も チック・コリア ポリドール株式会社 ¥2,500

RC218-
219

5 映画音楽 guitar ギター音楽大全集 演奏：キターラ・アスールとス
トリングスロマン

ビクター音楽産業株式会
社

RC222-
223

5 映画音楽 ゴールデン・アンソロジー ポール・モーリア　 日本フォノグラム ¥4,000

RC248-
250

5 映画音楽 SCREEN　MUSIC　BEST　COKKECTIONS ポール・モーリア　 日本フォノグラム株式会
社

¥5,000

RC251 5 映画音楽 魅惑のスクリーン･テーマ クロード･チアリ　 東芝EMI株式会社

RC254-
255

5 映画音楽 イエスタデイ･ワンス,モア　レーモン･ルフエーヴ
ル　ベスト･コレクション28

レーモン･ルフエーヴル キングレコード株式会社

RC263-
264

5 映画音楽 DANIELLE　LICARI キングレコード株式会社 ¥3,700

RC277 5 映画音楽 BARBRA　STREISAND'S　GREATEST　HITS　V
OLUME2

バーブラ・ストライザンド CBS/SONY ¥2,500

RC282 5 映画音楽 Xanadu + Postcards オリビア・ニュートン＝ジョン CBS/SONY ¥2,500
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RC320 5 映画音楽 THE ELEPHANT MAN  THE SCREEN MUSIC 
BEST HITS

ポリドール株式会社 ¥3,000

RC431 5 映画音楽 ステイン・アライヴ　オリジナル・サウンドトラック テイチク株式会社 ¥2,800

RC439 5 映画音楽 フラッシュダンス ポリスター ¥2,500

RC468 5 映画音楽 フットルース CBS/SONY ¥2,800

RC489 5 映画音楽 ゴーストバスターズ 日本フォノグラム株式会
社

¥2,500

RC522 5 映画音楽 2010年（オリジナル・サウンドトラック盤） ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC593 5 映画音楽 プラトｰン ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC828 5 映画音楽 南太平洋　～オリジナル・サウンドトラック ビクター音楽産業株式会
社

¥1,950

LC086-
089

6 その他 The Marlowe Dramatic Society And 
Professional Players   – The Works Of 
Shakespeare: Othello 

The Decca Record Company 
Limited

Argo Record Company 
Limited

LC119 6 その他 マザーグースの歌 ～イギリスの伝承童謡～ ベティー･ハドソン/ドナルド・
バーガー他

日本コロンビア株式会社 ¥1,500

RC006-
008

6 その他 歌劇「蝶々夫人」全曲 指揮：トゥリオ・セラフイン ＬＯＮＤＯＮ ¥5,000
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RC009-
010

6 その他 オペラ「夕鶴」全曲 / yu-zuru (twilight crane) 東芝レコード株式会社 ¥3,600

RC112-
121

6 その他 秋田の民謡、雛子、盆踊、万歳 秋田県教育委員会 秋田県教育委員会 ¥0

RC122-
126

6 その他 The Marlowe Dramatic Society And 
Professional Players   – Hamlet

The Decca Record Company 
Limited

Argo Record Company 
Limited

RC127-
129

6 その他 The Marlowe Dramatic Society And 
Professional Players   – The Works Of 
Shakespeare: Macbeth 

The Decca Record Company 
Limited

Argo Record Company 
Limited

RC130-
141

6 その他 美しい日本の抒情 企画･編集／日本ディスクラ
イブラリー

ポリドール株式会社

RC142-
152

6 その他 ふるさとの唄-日本民謡特選集 ワールドレコードクラブ 東芝レコード株式会社

RC213-
216

6 その他 The Marlowe Dramatic Society And 
Professional Players   – ROMEO ANDJ ULIET

The Decca Record Company 
Limited

Argo Record Company 
Limited

RC217 6 その他 Treasury Of Lewis Carroll- Spoken Arts Christopher Casson 

RC220-
221

6 その他 ウニャ･ラモケーナ大全集 ウニャ･ラモケーナ ビクター音楽産業株式会
社

RC224-
227

6 その他 実録　世紀の主役;演説で綴る昭和史 その1～4 構成　野村耕三 キングレコード株式会社 ¥8,000

RC228-
233

6 その他 Threads of Glory: 200 Year of ＬＯＮＤＯＮ
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RC240 6 その他 ロバート・メリル、アメリカを歌う ロバート・メリル キングレコード株式会社 ¥2,000

RC247 6 その他 Soul Greatest Hits Series　グレーテスト・ヒット　 スリー･ディグリーズ CBS/SONY ¥2,500

RC258 6 その他 栄光のマーチ･ベスト20 東芝EMI株式会社 ¥3,000

RC261-
262

6 その他 サン･レモ音楽祭ヒット曲集 キングレコード株式会社 ¥3,800

RC267-
269

6 その他 WORKSOFSHAKESPEARE JULIUSCAESAR The Decca Record Company 
Limited

Argo Record Company 
Limited

RC281 6 その他 シルクロード（絲綢之路) 喜多郎 キャニオン・レコード ¥2,500

RC284 6 その他 Grootste Hits ケニー･ロジャーズ キングレコード株式会社 ¥2,800

RC287 6 その他 ヴォイセス・イン・ザ・レイン ジョー・サンプル ビクター音楽産業株式会
社

¥2,500

RC288 6 その他 ロマーナの祈り~ザンフィル・ベスト・セレクション サンフィル 日本フォノグラム株式会
社

¥2,500

RC291 6 その他 NHK名曲アルバム＜ソルヴェイグの歌／北欧･
フランス篇〉

キングレコード株式会社 ¥2,500

RC292 6 その他 NHK名曲アルバム＜ウィーンの森の物語／
ウィーン篇〉

キングレコード株式会社 ¥2,500
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RC293 6 その他 NHK名曲アルバム＜ローレライ／ドイツ篇〉　 キングレコード株式会社 ¥2,500

RC294 6 その他 NHK名曲アルバム＜愛のロマンス／地中海篇〉 キングレコード株式会社 ¥2,500

RC295 6 その他 NHK名曲アルバム＜ユモレスク／東欧篇〉　 キングレコード株式会社 ¥2,500

RC303 6 その他 ワインライト ニューヨーク・フィルハーモ
ニック

ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,500

RC312 6 その他 Love PreLude ジョニー･ピアソン･オーケスト
ラ

ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC313 6 その他 愛はルフラン ピエール・ボルト・オーケスト
ラ

ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC315 6 その他 EYES OF THE MIND カシオペア ヴィレッジ・レコード ¥2,800

RC318 6 その他 Hotter Than July スティーヴィー・ワンダー ビクター音楽産業株式会
社

¥2,500

RC321 6 その他 ステップス ステップ・バイ・ステップ 日本コロンビア株式会社 ¥2,800

RC339 6 その他 Pleasure スティーヴン・シュラックス ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC340 6 その他 エンジェル・オブ・マイン ジャン･クロード･ボレリー ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800
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RC344 6 その他 黒人霊歌集 ロジェー･ワーグナー 東芝音楽工業株式会社 ¥2,500

RC346 6 その他 ﾄﾂｼﾂﾋｪﾙ　ﾄﾗﾝぺｯﾄによる日本抒情歌集 チモフェイ・ドクシツェル ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC351 6 その他 ラヴィ･シャンカルの世界3 ラヴィ･シャンカル ポリドール株式会社 ¥2,800

RC353 6 その他 シャンソン/CHANSON BEST20 東芝EMI株式会社 ¥2,800

RC354 6 その他 モーリス・ラルカンジュ - ばら色の人生・パリの
アコーディオン 

モーリス・ラルカンジュ キングレコード株式会社 ¥2,800

RC355 6 その他 華麗なるオルゴール／愛のオルゴール 菅野由弘 テイチク株式会社 ¥2,000

RC358 6 その他 スタンディング・オヴェイション ラリー・コリエル 日本フォノグラム株式会
社

¥2,800

RC361 6 その他 VOYAGE 冨田勲 RCA株式会社 ¥2,700

RC362 6 その他 「琴」ザ・ビートルズ KOTO ENSEMBLE ユピテルレコード ¥2,000

RC366 6 その他 デンオンPCM/45rpmによるオーディオ・チェック・
レコード

デノン 日本コロムビア株式会社 ¥1,500

RC371 6 その他 ようこそペンギン・カフェへ ペンギン・カフェ・オーケストラ ポリドール株式会社 ¥2,500
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RC373 6 その他 佐渡の鬼太鼓/太鼓のしらべ 日本コロムビア株式会社 ¥2,000

RC374 6 その他 鏡の中のアンナ ニコラ・デ・アンジェリス ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC377 6 その他 イザベラの瞳 フリオ・イグレシアス EPIC/SONY ¥2,800

RC406 6 その他 ノーマルの頂へ ホルガー･チューカイ Pヴァイン・レコード ¥2,500

RC411 6 その他 4x4  FOUR BY FOUR  Casiopea 　 カシオペア ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC436 6 その他 黄昏のカミニート フリオ・イグレシアス EPIC/SONY ¥2,800

RC459 6 その他 JIVE JIVE カシオペア ヴィレッジ・レコード ¥2,800

RC464 6 その他 リチャード・クレイダーマン・スーパー・デラックス リチャード・クレイダーマン ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC473 6 その他 Johnny Pearson super deluxe ジョニー・ピアソン ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC476 6 その他 ナムコ・ビデオ・ゲーム・ミュージック サイトロン・デジタルコンテ
ンツ

¥2,000

RC508 6 その他 ナイト・イン・ニューヨーク ELBOW BONES & 
RACKETEERS

東芝EMI株式会社 ¥2,500
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RC512 6 その他 ダウン・アップビート カシオペア ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC523 6 その他 アムール リチャード・クレイダーマン ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC540 6 その他 SWEET SPHERE 野呂 一生 ビクター音楽産業株式会
社

¥2,800

RC576 6 その他 ザ・リターン・オブ・ビデオ・ゲーム・ミュージック サイトロン・デジタルコンテ
ンツ

¥2,200

RC600 6 その他 ライフ、ラヴ&ペイン クラブ・ヌーヴォー ワーナー･パイオニア株式
会社

¥2,800

RC653 6 その他 きよしこの夜・鮫島有美子クリスマスを歌う 鮫島有美子 日本コロムビア株式会社 ¥2,800

RC655 6 その他 ミュージック・フロム・イースII キングレコード株式会社 ¥2,800

RC701 6 その他 ロミオとジュリエット　 東芝音楽工業株式会社 ¥4,500

RC702 6 その他 シェイクスピア「ハムレット」（全幕） 出演者：ジョン・ギールグッド 
他

東芝音楽工業株式会社 ¥4,500

RC703 6 その他 THE GLASS MENAGERIE TENNSSEE WILLIAMS Caedmon Records

RC704 6 その他 SPOKEN ARYS/STORIES FROM THE 
ARABIAN NIGHTS
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RC705 6 その他 スーザ行進曲のすべて
　THE　BEST　OF　SOUSA

指揮：ウイリアム・D・レヴィエ
リ

キングレコード株式会社 ¥1,800

RC823 6 その他 ぼだい樹 日本コロムビア株式会社 ¥500

RC824 6 その他 魅惑のカンツォーネ 訳：五十嵐喜芳 東芝音楽工業株式会社 ¥1,500

RC825 6 その他 ストラヴインスキー＝《ベトルーシュカ》組曲（原
典版）、コダーイ＝《ハ－リ・ヤーノシユ》組曲

指揮：ユージン・オーマンデイ 日本コロムビア株式会社 ¥2,000

RC826 6 その他 「火祭りの踊り」　シュタルケル　チェロ・リサイタ
ル

ヤーノ・シュタルケル 日本ビクター株式会社 ¥1,800

RC829 6 その他 ダイナミックマーチ 指揮：フレデリック･フェネル 日本ビクター株式会社 ¥1,950

RC830-
832

6 その他 ホーム・コーラス・アルバム ロジェー･ワーグナー 東芝音楽工業株式会社 ¥5,000
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