78CDR-3806
78CDR-3585
78CDR-3488
78CDR-3230
78CDR-3781
78CDR-3775
78CDR-3500
33CDR-3377
78CDR-3212
78CDR-3200
33CDR-3469
33CDR-3470
33CDR-3479
78CDR-3486
78CDR-3299
78CDR-3564
78CDR-3517
78CDR-3492
33CDR-3480
78CDR-3069
33CDR-3546
33CDR-3547
78CDR-3698
78CDR-3022
78CDR-3286
78CDR-3536
78CDR-3537
33CDR-3395
78CDR-3018
78CDR-3035
78CDR-3066
78CDR-3088
33CDR-3384
33CDR-3385
33CDR-3417
33CDR-3420
78CDR-3121
33CDR-3424
33CDR-3403
33CDR-3382
78CDR-3804
78CDR-3812
33CDR-3610
33CDR-3659
33CDR-3694
78CDR-3358
33CDR-3559
33CDR-3560
33CDR-3573
78CDR-3011
33CDR-3544
33CDR-3312
33CDR-3553
33CDR-3322
33CDR-3640
33CDR-3639
78CDR-3511
33CDR-3444
33CDR-3445
33CDR-3530
78CDR-3667

20世紀初頭に活躍した名歌手
アーン、ヴァラン、ほか
淺野千鶴子、野邊地瓜丸
アストリュック
アムステルダム四重奏団
アラウ～クリューガー指揮
アンセルメ指揮スイスロマンド管
アンドラード(ジャニーヌ)
イグナティウス
巌本眞理
巌本眞理
巌本眞理
巌本眞理
巌本眞理、野邊地瓜丸
ヴァラン（ニノン）
ウィーン八重奏団
ウィックス(カミラ)
ヴィテク夫妻
ウーヴラドゥ指揮器楽合奏団
ヴェッチェイ
ヴェンツィンガー
ヴェンツィンガー
ヴォルフ(エルンスト)弾き語り
ヴォルフシュタール
ヴォルフシュタール～グルリット指
揮
エヴィット管楽アンサンブル
エヴィット管楽アンサンブル
エティエンヌ～エヴィット指揮
エネスコ
エネスコ
エネスコ
エネスコ
エネスコ
エネスコ
エネスコ～シャイエ＝リシェ
エネスコ～シャイエ＝リシェ
エネスコ指揮
エネスコ指揮フェラス、ランパル、
シャイエ＝リシェ
エマール(P)、レーヴェングートSQ
エマール(ジャクリーヌ)
エリー・ナイ三重奏団
エルドリッジ、プラド、ほか
エルマン(ミッシャ)
エルマン(ミッシャ)
エルリ（ドヴィ)
オイストラフ～ガウク指揮
オークレール、ジョワ
オークレール、ジョワ
オークレール、ジョワ
オークレール～ティボー指揮
オークレール～ロイブナー指揮
オレフスキー
オレフスキー～バレンティ
カークパトリック
カーティス・フラー
カウント・ベイシー
カサド～ハーティ指揮
カサドシュ
カサドシュ(ギャビー)
カサドシュ(ギャビー)
カサドシュ、カルヴェ、パスカル、マ

フォスター：故郷の人々(スワニー川)
ベルエポックの寵児レナルド・アーンの想い出
ドビュッシー：忘れられた小歌
バッハ：ヴァイオリン協奏曲第1番
スメタナ：弦楽四重奏曲「わが祖国より」、ほか
シューマン：ピアノ協奏曲イ短調作品54
モーツァルト：交響曲第38番ニ長調K.504「プラハ」
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
シベリウス：ヴァイオリン協奏曲
バッハ：シャコンヌ
小品集 G線上のアリア
小品集 アヴェマリア
小品集 ベートーヴェンのロマンス
ルクー：ヴァイオリンソナタ ト長調
夢のあとに
シューベルト：八重奏曲
ヴァーレン：ヴァイオリン協奏曲
バッハ：二つのヴァイオリンのための協奏曲
ストラヴィンスキー：兵士の物語
ドヴォルザーク：ユーモレスク、自作：滝
バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番、第2番、第3番
バッハ：無伴奏チェロ組曲第4番、第5番、第6番
シューベルト：美しき水車小屋の娘
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番Ｋ.219
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
モーツァルト：セレナード第11番K.375
モーツァルト：セレナード第12番K.388
モーツァルト：クラリネット協奏曲、ほか
ショーソン：詩曲
ヘンデル：ヴァイオリンソナタ第4番
クライスラー：プロヴァンスの朝の歌、ダンブロジオ：セレナード
プニャーニ：ラルゴ・エスプレシーヴォ、クライスラー：テンポ・デ・メヌ
エット
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータ（1）
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータ（2）
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」
シューマン：ヴァイオリンソナタ第2番作品121
シューマン：交響曲第2番
バッハ：ブランデンブルグ協奏曲第5番
フランク：ピアノ五重奏曲、前奏曲・コラールとフーガ
ドビュッシー：ピアノ名曲集
ベートーヴェン：ピアノ三重奏「幽霊」
ポピュラー：セントルイス・ブルース 第3集
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第4番K.218、第5番K.219
リサイタル
ラロ：スペイン交響曲、ノルウェー狂詩曲
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
シューベルト：ヴァイオリンとピアノのための作品全集-1
シューベルト：ヴァイオリンとピアノのための作品全集-2
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」
ハイドン：ヴァイオリン協奏曲第1番
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番、コル・ニドライ
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
ヘンデル：ヴァイオリンソナタ選集
バッハ：ゴルトベルク変奏曲（1952年録音）
ポピュラー：ブルースエット
ポピュラー：ベイシー＆カンザス・シティ・セヴン
シューベルト：アルペジオーネソナタ（オーケストラ伴奏版）
モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番K.467、第27番K.595
モーツァルト：ピアノ協奏曲第25番K.503
モーツァルト：ピアノ協奏曲第17番K.453
フォーレ：ピアノ四重奏曲第1番作品15

78CDR-3004
78CDR-3030
78CDR-3070
78CDR-3084
78CDR-3100
78CDR-3137
78CDR-3221
78CDR-3224
78CDR-3279
78CDR-3810
33CDR-3389
78CDR-3627
78CDR-3060
78CDR-3729
78CDR-3009
78CDR-3131
78CDR-3157
78CDR-3199
78CDR-3723
78CDR-3728
78CDR-3266
78CDR-3268
78CDR-3768
78CDR-3168
78CDR-3194
78CDR-3270
78CDR-3277
78CDR-3293
78CDR-3364
78CDR-3365
78CDR-3366
78CDR-3034
78CDR-3042
78CDR-3056
78CDR-3082
78CDR-3596
78CDR-3411
78CDR-3426
33CDR-3562
78CDR-3398
78CDR-3432
78CDR-3437
78CDR-3571
78CDR-3584
78CDR-3414
33CDR-3563
33CDR-3577
33CDR-3609
33CDR-3619
78CDR-3632
33CDR-3597
33CDR-3494
78CDR-3678
78CDR-3335
33CDR-3434

カザルス
カザルス
カザルス
カザルス
カザルス
カザルス
カザルス
カザルス
カザルス
カザルス、ホルショフスキ
カザルス～シュナイダー指揮
カザルス～シュルホフ
カザルス～セル指揮
カザルス指揮
カザルストリオ
カザルストリオ
カザルストリオ
カザルストリオ
カザルストリオ
カザルストリオ
カテラル
カテラル、ハーティ
カバスタ指揮
カペー四重奏団
カペー四重奏団
カペー四重奏団
カペー四重奏団
カペー四重奏団
カペー四重奏団
カペー四重奏団
カペー四重奏団
カペー四重奏団
カペー四重奏団
カペー四重奏団
カペー四重奏団
カヤヌス指揮
カユザック
カユザック、コッペル四重奏団
カユザック～ヒンデミット指揮
カルヴェ四重奏団
カルヴェ四重奏団
カルヴェ四重奏団
カルヴェ四重奏団
カンデラ
カンポーリ
カンポーリ
カンポーリ
カンポーリ
カンポーリ
カンポーリ
ギ・ファロ～モニーク・ファロ
ギトリス、ヴェス指揮
木下保、水谷達夫(P)
ギレー弦楽四重奏団
ギレー弦楽四重奏団

78CDR-3765
78CDR-3123
78CDR-3217
78CDR-3738
78CDR-3452
78CDR-3773
78CDR-3457
78CDR-3618

クーセヴィッキ指揮ロンドンフィル
クーレンカンプ
クーレンカンプ
クーレンカンプ
クーレンカンプ、ショルティ(P)
クーレンカンプ、マイナルディ
クーレンカンプ～ケンプ
クーレンカンプ～シュルツェ

バッハ：無伴奏チェロ組曲第2番、第3番
ボッケリーニ：チェロ協奏曲変ロ長調
バッハ：無伴奏チェロ組曲第4番、第5番
ブラームス：チェロソナタ第2番
バッハ：無伴奏チェロ組曲第2番、第3番（米RCA盤から復刻）
エルガー：チェロ協奏曲
ベートーヴェン：チェロソナタ第1番
バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番、第6番
バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番、第6番（米RCA盤から復刻）
ベートーヴェン：チェロソナタ第4番
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲（1960年録音）
ベートーヴェン：チェロソナタ第3番
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲
ベートーヴェン：交響曲第4番、「アテネの廃墟」序曲
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲「大公」
シューベルト：ピアノ三重奏曲第1番
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲「大公」（イタリアＨＭＶからの復刻）
ハイドン：ピアノ三重奏曲第39番
メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第1番
シューマン：ピアノ三重奏曲作品63
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番K.219
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第42番Ｋ.526
ベートーヴェン：交響曲第8番
ドビュッシー：弦楽四重奏曲
ハイドン：弦楽四重奏曲「ひばり」
シューベルト：弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第7番「ラズモフスキー第1番」
ラヴェル：弦楽四重奏曲
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第10番「ハープ」
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第15番作品132
モーツァルト：弦楽四重奏曲第19番K.465
フランク：ピアノ五重奏曲
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第5番
シューマン：弦楽四重奏曲第1番
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第14番
シベリウス：交響曲第2番
ニールセン：クラリネット協奏曲
モーツァルト：クラリネット五重奏曲イ長調K.581
ヒンデミット：クラリネット協奏曲、組曲「気高い幻想」
モーツァルト：弦楽四重奏曲第14番K.387
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第14番作品131
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第11番作品95
ハイドン：弦楽四重奏曲「ひばり」
サン＝サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番
バッハ：無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番「シャコンヌ付」
クライスラーに捧げる（クライスラー作品集）
アンコール（歌の翼に、ほか全14曲）
サン＝サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番、パガニーニ：協奏曲
ラロ：スペイン交響曲
タルティーニ：悪魔のトリル、ほか
オネゲル、ドビュッシー：チェロソナタ、コダーイ：無伴奏ソナタ
パガニーニ：ヴァイオリン協奏曲第1番
信時潔：組曲「沙羅」、ほか信時作品
バルトーク：弦楽四重奏曲第４番
モーツァルト：弦楽四重奏曲第19番K.465「不協和音」、K.575「プロ
シャ王第1番」
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」、ほか
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲、レーガー：ソナタ
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第1番「雨の歌」
ブラームス：ヴァイオリンとチェロのための協奏曲
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」
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」

78CDR-3673
78CDR-3661
33CDR-3674
78CDR-3102
78CDR-3374
78CDR-3401
78CDR-3751
78CDR-3761
78CDR-3134
78CDR-3002
78CDR-3007
78CDR-3014
78CDR-3016
78CDR-3024
78CDR-3025
78CDR-3033
78CDR-3050
78CDR-3074
78CDR-3090
78CDR-3091
78CDR-3105
78CDR-3506
78CDR-3575
78CDR-3712
78CDR-3809
78CDR-3518
78CDR-3686
78CDR-3774
78CDR-3274
78CDR-3707
33CDR-3710
78CDR-3795
78CDR-3448
78CDR-3213
33CDR-3418
78CDR-3792
78CDR-3303
78CDR-3811
78CDR-3198
78CDR-3391
78CDR-3433
78CDR-3778
78CDR-3341
33CDR-3514
33CDR-3699
78CDR-3691
78CDR3697
78CDR-3727
78CDR-3496
78CDR-3566
78CDR-3631
78CDR-3642
78CDR-3799
78CDR-3541
78CDR-3112
78CDR-3120
78CDR-3133
78CDR-3153
78CDR-3320
78CDR-3354

クェリング弦楽四重奏団
グッドマン、ブダペスト四重奏団
グッドマン、ミュンシュ指揮
クナッパーツブッシュ指揮
クナッパーツブッシュ指揮
クナッパーツブッシュ指揮
クナッパーツブッシュ指揮
クナッパーツブッシュ指揮
クヌドゥセン
クライスラー
クライスラー
クライスラー
クライスラー
クライスラー
クライスラー
クライスラー
クライスラー
クライスラー
クライスラー
クライスラー
クライスラー
クライスラー
クライスラー、ラフマニノフ
クライスラー、ラフマニノフ
クライバー指揮
クライバー指揮パリ音楽院管
クライバー指揮ロンドン響
クラウス（クレメンス)指揮
クラウス（リリー）
クラウス（リリー）
クラウス（リリー）
クラウス（リリー)
グラマッテ
グリュミオー、プーニェ
グリュミオー～F.キネ指揮
クルプ
グレイ（マドレーヌ）
グレインジャー
クレトリー四重奏団
クレンペラー指揮
クレンペラー指揮パリプロムジカ
クロイツァー
クロワザ（クレール）
ゲステム(ジャック)
ケル(レジナルド)
ケル、フィルハーモニア四重奏団
ケル、ブッシュ四重奏団
ケル～サージェント
ゲルハルト(エレナ)
ゲルハルト(エレナ)
ゲルハルト(エレナ)
ゲルハルト(エレナ)
ゲルハルト(エレナ)
ケントナー～ビーチャム指揮
ケンプ
ケンプ
ケンプ
ケンプ～ケンペン指揮
ケンプ～ラーベ指揮
ケンペ指揮ドレスデン国立歌劇場
管
33CDR-3755 ゴーティエ、ルフェビュール
78CDR-3197 コーリッシュ四重奏団
78CDR-3250 コーリッシュ四重奏団

ハイドン：弦楽四重奏曲第67番「ひばり」
モーツァルト：クラリネット五重奏曲イ長調K.581
モーツァルト：クラリネット協奏曲、五重奏曲
ベートーヴェン：交響曲第3番「英雄」
ベートーヴェン：交響曲第7番
ハイドン：交響曲第94番「驚愕」
ハイドン：交響曲第100番ト長調「軍隊」
モーツァルト：交響曲第39番変ホ長調K.543
グリーグ：ヴァイオリンソナタ第3番
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ集（第7番、第9番「クロイツェル」）
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲（バルビローリ指揮）
ベートーヴェンヴァイオリンソナタ集（第5番「春」、第4番、第8番）
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲（バルビローリ指揮)
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲(ロナルド指揮)
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ集（第6番、第10番）
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ集(第1番、第2番、第3番）
モーツァルト：ロンド、パガニーニ：ヴァイオリン協奏曲第1番より
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第4番Ｋ.218
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲（ブレッヒ指揮）
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲(ブレッヒ指揮）
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲（ブレッヒ指揮）
クライスラー未発表録音集（ラヴェル、チャイコフスキー、ほか）
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第8番
グリ－グ：ヴァイオリンソナタ第3番
ベートーヴェン：交響曲第2番
チャイコフスキー：交響曲第4番
ベートーヴェン：交響曲第6番「田園」
ブラームス：交響曲第3番ヘ長調作品90
モーツァルト：ピアノ協奏曲第18番K.456
バルトーク：ルーマニア民族舞曲集、三つのロンド
ハイドン：ピアノソナタ第34番、第49番
シューベルト：ピアノソナタ第14番イ短調作品143 D.784
バッハ：シャコンヌ
バッハ：二つのヴァイオリンのための協奏曲
キネ(マルセル)：協奏的スケッチ、3つの小品
シューマン：女の愛と生涯
オーヴェルニュの歌
ショパン：ピアノソナタ第3番
ラヴェル：弦楽四重奏曲
ブラームス：交響曲第1番
モーツァルト：交響曲第36番K.425「リンツ」
リスト：パガニーニ大練習曲
悲しい歌
ヴァイオリン小品集
クラリネット・アンコール集
モーツァルト：クラリネット五重奏曲 K.581
ブラームス：クラリネット五重奏曲
モーツァルト：クラリネット協奏曲K.622
ブラームス、シューベルト、ヴォルフを歌う
シューベルト：「冬の旅」（抜萃）
シューマン：女の愛と生涯
シューベルト・リサイタル
英ヴォカリオン全録音集
モーツァルト：ピアノ協奏曲第12番K.414
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番
ベートーヴェン：ピアノソナタ第8番
モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番Ｋ.466
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
メンデルスゾーン：交響曲第3番「スコットランド」
ラヴェル：ヴァイオリンソナタ
モーツァルト：弦楽四重奏曲第22番K.589「プロシャ王第2番」
モーツァルト：音楽の冗談K.522

78CDR-3298
78CDR-3612
78CDR-3207
78CDR-3523
78CDR-3736
78CDR-3252
78CDR-3380
78CDR-3381
78CDR-3431
78CDR-3466
33CDR-3655
78CDR-3005
78CDR-3039
78CDR-3109
78CDR-3788
78CDR-3793
33CDR-3700

コーリッシュ四重奏団
コーリッシュ四重奏団
ゴールドベルク
ゴールドベルク、ヒンデミット、フォイ
アマン
ゴールドベルク、ヒンデミット、リドル
ゴールドベルク、ほか
ゴールドベルク～クラウス
ゴールドベルク～クラウス
ゴールドベルク～クラウス
ゴールドベルク～ジュスキント指揮
ゴールドベルク～ジュスキント指揮
コック（アンリ）
コック、ランケル、ほか
コッポラ指揮
コッポラ指揮パリ音楽院管
コッポラ指揮パリ音楽院管
コニー・ボスウェル

33CDR-3685
78CDR-3000
78CDR-3001
78CDR-3008
78CDR-3032
78CDR-3043
78CDR-3051
78CDR-3061
78CDR-3072
78CDR-3083
78CDR-3094
78CDR-3125
78CDR-3130
78CDR-3181
78CDR-3223
78CDR-3315
78CDR-3606
33CDR-3620
78CDR-3722
78CDR-3734
78CDR-3248
78CDR-3760
78CDR-3205
78CDR-3483
78CDR-3182
78CDR-3188
78CDR-3276
78CDR-3301
33CDR-3464
33CDR-3465
33CDR-3582
33CDR-3450
78CDR-3041
78CDR-3111
78CDR-3124
78CDR-3138
78CDR-3159
78CDR-3220
78CDR-3225
78CDR-3325
33CDR-3367
33CDR-3378
33CDR-3484
33CDR-3485
78CDR-3555

コラッシ（イルマ）
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー
コルトー、カザルス
コルトー、ティボー
コンスタンツィノフ～ミュンシュ(指)
ザイデル、レッサー
ザイドラ＝ウィンクラー指揮
サバタ指揮
サバタ指揮
サミュエル（ハロルド）
ジーリ（ベニヤミーノ）
シェリング
シェリング
シェリング～ティボー指揮
シェリング～ブイヨン指揮
シゲティ
シゲティ
シゲティ
シゲティ
シゲティ
シゲティ
シゲティ
シゲティ
シゲティ
シゲティ
シゲティ
シゲティ
シゲティ～オーマンディ指揮

モーツァルト：弦楽四重奏団第21番Ｋ.575「プロシャ王第1番」
シューベルト：弦楽四重奏曲第13番「ロザムンデ」、「断章」
ヘンデル：ヴァイオリンソナタ第4番
ヒンデミット：弦楽三重奏曲第2番
モーツァルト：VnとVaのための二重奏曲K.423、K.424
ベートーヴェン：セレナード作品8
モーツァルト：ソナタ選集（K.296、K.379、K.481）
モーツァルト：ソナタ選集（K.378、K.380、K.377）
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」（日本録音）
ハイドン：ヴァイオリン協奏曲第1番
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番K.216、第4番ニ長調K.218
ルクー：ヴァイオリンソナタ ト長調
ルクー：ピアノ四重奏曲(未完)
サン＝サーンス：交響曲第3番
シューマン：交響曲第3番「ライン」
ショーソン：交響曲
ポピュラー：チーク・トゥ・チーク＆ホワイト・クリスマス（アーヴィング・
バーリンを歌う)
ショーソン：愛と海の詩
ショパン：ピアノ協奏曲第2番
ショパン：練習曲作品10
サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第4番
ラヴェル：左手のためのピアノ協奏曲
ショパン：24の前奏曲（1926年録音）
ショパン：ピアノソナタ第3番
ショパン：練習曲作品25
ショパン：ワルツ集
ラヴェル：ソナチネ、水の戯れ
バッハ：コンチェルト・ダ・カメラ
フランク：ピアノ五重奏曲
フランク：交響的変奏曲
ショパン：24の前奏曲（1933年録音）
ショパン：バラード（全4曲）
リスト：ピアノソナタ
シューマン：ピアノ協奏曲イ短調作品54（1934年）
シューマン：謝肉祭、交響的練習曲
ショパン：バラード（全4曲）
ベートーヴェン：「魔笛」の主題による7つの変奏曲
バッハ：ブランデンブルグ協奏曲第5番
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第2番
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」
モーツァルト：レクイエム
ベートーヴェン：交響曲第6番「田園」
バッハ：パルティータ第2番
天使の糧
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータ（1）
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータ（2）
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
バッハ：ヴァイオリン協奏曲第1番、第2番
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第4番Ｋ.218
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第3番
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第1番
プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番
シューベルト、コレッリ、ドビュッシー、ラロほか小品集
ラヴェル、ヒンデミット、プロコフィエフ：ソナタなど
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータ（1）
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータ（2）
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲

33CDR-3664
78CDR-3343
78CDR-3236
78CDR-3543
33CDR-3525
33CDR-3429
33CDR-3373
78CDR-3743
33CDR-3463
33CDR-3333
78CDR-3167
33CDR-3695
78CDR-3258
33CDR-3587
78CDR-3731
33CDR-3670
78CDR-3735
33CDR-3419
78CDR-3273
78CDR-3300
33CDR-3625
78CDR-3696
78CDR-3801
78CDR-3115
78CDR-3580
78CDR-3127
33CDR-3340
78CDR-3211
78CDR-3569
78CDR-3319
78CDR-3677
33CDR-3645
78CDR-3730
78CDR-3215
78CDR-3750
78CDR-3387
78CDR-3550
78CDR-3746
78CDR-3777
78CDR-3787
78CDR-3748

シゲティ～バルサム
シゲティ～ハンブロ
シゲティ～フォルデス
シゲティ～フォルデス
シゲティ～ブソッティ、セル指揮
シゲティ～ホルショフスキ、ほか
シゲティ～ホルショフスキー
シゲティ～マガロフ
シゲティ～ワルター指揮
シナイダー、カークパトリック
シャイエ=リシェ四重奏団
ジャクリーヌ・フランソワ
ジャノーリ
ジャノーリ、バドゥラ＝スコダ
シャルク指揮
ジャンドロン、カザルス指揮
ジャンヌ＝マリー・ダレ
シャンペイユ
シューマン（エリザベート）
シューマン（エリザベート）
シューマン（エリザベート）
シューマン（エリザベート）、ほか
シューラー(ヨハネス)BPO
シューリヒト
シューリヒト指揮パリ音楽院
シューリヒト指揮ベルリン市立管
シュタルケル
シュタンスケ
シュタンスケ
シュタンスケ～シューリヒト指揮
シュテフィ・ゲイエル、ほか
シュトゥツキ(アイダ)～ルント指揮
シュトラウス(リヒャルト)指揮
シュトループ
シュトルーブ四重奏団
シュナーベル
シュナーベル
シュナーベル
シュナーベル
シュナーベル
シュナーベル、プロアルテ四重奏団

プロコフィエフ：ヴァイオリンソナタ第1番、第2番
プロコフィエフ：ヴァイオリンソナタ第2番ニ長調作品94a
コレッリ：ラ・フォリア、バッハ：ブーレ
ドビュッシー：ヴァイオリンソナタ、月の光
バッハ、ヘンデル、タルティーニ
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第1番、シューベルト：ソナチネ
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」、第6番
ヘンデル：ヴァイオリンソナタ第4番ニ長調
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第4番、ピアノ協奏曲第17番
フォーレ：ピアノ四重奏曲第1番作品15
ポピュラー：パリのお嬢さん（フランソワ初期録音集）
ベートーヴェン：ピアノソナタ第18番
モーツァルト：２台のピアノ協奏曲K.365、K.242
ベートーヴェン：交響曲第6番「田園」
ハイドン：チェロ協奏曲ニ長調、ボッケリーニ：チェロ協奏曲
ジャンヌ＝マリー・ダレSP録音集
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータ抜粋集
シューマン：女の愛と生涯
すみれ・野ばら
1950年ニューヨークＬＰ録音 歌曲集
バッハ：結婚カンタータ BWV.202
シューベルト：交響曲第8番「未完成」
ベートーヴェン：交響曲第2番
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」
ベートーヴェン：交響曲第4番
コダーイ：無伴奏チェロソナタ作品8
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第4番Ｋ.218
バッハ：シャコンヌ
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番
モーツァルト：アダージョK.264、レーガー：組曲イ短調、ほか
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第7番K.271a
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
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：ピアノ協奏曲第21番K.467
シューベルト：ピアノソナタ第20番D.959
バッハ：トッカータ ハ短調
ベートーヴェン：ディアベッリ変奏曲
モーツァルト：ピアノソナタ第8番K.310
ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲作品81

78CDR-3581 シュナーベル、プロアルテメンバー モーツァルト：ピアノ四重奏曲第1番K.478
78CDR-3747 シュナーベル、プロアルテメン
シューベルト：五重奏曲「鱒」
バー、ホブデイ
78CDR-3589 シュナーベル～サ－ジェント指揮 ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
78CDR-3608 シュナーベル～ドブローウェン指揮 ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番（1946年）
78CDR-3601 シュナーベル～ドブローヴェン指揮 ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第2番
78CDR-3617 シュナーベル父子
シューベルト：シューベルト：軍隊行進曲、モーツァルト：2台ピアノ協
奏曲
33CDR-3307 シュナイダー（アレキサンダー）
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータBWV.1001～1003
33CDR-3308 シュナイダー（アレキサンダー）
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータBWV.1004～1006
33CDR-3327 シュナイダー（アレキサンダー）
ヘンデル：ヴァイオリンソナタ集
33CDR-3359 シュナイダー（アレキサンダー）
バッハ：ヴァイオリンソナタ集（1）
33CDR-3360 シュナイダー（アレキサンダー）
バッハ：ヴァイオリンソナタ集（2）
78CDR-3116 シュナイダーハン
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第7番
78CDR-3456 シュナイダーハン～ケンペン指揮 ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
78CDR-3594 シュナイダーハン四重奏団
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第11番作品95「セリオーソ」
33CDR-3412 シュレーダー（ロルフ）（彎曲弓）
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第1番、第2番、パルティータ第1番
33CDR-3413 シュレーダー（ロルフ）（彎曲弓）

バッハ：無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番、第3番、ソナタ第3番

78CDR-3423 ジョイス(アイリーン)
78CDR-3280 ジョー・スタッフォード

モーツァルト：ピアノソナタ第17番K.576、第12番K.332
ポピュラー：テネシー・ワルツ

78CDR-3399
33CDR-3459
78CDR-3468
33CDR-3524
33CDR-3558
78CDR-3641
78CDR-3766
33CDR-3615
33CDR-3684
78CDR-3357
78CDR-3278
78CDR-3724
78CDR-3267
78CDR-3570
78CDR-3295
33CDR-3345
78CDR-3191
78CDR-3310
78CDR-3591
78CDR-3532
78CDR-3104
78CDR-3027
78CDR-3031
78CDR-3047
78CDR-3108
78CDR-3135
78CDR-3140
78CDR-3244
78CDR-3531
78CDR-3404
78CDR-3556
78CDR-3400
33CDR-3548
78CDR-3586
78CDR-3265
78CDR-3093
78CDR-3245
78CDR-3472
78CDR-3473
78CDR-3189
33CDR-3572
78CDR-3254
78CDR-3453
78CDR-3019
78CDR-3052
78CDR-3113
78CDR-3151
78CDR-3174
78CDR-3241
78CDR-3275
78CDR-3447
33CDR-3519
78CDR-3015
78CDR-3044
78CDR-3067
78CDR-3071
78CDR-3080
78CDR-3118
78CDR-3149
78CDR-3409
78CDR-3101
78CDR-3173
33CDR-3719

ジョー・スタッフォード
ジョー・スタッフォード
ジョー・スタッフォード
ジョー・スタッフォード
ジョー・スタッフォード
ジョー・スタッフォード
シルクレット指揮
シルルニク(シャルル)
シルルニク(シャルル)
ストコフスキー指揮
ストラヴィンスキー自作自演
ストララム指揮
ストロッコフ
スペルヴィア
スポールディング～ブノワ
セゴヴィア＆レイ・デ・ラ・トレル
セルヴァ（ブランシュ）
セルヴァ（ブランシュ）
セルヴァ（ブランシュ）
ゼルキン～ブッシュ指揮
セル指揮
ソリアノ
ソリアノ
ソリアノ
ソリアノ
ソリアノ
ソリアノ
ソリアノ
ソリアノ～ブーシュリ指揮
ダ・ラ・マーサ～アルヘンタ指揮
ダーメン～ベーム指揮ザクセン国
立
ダイナ・ショア
ダイナ・ショア
タシュナー
ダラニィ
タリアフェロ
タリアフェロ
ダルボーレ（リリア）
ダルボーレ（リリア）
ダレ（ジャンヌ＝マリ）
ダレ（ジャンヌ＝マリ）
チェリビダッケ指揮
チェルウォンキ
デ・ヴィート
デ・ヴィート
デ・ヴィート
デ・ヴィート
デ・ヴィート
デ・ヴィート
デ・ヴィート、ゼッキ、ほか
デ・ヴィート～マルコム
デイブ・ブルーベック・カルテット
ティボー
ティボー
ティボー
ティボー
ティボー
ティボー
ティボー
ティボー
ティボー、カザルス
ティボー、コルトー、ほか
ティボー、ストコフスキー指揮

ポピュラー：リパブリック讃歌
ポピュラー：JO+JAZZ
ポピュラー：クリスマスソング集
ポピュラー：ハッピー・ホリディ（クリスマス・アルバム）
ポピュラー：スコットランドの歌
ポピュラー：スタッフォードSP録音集
フォスター作品集
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調K.219、ほか
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」（1947年録音）
ストラヴィンスキー：兵士の物語
牧神の午後、道化師の朝、寄港地
ラロ：スペイン交響曲
ファリャ：7つのスペイン民謡、グラナドス：トナディーリャス
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第36番Ｋ.380
ギターリサイタル
バッハ：パルティータ第1番
フランク：前奏曲、コラールとフーガ
セヴラック作品集
モーツァルト：ピアノ協奏曲第14番K.449
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第40番Ｋ.454
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番Ｋ.216
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第34番Ｋ378
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第7番Ｋ.271ａ
フォーレ：ヴァイオリンソナタ第1番
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲
アーン：ヴァイオリンソナタ
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番K.216（未発表テイク）
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番K.219
ポピュラー：ボタンとリボン
ポピュラー：ダイナとデート
バッハ：シャコンヌ
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番Ｋ.216
モーツァルト：ピアノ協奏曲第26番「戴冠式」Ｋ.537
アーン：ピアノ協奏曲
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第3番
フランク：ヴァイオリンソナタ、ヴェラチーニ、ドヴォルザーク
サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第2番
サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第2番、第4番
モーツァルト：交響曲第25番
バッハ：シャコンヌ、マスネ：タイスの瞑想曲
バッハ：無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番「シャコンヌ付」
バッハ：ヴァイオリン協奏曲第2番
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番Ｋ.216
ベートーヴェン：ロマンスヘ長調作品50
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
ヴィターリ：シャコンヌ
バッハ：ブランデンブルグ協奏曲第5番
ヘンデル：ヴァイオリンソナタ第4番
ポピュラー：テイク・ファイヴ
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」
ドビュッシー：ヴァイオリンソナタ、ミンストレル
マルシック：スケルツァンド、バッハ：ガヴォット
バッハ：ヴァイオリン協奏曲第2番
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第6番Ｋ.268
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番Ｋ.216
ラヴェル：ハバネラ、フォーレ：子守歌
1905年フォノティピア・1916年パテ録音集
ブラームス：ヴァイオリンとチェロのための協奏曲
ショーソン：ヴァイオリンと弦楽四重奏のための協奏曲
ラロ：スペイン交響曲（1947年放送音源）

33CDR-3477
78CDR-3264
78CDR-3314
78CDR-3467
78CDR-3209
78CDR-3353
78CDR-3713
33CDR-3705
78CDR-3013
78CDR-3054
78CDR-3201
78CDR-3451
78CDR-3493
78CDR-3087
78CDR-3240
78CDR-3739
33CDR-3635
78CDR-3282
78CDR-3326
33CDR-3515
33CDR-3689
78CDR-3045
78CDR-3234
33CDR-3317
33CDR-3323
78CDR-3237
78CDR-3613
78CDR-3095
78CDR-3406
78CDR-3352
33CDR-3390
78CDR-3003
78CDR-3017
78CDR-3063
78CDR-3076
78CDR-3148
33CDR-3347
33CDR-3383
78CDR-3626
78CDR-3098
78CDR-3740
78CDR-3668
78CDR-3744
78CDR-3283
78CDR-3086
78CDR-3114
78CDR-3179
78CDR-3721

ティボー／ギャビー・カサドシュ
ティボー～コルトー
ティボー～コルトー
ティボー～コルトー
ティボー～ミュンシュ指揮
ティボー～ヤノプロ(P)
デカーヴ、ブイヨン四重奏団
デゾルミエール指揮
デュボワ
デュボワ
デュボワ、マース
デュボワ、マース
デュボワ、マース
テルマニ
テルマニ
テルマニー（エミール）
ドクトル～ライゼンバーグ
トスカニーニ指揮NBC響
ドホナーニ
ドルイアン～シムス
ドルイアン～セル(P)
ドレイパー、レナー四重奏団
ドレイパー、レナー四重奏団
ドレクリューズ、パスカル四重奏団
ドレクリューズ/デヴェ
ナイ（エリー）
ナイ(エリー)
ナヴァラ
ナヴァラ～バンヴニューティ(P)
ナット（イーヴ）
ナット（イーヴ）
ヌヴー
ヌヴー
ヌヴー
ヌヴー
ヌヴー
ヌヴー
ヌヴー
ヌヴー(ジネット)
ネステ
ネリーニ兄妹
野邊地瓜丸
ハーリッヒ＝シュナイダー(エタ)
バーンスタイン
ハイフェッツ
ハイフェッツ
ハイフェッツ
ハイフェッツ

78CDR-3791
78CDR-3808
78CDR-3814
78CDR-3637
78CDR-3607
78CDR-3602
78CDR-3296
78CDR-3170
78CDR-3177
78CDR-3388
78CDR-3379
78CDR-3110
78CDR-3438
78CDR-3512
78CDR-3487

ハイフェッツ
ハイフェッツ
ハイフェッツ
ハイフェッツ、プリムローズ
ハイフェッツ～クーセヴィッキ指揮
ハイフェッツ～トスカニーニ指揮
ハイフェッツ～ベイ
バウアー
バウアー
バウムガルトナー
パガニーニ四重奏団
パスカル
パスカル四重奏団
パスキエ兄弟
パスキエ弦楽三重奏団

ショーソン：詩曲／フォーレ：バラード
フランク：ヴァイオリンソナタ（旧録音）
フランク：ヴァイオリンソナタ
フォーレ：ヴァイオリンソナタ第1番
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番Ｋ.219
シューベルト：ソナチネ第3番、ロンド
フランク：ピアノ五重奏曲ヘ短調
チャイコフスキー：「くるみ割り人形」「白鳥の湖」
ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲第5番
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第6番Ｋ.268
フランク：ヴァイオリンソナタ
バッハ：ヴァイオリンソナタ第4番、第5番、第6番、ほか
ドビュッシー：ヴァイオリンソナタ
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
ニールセン：ヴァイオリンソナタ第1番
SP録音集：序奏とロンドカプリチオーソほか全4曲
ブラームス：ヴィオラソナタ第1番、第2番
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17番K.453
シューベルト：幻想曲ハ長調、デュオ
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ K.376、K.301、K.304、K.296
モーツァルト：クラリネット五重奏曲イ長調Ｋ.581
ブラームス：クラリネット五重奏曲
ブラームス：クラリネット五重奏曲（1956年録音）
モーツァルト：クラリネット協奏曲/ホルン協奏曲
モーツァルト：ピアノ協奏曲第15番K.450
モーツァルト：ピアノソナタ第11番K.331「トルコ行進曲つき」
ベートーヴェン：チェロソナタ第3番
ベートーヴェン：「魔笛」変奏曲作品66、「魔笛」変奏曲WoO.46
シューマン：ピアノ協奏曲イ短調作品54
ベートーヴェン：ピアノソナタ第32番、第30番、第31番
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
シベリウス：ヴァイオリン協奏曲
スーク：四つの小品
シュトラウス(リヒャルト)：ヴァイオリンソナタ
クライスラー、スークの小品
リサイタル（小品集）
ドビュッシー：ヴァイオリンソナタ
1938年ベルリン初録音集
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第30番Ｋ.306
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」
ショパン：ワルツ第3番、第6番、第12番、第2番、第7番、ほか
バッハ：イタリア協奏曲、ヘンデル：調子の良い鍛冶屋
ラヴェル：ピアノ協奏曲ト長調
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
シベリウス：ヴァイオリン協奏曲
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第1番ト短調(ＳＰは日本盤のみ発
売）
ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲第4番
ヴィエニアフスキ：ヴァイオリン協奏曲第２番
ブルッフ：スコットランド幻想曲
モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第2番K.424
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲（1939年）
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第40番Ｋ.454
ベートーヴェン：ピアノソナタ第14番「月光」
ベートーヴェン：ピアノソナタ第23番「熱情」
シューベルト：さすらい人幻想曲
ドビュッシー：弦楽四重奏曲、ハイドン：「ひばり」より
サン＝サーンス：ヴァイオリンソナタ第1番
モーツァルト：弦楽四重奏曲第22番K.589「プロシャ王第2番」
モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラの二重奏曲K.423、K.424
モーツァルト：ディヴェルティメント変ホ長調K.563

33CDR-3529
78CDR-3165
78CDR-3192
33CDR-3568
33CDR-3578
78CDR-3745
78CDR-3802
78CDR-3656
33CDR-3675
78CDR-3263
78CDR-3410
78CDR-3666
33CDR-3567
78CDR-3443
78CDR-3259
78CDR-3156
78CDR-3185
78CDR-3193
78CDR-3316
78CDR-3693
78CDR-3779
78CDR-3526
78CDR-3527
78CDR-3184
78CDR-3702

パスキエ弦楽三重奏団
ハスキル
ハスキル
バッカウアー
バッカウアー
バトン指揮コンセール・パドリー
パニッツァ指揮スカラ座管
バラー(アドルフ)
パリキアン、タリアフェロ
パリプロムジカ室内グループ
パリプロムジカ八重奏団
バルトーク、シゲティ、グッドマン
バルヒェット
バルビローリ(Vc)
パレー指揮
バレンツェン
バレンツェン
バレンツェン
バレンツェン
ハンガリー四重奏団
ハンガリー四重奏団
パンゼラ～コルトー
パンゼラ～パンゼラ＝バイヨー
ハンゼン（コンラッド）
ハンゼン（コンラッド）～メンゲルベ
ルク(指)
78CDR-3701 ハンディ自作、ほか全13種

モーツァルト：前奏曲アダージョとフーガ
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番
シューマン：森の情景
モーツァルト：ピアノ協奏曲第24番K.491
ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」
ベルリオーズ:幻想交響曲
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：組曲「展覧会の絵」、バラー：アンダンテ
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ「クロイツェル」、「スプリング」
ベートーヴェン：七重奏曲作品20
メンデルスゾーン：弦楽八重奏曲
バルトーク：コントラスト
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第4番K.218、第6番K.268
バッハ：チェロとピアノのためのソナタト長調BWV.1027
ベートーヴェン：交響曲第6番「田園」
ベートーヴェン：ピアノソナタ第23番「熱情」
ブラームス：パガニーニ変奏曲
ファリャ：スペインの庭の夜
ベートーヴェン：ピアノソナタ第14番「月光」
モーツァルト：弦楽四重奏曲第15番Ｋ.421
ハイドン：弦楽四重奏曲第67番「ひばり」
シューマン：詩人の恋
フォーレ：やさしい歌、幻想の地平線
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番

78CDR-3158
78CDR-3502
78CDR-3249
33CDR-3520
78CDR-3281
78CDR-3169
78CDR-3036
78CDR-3057
78CDR-3096
78CDR-3106
78CDR-3129
78CDR-1142
78CDR-1143
78CDR-1144
78CDR-1145
78CDR-3202
78CDR-3214
78CDR-3329
78CDR-3396
78CDR-3770
78CDR-3771
78CDR-3772
78CDR-3786
78CDR-3789
78CDR-3752
78CDR-1146
78CDR-3160
78CDR-3397
78CDR-3458
78CDR-3029
78CDR-3065
78CDR-3006
78CDR-3021
78CDR-3040
78CDR-3077
78CDR-3128

ポピュラー：セントルイス・ブルース集（作曲家の自作自演を含む全
SP復刻）
チャイコフスキー：交響曲第5番
モーツァルト：交響曲第40番ト短調K.550
ピエルネ：室内ソナタ
ポピュラー：ワルツ・フォー・デビィ
ポピュラー：フォスター歌曲集
グノー：ファウストのバレエ音楽
モーツァルト：ピアノソナタ第10番Ｋ.330、ロマンス
ベートーヴェン：ピアノソナタ第23番「熱情」
モーツァルト：ピアノソナタ第11番「トルコ行進曲付」Ｋ.331
ベートーヴェン：ピアノソナタ第31番作品110
ハイドン：ピアノ協奏曲ニ長調
バッハ：平均律第1巻第1番～第12番
バッハ：平均律第1巻第13番～第24番
バッハ：平均律第2巻第25番～第34番
バッハ：平均律第2巻第35番～第43番
ベートーヴェン：ピアノソナタ第8番「悲愴」
モーツァルト：ピアノ協奏曲第24番K.491
シューベルト：即興曲集作品90、142
モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番K.466
バッハ：ピアノ協奏曲第1番ニ短調 BWV.1052
バッハ：ピアノ協奏曲第5番ヘ短調 BWV.1056
バッハ～ブゾーニ編：前奏曲とフーガ、半音階的幻想曲とフーガ
モーツァルト：ピアノ協奏曲第17番K.453
シューベルト：幻想曲「さすらい人幻想曲」
ハイドン：交響曲第104番ニ長調「ロンドン」
バッハ：平均律第2巻第44番～第48番、イギリス組曲
ブラームス：ピアノ四重奏曲第1番
モーツァルト：「グランパルティータ」K.361
ラヴェル：弦楽四重奏曲
ヘンデル：ヴァイオリンソナタ第4番
モーツァルト：Ｖｎ協奏曲第5番～第3楽章、タイスの瞑想曲
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」
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番Ｋ.216
ラロ：スペイン交響曲
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲

ビーア指揮
ビーチャム指揮ロンドンフィル
ピエルネ、モイーズ
ビル・エヴァンス・トリオ
ビング・クロスビー
フィストラーリ
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー
フィッシャー(エトヴィン)指揮
フィッシャー・ランドフスカ
フィッシャー四重奏団
フィッシャー指揮
ブイヨン四重奏団
ブーシノー
ブーシュリ
フーベルマン
フーベルマン
フーベルマン
フーベルマン
フーベルマン

78CDR-3147
78CDR-3228
78CDR-3595
33CDR-3679
78CDR-3304
33CDR-3561
33CDR-3614
78CDR-3046
78CDR-3154
78CDR-3161
78CDR-3285
78CDR-3162
78CDR-3068
78CDR-3392
78CDR-3574
78CDR-3628
78CDR-3706
78CDR-3010
78CDR-3376
33CDR-3435
78CDR-3436
78CDR-3622
78CDR-3623
33CDR-3630
33CDR-3634
78CDR-3780
78CDR-3647
78CDR-3648
78CDR-3662
33CDR-3489
33CDR-3490
33CDR-3491
33CDR-3534
78CDR-3038
78CDR-3172
78CDR-3216
78CDR-3226
78CDR-3243
78CDR-3204
78CDR-3222
78CDR-3233
33CDR-3368
78CDR-3235
78CDR-3255
78CDR-3261
78CDR-3336
78CDR-3769
78CDR-3671
33CDR-3660
78CDR-3195
78CDR-3287
78CDR-3311
78CDR-3362
78CDR-3482
78CDR-3633
78CDR-3638
78CDR-3657
78CDR-3305
78CDR-3790
78CDR-3758
78CDR-3759
78CDR-3253
78CDR-3542

フーベルマン
フーベルマン
フーベルマン～ドブローヴェン指揮
ブールダン、ブーシノー、ブーレ
ブールモーク指揮
プーレ(ジェラール)
フェラス～バルビゼ
フォイアマン
フォイアマン
フォイアマン
フォイアマン
フォヴォー、カントレルほか
プシホダ
プシホダ
プシホダ
プシホダ
プシホダ
ブスターボ
ブダペスト四重奏団
ブダペスト四重奏団
ブダペスト四重奏団
ブダペスト四重奏団
ブダペスト四重奏団
ブダペスト四重奏団
ブダペスト四重奏団
ブダペスト四重奏団
ブダペスト四重奏団、カティムズ
ブダペスト四重奏団、カティムズ
ブダペスト四重奏団、カティムズ
フックス（ジョセフ）、バルサム
フックス（ジョセフ）、バルサム
フックス（ジョセフ）、バルサム
フックス兄妹
ブッシュ(アドルフ)
ブッシュ(アドルフ)
ブッシュ(アドルフ)
ブッシュ(アドルフ)
ブッシュ(アドルフ)
ブッシュ(アドルフ)、ゼルキン
ブッシュ(アドルフ)、ゼルキン
ブッシュ(アドルフ)、ゼルキン
ブッシュ(アドルフ)、ゼルキン
ブッシュ(アドルフ)、マネ
ブッシュ(アドルフ)、モイーズ
ブッシュ(アドルフ)、モイーズ
ブッシュ(アドルフ)指揮
ブッシュ（フリッツ）指揮
ブッシュ・ゼルキン三重奏団
ブッシュ兄弟
ブッシュ四重奏団
ブッシュ四重奏団
ブッシュ四重奏団
ブッシュ四重奏団
ブッシュ四重奏団
ブッシュ四重奏団
ブッシュ四重奏団
ブッシュ四重奏団
ブッシュ四重奏団、ゼルキン
ブッシュ四重奏団、ゼルキン
ブッシュ室内管弦楽団
ブッシュ室内管弦楽団
ブッシュトリオ
ブライロフスキー～プリューヴァー
指揮

サラサーテ：アンダルシアのロマンス
バッハ：ヴァイオリン協奏曲第1番
バッハ：ヴァイオリン協奏曲第2番
ルクレール、コレット、オーベール、協奏曲作品
フォーレ：レクイエム
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第4番K.218
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」
ベートーヴェン：チェロソナタ第3番
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲
シューベルト：アルペジオーネソナタ
ハイドン：チェロ協奏曲ニ長調作品101
サン＝サーンス：七重奏曲
ヴィターリ：シャコンヌ
ドヴォルザーク：ヴァイオリン協奏曲
ヴァーシャ・プシホダの芸術
タルティーニ：悪魔のトリル
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第3番より
パガニーニ：ヴァイオリン協奏曲第1番
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」
ハイドン：弦楽四重奏曲「ひばり」、「日の出」
ハイドン：弦楽四重奏曲第75番、ディッタースドルフ
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第8番「ラズモフスキー第2番」
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第13番作品130
シベリウス：弦楽四重奏曲、グリーグ：弦楽四重奏曲
モーツァルト：弦楽五重奏曲第3番ハ長調K.515
モーツァルト：弦楽四重奏曲Ｋ.465「不協和音」
モーツァルト：弦楽五重奏曲第3番ハ長調K.515
モーツァルト：弦楽五重奏曲第4番ト短調K.516
モーツァルト：弦楽五重奏曲第5番ニ長調K.593
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第1番、第2番、第3番、第4番
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番、第6番、第7番
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第8番、第9番、第10番
モーツァルト：協奏交響曲K.364
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第33番Ｋ.377
シューベルト：幻想曲ハ長調
バッハ：ヴァイオリン協奏曲第2番
バッハ：無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番」シャコンヌ付」
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番Ｋ.219
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第1番「雨の歌」
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第2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」
バッハ：二つのヴァイオリンのための協奏曲
バッハ：ブランデンブルグ協奏曲第4番
バッハ：組曲第2番
ベートーヴェン：大フーガ
ブラームス：交響曲第2番ニ長調作品73
シューベルト：ピアノ三重奏曲第2番作品100
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第16番作品135
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第7番「ラズモフスキー第1番」
モーツァルト：弦楽四重奏団第16番K.428
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第15番作品132
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第12番作品127
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第14番作品131
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第1番作品18-1
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」
シューマン：ピアノ五重奏曲作品44
ブラームス：ピアノ四重奏曲第2番
ブランデンブルグ協奏曲第2番、第1番、第4番、シチリアーノ
ブランデンブルグ協奏曲第5番、第6番、第3番
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲「幽霊」
ショパン：ピアノ協奏曲第1番

33CDR-3680 フラスカ＝コロンビエール、ガルニ
エール、ほか
33CDR-3328 ブランカール
78CDR-3331 ブランカール
33CDR-3313 フランチェスカッティ
78CDR-3505 フランチェスカッティ、オーマンディ
(指)
33CDR-3425 フランチェスカッティ、カザドシュ
33CDR-3600 フランチェスカッティ、カサドシュ、ほ
か
78CDR-3246 プランテ
78CDR-3603 フリート(オスカー)指揮
33CDR-3495 古澤淑子、コラール
78CDR-3126 ブルショルリ
78CDR-3103 フルトヴェングラー指揮
78CDR-3521 フルトヴェングラー指揮
78CDR-3803 フルトヴェングラー指揮
78CDR-3122 フルトヴェングラー指揮
78CDR-3369 フルトヴェングラー指揮ウィーンフィ
ル
78CDR-3171 フルニエ
78CDR-3232 フルニエ
78CDR-3749 フルニエ（ピエール）
78CDR-3498 フルニエ、クーベリック指揮
78CDR-3292 フルニエ、シュナーベル
78CDR-3058 ブルメスター
78CDR-3272 ブレイン(オーブリー）
78CDR-3291 ブレイン（デニス）
78CDR-3386 ブレイン、グリラー、バートン、ほか
78CDR-3218 ブレイン、ブッシュ、ゼルキン
78CDR-3726 プレスラー
78CDR-3294 フレッシュ（カール）
78CDR-3499
33CDR-3337
33CDR-3350
78CDR-3356
33CDR-3338
78CDR-3251
78CDR-3476
78CDR-3210
78CDR-3794
78CDR-3099
78CDR-3725
78CDR-3203
78CDR-3503
78CDR-3590
78CDR-3538
78CDR-3579
78CDR-3229
78CDR-3663
78CDR-3646
33CDR-3478
33CDR-3583
33CDR-3604
78CDR-3653
33CDR-3605
78CDR-3150
78CDR-3576
78CDR-3616

ブレッヒ指揮
ブレンデル
ブレンデル
ブレ指揮パリ・バッハ協会管
プロアルト四重奏団
プロアルト四重奏団、ホブデイ
プロアルト四重奏団、ホブデイ
フロイント
プロコフィエフ自作自演
ブロッホ
ベイヌム指揮ロンドンフィル
ヘイワード、ボーン
ベーム指揮ウィーンフィル
ベーム指揮ウィーンフィル
ベニー・グッドマン＆ペギー・リー
ベニー・グッドマンｗ/C・クリスチャ
ン
ベネデッティ＝ミケランジェリ
ベネデッティ＝ミケランジェリ
ベリソン（Cl）ロート四重奏団
ベルガー（エルナ）
ベルガー（エルナ）
ベルガー、ヘフゲン、ほか
ヘルシャー～ナイ
ヘンゲン
ヘンデル（イダ）
ヘンデル（イダ）
ヘンデル（イダ）

バッハ：ヴァイオリン協奏曲第1番、第2番、2Vn協奏曲
モーツァルト：ピアノソナタ集
ドビュッシー：練習曲集より
バッハ：無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番、第3番
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
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」
ショーソン：ヴァイオリンと弦楽四重奏のための協奏曲
木枯らし
ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱」
ドビュッシー：ビリティスの三つの歌、忘れられた小歌
サン＝サーンス、シューベルト、ハイドン、スカルラッティ
チャイコフスキー：交響曲第6番「悲愴」
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」（電話線中継録音)
モーツァルト：13管楽器のセレナード「グランパルティータ」
ブラームス：交響曲第2番
ベートーヴェン：交響曲第3番「英雄」
ベートーヴェン：チェロソナタ第3番
ベートーヴェン：チェロソナタ第4番
シューベルト：アルペジオーネソナタ
ハイドン：チェロ協奏曲ニ長調作品101
ベートーヴェン：チェロソナタ第5番
ヘンデル：アリオーソ、メヌエット
モーツァルト：ホルン協奏曲第3番K.447
モーツァルト：ホルン協奏曲第4番、第2番
モーツァルト：ホルン五重奏曲K.407
ブラームス：ホルン三重奏曲
ＭＧＭ映画「愛の調べ」より
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第34番Ｋ378、ヘンデル：ヴァイオリ
ンソナタ第5番
モーツァルト：交響曲第34番ハ長調K.338
シュトラウス(リヒャルト)：５つの小品、ピアノソナタ ロ短調
リスト：クリスマス・ツリー
フォーレ：レクイエム
シェーンベルク：弦楽四重奏曲第3番
モーツァルト：弦楽五重奏曲ト短調K.516
モーツァルト：弦楽五重奏曲ハ長調K.515
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲（カデンツァ：レオナール）
プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番ハ長調作品26
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第36番Ｋ.380
ブラームス：交響曲第3番ヘ長調作品90
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第34番Ｋ378
モーツァルト：交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター」
シューベルト：交響曲第8番「未完成」
ポピュラー：サニーサイド、いつかどこかで、ほか
ポピュラー：ローズ・ルーム、エア・メイル・スペシャル、ほか

バッハ～ブゾーニ編曲：シャコンヌ
バッハ：イタリア協奏曲ヘ長調BWV.971
モーツァルト：クラリネット五重奏曲イ長調K.581
シューマン：女の愛と生涯、メンデルスゾーン歌曲集
すみれ・野ばら
モーツァルト：モテットK.165、オッフェルトリウム、ほか
シューベルト：アルペジオーネソナタ
シューマン：女の愛と生涯、ベートーヴェン：ゲラートの六つの歌
サラサーテ：チゴイネルワイゼン
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
ドビュッシー：ヴァイオリンソナタ（未完・未発売）、シューベルト：ソナ
チネ
78CDR-3651 ヘンデル（イダ）～クーベリック指揮 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番
78CDR-3796 ホーレンシュタイン指揮
ハイドン：交響曲第94番ト長調「驚愕」

78CDR-3257
78CDR-3139
33CDR-3539
33CDR-3372
33CDR-3535
33CDR-3545
78CDR-3688
33CDR-3318
78CDR-3737
78CDR-3785
33CDR-3557
78CDR-3681
78CDR-3672
78CDR-3012
78CDR-3028
78CDR-3208
78CDR-3720
78CDR-3302
78CDR-3175
78CDR-3271
78CDR-3552
78CDR-3805
33CDR-3650
78CDR-3692
78CDR-3324
78CDR-3405
78CDR-3164
78CDR-3239
78CDR-3321
78CDR-3351
78CDR-3078
78CDR-3132
78CDR-3306
78CDR-3334
33CDR-3507
33CDR-3508
78CDR-3297
78CDR-3703
78CDR-3026
78CDR-3037
78CDR-3136
78CDR-3155
78CDR-3227
78CDR-3262
78CDR-3475
78CDR-3481
78CDR-3504
78CDR-3652
33CDR-3624
78CDR-3513
78CDR-3676
78CDR-3020
78CDR-3107
78CDR-3166
78CDR-3441
78CDR-3756
78CDR-3682
78CDR-3178
78CDR-3330
78CDR-3497
78CDR-3206
78CDR-3732

ボスコフ
ボベスコ
ボベスコ
ホルショフスキー
ホルショフスキー
ホルショフスキー
ボワネ(エマ)
マイナルディ
マイナルディ、ボルチアーニ
マイロヴィッツ指揮パリ響
マカノヴィツキー～ノエル・リー
マギー・テイト、メアリー・ガーデン
マシューズ、ケル、ピーニ
マッシア
マッシア
マルツィ
マルツィ～ヨッフム指揮
マルティネッリ～ドワイアン
マレシャル
マレシャル
マレシャル
マレシャル
マン（トール）指揮ストックホルム
ミッチェル・ミラー(Ob)、ほか
ミュンシュ指揮
ミュンシュ指揮シャルミー、ナヴァラ
ミュンシュ指揮パリ音楽院管
ミュンシュ指揮パリ音楽院管
ミュンシュ指揮パリ音楽院管
ミュンシュ指揮フランス国立放送
ミルシテイン
ミルシテイン
ミルシテイン
ミルシテイン
ミルシテイン
ミルシテイン
ミルシテイン～バルサム
メーリケ指揮ベルリンオペラハウス
管
メニューイン
メニューイン
メニューイン
メニューイン
メニューイン
メニューイン
メニューイン
メニューイン
メニューイン、フルトヴェングラー
(指)
メニューイン～エネスコ指揮
メニューイン～ガゼル
メニューイン～ケントナー
メニューイン兄妹、アイゼンバーグ
メルケル
メルケル
メルケル
メルケル、ほか
メルケル、ほか
メルケル、ユボー
メンゲス
メンゲス
メンゲス
メンゲス、デ・グリーフ
メンゲルベルク指揮

モーツァルト：ピアノ協奏曲第19番K.459
ラロ：スペイン交響曲
ヘンデル、ルクレール、ほか黄金時代のステレオ録音
ショパン：ピアノ協奏曲第1番、即興曲、幻想即興曲
ベートーヴェン：ディアベリ変奏曲作品120
ベートーヴェン：ピアノソナタ第29番「ハンマークラヴィア」
フランス・ピアノ曲集
バッハ：無伴奏チェロ組曲第3番(1950年録音）
シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ
ベルリオーズ：幻想交響曲
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」
不世出のソプラノ、マギー・テイト
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第4番「街の歌」
フランク：ヴァイオリンソナタ
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第32番Ｋ.376
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調Ｋ.218
シューベルト：美しき水車小屋の娘 （仏語版）
ラロ：チェロ協奏曲
ドビュッシー：チェロソナタ
クリスチャン・バッハ：チェロ協奏曲、ヴィヴァルディ、ショパン、ほか
ケ＝デルヴロワ：チェロ組曲、ほか
シベリウス：交響曲第2番ニ長調作品43
モーツァルト：セレナード 変ホ長調 K.375
ドビュッシー：イベリア
ハイドン：協奏交響曲作品84
ボレロ
チャイコフスキー：交響曲第6番「悲愴」
プロコフィエフ：交響曲第1番「古典交響曲」
ベルリオーズ:幻想交響曲
バッハ：無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番「シャコンヌ付」
ラロ：スペイン交響曲
ヴィターリ：シャコンヌほか
タルティーニ：悪魔のトリル
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータ（1）
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータ（2）
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第24番Ｋ.296
シューベルト：交響曲第8番「未完成」
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第42番Ｋ.526
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第32番Ｋ.376
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲（フルトヴェングラー指揮）
ヘンデル：ヴァイオリンソナタ第4番
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第3番
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番Ｋ.216
バッハ：無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番「シャコンヌ付」
リサイタル（ラ・フォリア、悪魔のトリル、ほか）
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲（ルツェルン）
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲、ほかモーツァルト
ルクー：ヴァイオリンソナタ ト長調、ほか
バッハ：ヴァイオリンソナタ第1番、第2番
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第5番ニ長調「幽霊」
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
ラロ：スペイン交響曲
サン＝サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番
フォーレ：ピアノ四重奏曲第1番作品15
ラヴェル：ピアノ三重奏曲
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第40番Ｋ.454
バッハ：シャコンヌ
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第3番
ヘンデル：ヴァイオリンソナタ第4番
シューベルト：ソナチネ第3番
ブラームス：交響曲第2番

78CDR-3767 メンゲルベルク指揮
78CDR-3474 メンゲルベルク指揮コンセルトヘボ
ウ管
78CDR-3370 メンゲルベルク指揮コンセルトヘボ
ウ管
78CDR-3290 モイーズ
78CDR-3798 モイーズ
78CDR-3231 モイーズ、ダリュー、パスキエ
78CDR-3309 モイーズ、ラスキーヌ
78CDR-3064 モイーズ、ラスキーヌ、ほか
78CDR-3621 モイーズ、ラスキーヌ、ほか
33CDR-3588 モーリン・オハラ
78CDR-3427 モギレフスキー
78CDR-3471 モギレフスキー～アバサ
78CDR-3242 モナート、コーリッシュSQ
33CDR-3593 モラーヌ(カミーユ
78CDR-3190 モリーニ
33CDR-3665 モリーニ～カザルス指揮ペルピニャ
ン祝祭管弦楽団
78CDR-3289 モリナーリ指揮サンタチェチーリア
78CDR-3183 モントーヤ
33CDR-3741 ライオネル・ハンプトン
78CDR-3683 ラザール・レヴィ
78CDR-3284 ラスキーヌ、モイーズほか
33CDR-3332 ラミン（ギュンター）
78CDR-3053 ランドフスカ
78CDR-3073 ランドフスカ
78CDR-3081 ランドフスカ
78CDR-3117 ランドフスカ
78CDR-3256 ランドフスカ
78CDR-3260 ランドフスカ
78CDR-3288 ランドフスカ
78CDR-3342 ランドフスカ
78CDR-3658 ランドフスカ
78CDR-3238 ランドフスカ、メニューイン
33CDR-3509 ランパル、エヴィット管弦楽団
33CDR-3510 ランパル、エヴィット管弦楽団
33CDR-3540 ランパル、ワグネル、リステンパルト
78CDR-3516 ランパル～ヴェイロン=ラクロワ
33CDR-3430 リッチ
78CDR-3687 リッチ(ルッジェーロ)
78CDR-3711 リッチ(ルッジェーロ)
33CDR-3690 リッチ～ダッティーリ／ボワネ
78CDR-3375 リパッティ
78CDR-3551 リパッティ
78CDR-3163 リョベートほか
78CDR-3180 リンパニー
33CDR-3455 ル・ロワほか／ギレー四重奏団
78CDR-3776 ルイ・アームストロングほか
78CDR-3442 ルネ・ル・ロアほか
33CDR-3704 レイボウィッツ指揮
33CDR-3709 レイボウィッツ指揮
33CDR-3714 レイボウィッツ指揮
33CDR-3715 レイボウィッツ指揮
33CDR-3716 レイボウィッツ指揮
33CDR-3717 レイボウィッツ指揮
33CDR-3718 レイボウィッツ指揮
33CDR-3654 レヴィーン（ヨーゼフ）
33CDR-3644 レヴィーン(ロジーナ)
33CDR-3649 レヴィーン（ロジーナ）
33CDR-3592 レーヴェングート～ドロー
78CDR-3522 レーヴェングート四重奏団
78CDR-3528 レーヴェングート四重奏団
78CDR-3048 レーマン（ロッテ）

ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
ベートーヴェン：交響曲第６番「田園」
ベートーヴェン：交響曲第５番「運命」
モーツァルト：フルート協奏曲第1番、第2番
ドップラー：ハンガリー田園幻想曲
ベートーヴェン：セレナード作品25
モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲K.299
ドビュッシー：フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ
ドビュッシー：フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ
ポピュラー：アイルランド愛唱歌集
東京録音の小品4曲
ヴェラチーニ：ヴァイオリンソナタ第8番、月の光、エレジー
シューマン：ピアノ四重奏曲作品47
フォーレ歌曲集
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第40番Ｋ.454
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番K.219「トルコ風」
ヴィヴァルディ：協奏曲「四季」
ポピュラー：フラメンコギターの神様
ポピュラー：スターダスト
ラザール・レヴィ日本録音集
ラヴェル：序奏とアレグロ
バッハ：半音階的幻想曲とフーガ、パルティータ第４番
ハイドン：ハープシコード協奏曲ニ長調
バッハ：ゴルトベルク変奏曲
クープラン：クラヴサン曲集
モーツァルト：ピアノ協奏曲第26番「戴冠式」Ｋ.537
ヘンデル：ハープシコード協奏曲
スカルラッティ：ソナタ集第1巻
バッハ：ゴルトベルク変奏曲
ハープシコード珠玉集
バッハ：パルティータ第1番、半音階的幻想曲とフーガ、ほか
バッハ：ヴァイオリンソナタ第3番
バッハ：組曲第1番、第2番
バッハ：組曲第3番、第4番
モーツァルト：Fl、Hp協奏曲K.299、ディヴェルティメントK.251
バッハ：フルートソナタ第5番、ルクレール：フルートソナタ
サン＝サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番
パガニーニ：ヴァイオリン協奏曲第1番、ほか
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ K.378／ピアノソナタ K.330
ショパン：ワルツ集（全14曲）
モーツァルト：ピアノソナタ第8番K.310
スペインギター音楽集
サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第2番
ウェーバー：三重奏曲／メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲第3番
ポピュラー：セントルイス・ブルース 第２集
モーツァルト：フルート四重奏曲第1番K.285、第4番K.298
ワルツへのお誘い
ベルリオーズ:幻想交響曲
ベートーヴェン：交響曲第7番、第6番「田園」
ベートーヴェン：交響曲第2番、第1番
ベートーヴェン：交響曲第3番「英雄」、第5番
ベートーヴェン：交響曲第8番、第4番
ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱」
ＳＰ録音集
モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番K.467
ショパン：ピアノ協奏曲第1番ホ短調作品11
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」
モーツァルト：弦楽四重奏曲第19番K.465「不協和音」
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第16番作品135
シューベルト：歌曲集「冬の旅」(1)
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レーマン（ロッテ）
レーマン（ロッテ）
レーマン（ロッテ）
レーマン（ロッテ）
レーマン（ロッテ）
レーマン(ロッテ）
レーマン（ロッテ）～ワルター(P)
レナー、ロート、ドレイパー、ほか
レナー四重奏団
レナー四重奏団
レナー四重奏団
レナー四重奏団
レナー四重奏団
レナー四重奏団
レナー四重奏団
レナー四重奏団
レナー四重奏団、ブレイン父子
レナー四重奏団、レーザー＝レー
ベルト(P)
レナルディ(オシー)
レナルディ(オシー)
レナルディ(オシー)～ユージン・リス
ト
レムニッツ
ローズマリー．クルーニー
ロジェー・ワーグナー合唱団
ロス・アンヘレス
ロスタル
ロスタル
ロストロポーヴィッチ
ロゼー
ロゼー父娘
ロッシ指揮ウィーン国立歌劇場
ロッシ指揮ウィーン国立歌劇場
ロリオ(イヴォンヌ）
ロリオ(イヴォンヌ）
ロリオ(イヴォンヌ）
ロルタ（ロベール）
ロン
ロン
ロン
ロン
ロン、ティボー、フルニエ、ほか
ロン～ゴーベール指揮
ロン～ミュンシュ指揮
ロング（キャスリーン）～ニール指揮
ロング（キャスリーン）～ベイヌム指
揮
ワインガルトナー指揮
ワインガルトナー指揮
ワインガルトナー指揮ロイヤルフィル
ワルター（P・指揮）
ワルター指揮
ワルター指揮BBC響
ワルター指揮NYP
ワルター指揮ウィーフィル
ワルター指揮ウィーンフィル
ワルター指揮ウィーンフィル

シューベルト：歌曲集「冬の旅」(2)
シューベルト：歌曲集「美しき水車屋の娘」
シュトラウス(リヒャルト)：歌曲集
シューマン：女の愛と生涯
ブラームス歌曲集
ドイツ歌曲集
シューマン：詩人の恋
ベートーヴェン：七重奏曲作品20
モーツァルト：弦楽四重奏曲第14番Ｋ.387
モーツァルト：弦楽四重奏曲第15番Ｋ.421
モーツァルト：弦楽五重奏曲ト短調K.516
モーツァルト：弦楽四重奏曲第17番Ｋ.458「狩り」
モーツァルト：弦楽四重奏曲第19番K.465「不協和音」
モーツァルト：「アイネ・クライネ」、弦楽四重奏曲第23番K.590
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第7番「ラズモフスキー第1番」
ラヴェル：弦楽四重奏曲ヘ長調
モーツァルト：ディヴェルティメント第17番K.334
ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲作品81
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第1番、第3番
フランク：ヴァイオリンソナタ、ラヴェル：ヴァイオリンソナタ
ワーグナー：ヴェーゼンドンク歌曲集、シューベルト歌曲
ポピュラー：讃美歌集
ポピュラー：ケンタッキーの我が家 フォスター名曲集
ファリャ：7つのスペイン民謡
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第7番
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」
チャイコフスキー：カプリッチョ風小品、グリンカ：メロディア
ベートーヴェン：ロマンスヘ長調作品50
バッハ：二つのヴァイオリンのための協奏曲
ヴィヴァルディ：調和の幻想（第1番～第6番）
ヴィヴァルディ：調和の幻想（第7番～第12番）
バッハ～ブゾーニ編曲：シャコンヌ
アルベニス：イベリア第1集
アルベニス：イベリア第2集
ショパン：24の前奏曲集
モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番Ｋ.488
ラヴェル：ピアノ協奏曲ト長調
ショパン：ピアノ協奏曲第2番
SP録音集
フォーレ：ピアノ四重奏曲第2番
フォーレ：バラード作品19
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
モーツァルト：ピアノ協奏曲第15番K.450
モーツァルト：ピアノ協奏曲第24番K.491
ベルリオーズ:幻想交響曲
ベートーヴェン：交響曲第7番作品92（機械式録音）
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番K.466
ウィンナ・ワルツ集
モーツァルト：交響曲第39番変ホ長調K.543
マーラー：交響曲第４番
シューベルト：交響曲第8番「未完成」
ハイドン：交響曲第100番ト長調「軍隊」
モーツァルト：交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター」

