
No. 資料コード 資料名 巻号 　著者名 　出版者 　請求記号

1 140009200 永遠のクラシック名曲集 　 　ﾛｳﾞﾛ･ﾌｫﾝ･ﾏﾀﾁｯﾁ∥[ほか]指揮　日本コロムビア      101     /ｴ       /        

2 140005497 『小澤征爾さんと、音楽について話をする』で聴いたクラシック　 　ｸﾞﾚﾝ･ｸﾞｰﾙﾄﾞ∥[ほか]演奏 　ユニバーサルミュージック     101     /ｵ       /        

3 140009390 小澤征爾ランキング・ベスト 　 　小澤 征爾∥指揮 　ユニバーサルミュージック     101     /ｵ       /        

4 140009382 どこかで聴いたクラシック～小澤征爾・ベスト101 　 　小澤 征爾∥指揮 　ユニバーサルミュージック     101     /ｵ       /        

5 140010331 みんなのマエストロ 　 　小澤 征爾∥指揮 　ユニバーサルミュージック     101     /ｵ       /        

6 140009242 クラシックでメリークリスマス! 　 　 　日本コロムビア      101     /ｸ       /        

7 140009234 せせらぎと名曲のヒーリング・シンフォニー 　 　ｵﾄﾏｰﾙ･ｽｳｨﾄﾅｰ∥[ほか]指揮　日本コロムビア      101     /ｾ       /        

8 140000779 TV-CM～クラシック編～ベスト 　 　ｹﾈｽ･ｼﾞｰﾝ∥[ほか]指揮 　King Record      101     /ﾃ       /        

9 140002023 ドビュッシー ベスト・オブ・ベスト 　 　ｸﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ∥作曲 編曲　ユニバーサルミュージック     101     /ﾄﾞ      /        

10 140010463 ハロウィン パーティー クラシック 　 　竹本 泰蔵∥[ほか]指揮 　King Record      101     /ﾊ       /        

11 140000530 名曲喫茶で聴いたクラシック 　 　ｼﾞｮﾝ･ｵｺｰﾅｰ∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      101     /ﾒ       /        

12 140009168 名曲喫茶で聴いたクラシック 　 　ｼﾞｮﾝ･ｵｺｰﾅｰ∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      101     /ﾒ       /        

13 140010364 モーツァルトの100枚。 　 　ﾓｰﾂｧﾙﾄ∥作曲 　ユニバーサルミュージック     101     /ﾓ       /        

14 140009218 野鳥と名曲のヒーリング・シンフォニー 　 　ｸﾞﾅｰﾙ･ﾗﾙｾﾝｽ∥[ほか]演奏　日本コロムビア      101     /ﾔ       /        

15 140002171 ラヴェル ベスト・オブ・ベスト 　 　ﾓｰﾘｽ･ﾗｳﾞｪﾙ∥作曲 　ユニバーサルミュージック     101     /ﾗ       /        

16 140004870 NHK名曲アルバム ベスト 　 　大町 陽一郎∥[ほか]指揮 　King Record      110     /ｴ       /        

17 140009374 小澤征爾ベスト・セレクション 　 　小澤 征爾∥指揮 　ユニバーサルミュージック     110     /ｵ       /        

18 140000753 オーケストラ抒情歌BGMベスト 　 　南 安雄∥編曲 指揮 　King Record      110     /ﾐ       /        

19 140010489 ベートーヴェン:交響曲第5番《運命》他 　 　小澤 征爾∥指揮 　ユニバーサルミュージック     111     /ｵ       /        

20 140001645 シューベルト:交響曲第3番&第4番「悲劇的」 　 　ﾌﾗﾝﾂ･ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ∥作曲 　Sony Music Japan International     111     /ｼ       /        

21 140009424 ショスタコーヴィチ:交響曲第10番/パッサカリア 　 　ﾄﾞﾐﾄﾘ･ｼｮｽﾀｺｰｳﾞｨﾁ∥作曲　ユニバーサルミュージック     111     /ｼ       /        

22 140010471 ショスタコーヴィチ:交響曲第7番「レニングラード」 　 　ｼｮｽﾀｺｰｳﾞｨﾁ∥作曲 　オクタヴィア・レコード      111     /ｼ       /        

23 140002130 交響曲第8番ト長調作品88 　 　ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ∥作曲 　ソニー・ミュージックエンタテインメント     111     /ﾄﾞ      /        

24 140002064 交響曲第1番ハ短調作品68 　 　ﾌﾞﾗｰﾑｽ∥作曲 　ワーナーミュージック・ジャパン     111     /ﾌﾞ      /        

25 140009366 ベートーヴェン:交響曲第2番&第8番 　 　ﾙｰﾄｳﾞｨﾋ･ｳﾞｧﾝ･ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ∥作曲　ユニバーサルミュージック     111     /ﾍﾞ      /        

26 140010174 ドン・キホーテ ティル・オイレンシュピーゲル&ばらの騎士　 　ﾘﾋｬﾙﾄ･ｼｭﾄﾗｳｽ∥作曲 　Sony Music Labels      112     /ｼ       /        

27 140002197 ペール・ギュント組曲第1番作品46 　 　ｸﾞﾘｰｸﾞ∥作曲 　ワーナーミュージック・ジャパン     113     /ｸﾞ      /        

28 140001983 ラヴェル:ボレロ ムソルグスキー/ラヴェル編曲:組曲「展覧会の絵」　 　秋山 和慶∥指揮 　King Record      116     /ｱ       /        

29 140002072 チャイコフスキー:3大バレエ名曲集 　 　ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ∥作曲 　ワーナーミュージック・ジャパン     118     /ﾁ       /        

30 140001041 バレエ用音楽ベスト 　 　ﾊｲﾝﾂ･ﾚｰｸﾞﾅｰ∥[ほか]指揮　King Record      118     /ﾊﾞ      /        

31 140010349 ワンダーランド 　 　ｴﾄﾞｳﾞｧﾙﾄﾞ･ｸﾞﾘｰｸﾞ∥作曲 　ユニバーサルミュージック     120     /ｸﾞ      /        

32 140001827 ハイドン:ヴァイオリン協奏曲集 　 　ﾖｰｾﾞﾌ･ﾊｲﾄﾞﾝ∥作曲 　ユニバーサルミュージック     120     /ﾊ       /        

33 140001439 J.S.バッハ:クラヴィーア協奏曲集 　 　J.S.ﾊﾞｯﾊ∥作曲 　EMIミュージック・ジャパン     120     /ﾊﾞ      /        

34 140001843 ベートーヴェン・ベスト 　 　ﾙｰﾄｳﾞｨﾋ･ｳﾞｧﾝ･ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ∥作曲　ユニバーサルミュージック     120     /ﾍﾞ      /        

35 140001835 モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番・第21番 　 　ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ･ｱﾏﾃﾞｳｽ･ﾓｰﾂｧﾙﾄ∥作曲　ユニバーサルミュージック     120     /ﾓ       /        

36 140009416 ルトスワフスキ:ピアノ協奏曲/交響曲第2番 　 　ｳﾞｨﾄﾙﾄ･ﾙﾄｽﾜﾌｽｷ∥作曲 　ユニバーサルミュージック     120     /ﾙ       /        

37 140001223 ヴァイオリン協奏曲『お気に入り』 　 　ｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆ･ｸﾞﾘｴﾙﾓ∥ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　マイスター・ミュージック     121     /ｸﾞ      /        

38 140010315 リベルタンゴ&ブエノスアイレス午前零時 　 　ﾍﾞﾙﾘﾝﾌｨﾙ12人のﾁｪﾘｽﾄたち∥演奏　Sony Music Labels      123     /ﾍﾞ      /        

39 140010257 ブラスの祭典BEST 　 　佐渡 裕∥指揮 　エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ     124     /ｻ       /        

40 140009259 THEテーマSPECIAL 　 　ｼｴﾅ･ｳｲﾝﾄﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ∥演奏　エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ     124     /ｼ       /        

41 140005570 究極の吹奏楽 　ジブリ編 　武田 晃∥指揮 　8com Entertainment     124     /ﾀ       /        

42 140009184 華麗なる吹奏楽 　 　東京佼成ｳｲﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗ∥演奏　日本コロムビア      124     /ﾄ       /        

43 140001108 日本のマーチ ベスト 　 　海上自衛隊東京音楽隊∥[ほか]演奏　King Record      124     /ﾆ       /        

44 140001181 グラスハープ・モーツァルト ベスト 　 　ﾓｰﾂｧﾙﾄ∥作曲 　King Record      127     /ﾓ       /        

45 140009226 波と名曲のヒーリング・シンフォニー 　 　ｼﾞｬﾝ=ｲｳﾞ･ﾃｨﾎﾞｰﾃﾞ∥[ほか]演奏　日本コロムビア      130     /ﾅ       /        

46 140008889 オルガ・シェプス・プレイズ・ショパン 　 　ｼｮﾊﾟﾝ∥作曲 　Sony Music Labels      131     /ｼ       /        

47 140002122 ショパン・アルバム 　 　ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｼｮﾊﾟﾝ∥作曲 　Sony Music Japan International     131     /ｼ       /        

48 140002189 ショパン:24の前奏曲/夜想曲/マズルカ/スケルツォ 　 　ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｼｮﾊﾟﾝ∥作曲 　ユニバーサルミュージック     131     /ｼ       /        

49 140009267 ショパン:バラード全集 　 　ｼｮﾊﾟﾝ∥作曲 　エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ     131     /ｼ       /        

50 140002205 ショパン:夜想曲集 　 　ｼｮﾊﾟﾝ∥作曲 　ワーナーミュージック・ジャパン     131     /ｼ       /        

51 140002080 ショパン:ワルツ集 　 　ｼｮﾊﾟﾝ∥作曲 　ワーナーミュージック・ジャパン     131     /ｼ       /        

52 140005513 巡礼の年 　 　ﾗｻﾞｰﾙ･ﾍﾞﾙﾏﾝ∥[ほか]演奏　ユニバーサルミュージック     131     /ｼﾞ      /        

53 140005240 聖なるパイプオルガン 　 　塚谷 水無子∥ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ　King Record      131     /ﾂ       /        

54 140010455 リスト:ピアノ・ソナタ ロ短調|ラヴェル:夜のガスパール 　 　辻井 伸行∥ﾋﾟｱﾉ 　エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ     131     /ﾂ       /        

55 140005588 月の光 　 　ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ∥作曲 　エイベックス・マーケティング     131     /ﾄﾞ      /        

56 140001850 ドビュッシー:前奏曲集他 　 　ｸﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ∥作曲 　ユニバーサルミュージック     131     /ﾄﾞ      /        

57 140001884 ドビュッシー:ピアノ作品集 　 　ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ∥作曲 　ワーナーミュージック・ジャパン     131     /ﾄﾞ      /        

58 140001157 ピアノ名曲ベスト 　 　ｱﾝﾄﾞﾗｰｼｭ･ｼﾌ∥[ほか]演奏　King Record      131     /ﾋﾟ      /        

59 140009465 再会 　 　ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞｰﾆﾝ∥ﾋﾟｱﾉ 　ユニバーサルミュージック     131     /ﾌﾞ      /        
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60 140001991 悲愴・月光・熱情・告別 　 　ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ∥作曲 　Sony Music Japan International     131     /ﾍﾞ      /        

61 140001355 モーツァルト・アルバム 　 　ﾓｰﾂｧﾙﾄ∥作曲 　エイベックス・マーケティング     131     /ﾓ       /        

62 140005505 巡礼の年全曲 　 　ﾌﾗﾝﾂ･ﾘｽﾄ∥作曲 　ユニバーサルミュージック     131     /ﾘ       /        

63 140001173 ギター名曲ベスト 　 　ﾅﾙｼｿ･ｲｴﾍﾟｽ∥ｷﾞﾀｰ 　King Record      134     /ｲ       /        

64 140009481 無伴奏の世界 　 　川畠 成道∥ｳﾞｧｲｵﾘﾝ 　      134     /ｶ       /        

65 140009176 クラシック・ギター名曲選 　 　ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ=ｾﾙｹﾞｲ･ﾗﾐﾚｽ∥[ほか]演奏　日本コロムビア      134     /ｸ       /        

66 140001165 ヴァイオリン名曲ベスト 　 　ﾛﾗﾝ･ﾄﾞｶﾞﾚｲﾕ∥[ほか]演奏　King Record      134     /ﾊﾞ      /        

67 140005323 emiribest 　 　宮本 笑里∥演奏 　Sony Music Japan International     134     /ﾐ       /        

68 140002056 ドビュッシー名曲選 　 　ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ∥作曲 　ワーナーミュージック・ジャパン     140     /ﾄﾞ      /        

69 140001660 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第1番・第3番・第4番　 　ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ∥作曲 　ユニバーサルミュージック     141     /ﾍﾞ      /        

70 140001488 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第7番・第8番 　 　ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ∥作曲 　ユニバーサルミュージック     141     /ﾍﾞ      /        

71 140005331 ヴェルディ 　 　ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ∥作曲 　Sony Music Japan International     155     /べ      /        

72 140009408 ビゼー:歌劇《カルメン》 　 　ｼﾞｮﾙｼﾞｭ･ﾋﾞｾﾞｰ∥作曲 　ユニバーサルミュージック     155     /ﾋﾞ      /        

73 140008947 ロッシーニ:オペラ・アリア集 　 　ﾛｯｼｰﾆ∥作曲 　ワーナーミュージック・ジャパン     155     /ﾛ       /        

74 140000563 日本のうた 　 　鮫島 有美子∥[ほか]歌唱 　日本コロムビア      161     /ﾆ       /        

75 140008939 オー・ホーリー・ナイト 　 　ｳｨｰﾝ少年合唱団∥合唱 　ワーナーミュージック・ジャパン     169     /ｳ       /        

76 140004862 天使の歌声 　 　ｳｨｰﾝの森少年合唱団∥[ほか]合唱　King Record      169     /ﾃ       /        

77 140001132 讃美歌ベスト 　 　聖ｹ丘教会聖歌隊∥歌 　King Record      175     /ﾋ       /        

78 140001967 エンジェルズ・クリスマス 　 　ﾐｭﾝﾍﾝ少年合唱団∥[ほか]歌唱　日本コロムビア      177     /ｴ       /        

79 140010414 音楽を愛して、音楽に愛されて 　 　ｼﾞｮﾝ･ﾚﾉﾝ∥[ほか]演奏 　ユニバーサルミュージック     201     /ｵ       /        

80 140004979 古関裕而大全集 　 　ｺﾛﾑﾋﾞｱ吹奏楽団∥[ほか]演奏　コロムビアミュージックエンタテインメント     201     /ｺ       /        

81 140000217 アイコン～ベスト・オブ・アバ 　 　ｱﾊﾞ∥歌 　ユニバーサルミュージック     210     /ｱ       /        

82 140010356 デイ・ブレイクス 　 　ﾉﾗ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ∥演奏 　ユニバーサルミュージック     210     /ｼﾞ      /        

83 140000092 ヴェリー・ベスト・オブ・マライア・キャリー 　 　ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘｰ∥歌 　Sony Music Japan International     220     /ｷ       /        

84 140008897 #1インフィニティ 　 　ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘｰ∥歌 　Sony Music Labels      220     /ｷ       /        

85 140001389 イモータル 　 　ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｬｸｿﾝ∥歌 　Sony Music Japan International     220     /ｼﾞ      /        

86 140000100 オールウェイズ・ラヴ・ユー 　 　ﾎｲｯﾄﾆｰ･ﾋｭｰｽﾄﾝ∥歌 　Sony Music Japan International     220     /ﾋ       /        

87 140010497 SPARK 　 　上原 ひろみ∥ﾋﾟｱﾉ ｷｰﾎﾞｰﾄ　゙ユニバーサルミュージック     230     /ｳ       /        

88 140009432 アンソロジー 　 　木住野 佳子∥p 　ユニバーサルミュージック     230     /ｷ       /        

89 140002114 Classics 　 　ｸﾗｲｽﾞﾗｰ&ｶﾝﾊﾟﾆｰ∥演奏 　Sony Music Direct      230     /ｸ       /        

90 140010513 メロディ 　 　小林 香織∥演奏 　      230     /ｺ       /        

91 140001009 ジャズ・スタンダード ベスト 　 　ﾏﾙ･ｳｫﾙﾄﾞﾛﾝ∥[ほか]演奏 　King Record      230     /ｼﾞ      /        

92 140000787 TV-CM～ジャズ編～ベスト 　 　ｱﾝﾃﾞｨ･ﾗｳﾞｧｰﾝ･ﾄﾘｵ∥[ほか]演奏　King Record      230     /ﾃ       /        

93 140009192 ビッグバンド・ジャズ傑作選 　 　原信夫とｼｬｰﾌﾟｽ&ﾌﾗｯﾂ∥[ほか]演奏　日本コロムビア      230     /ﾋﾞ      /        

94 140001017 ビッグ・バンド・ジャズ ベスト 　 　原信夫とｼｬｰﾌﾟｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌﾗｯﾂ∥[ほか]演奏　King Record      230     /ﾋﾞ      /        

95 140001025 ジャズ・ヴォーカル ベスト 　 　ﾍﾚﾝ･ﾒﾘﾙ∥[ほか]唄 　King Record      235     /ｼﾞ      /        

96 140002031 ベスト・オブ・イーグルス 　 　ｲｰｸﾞﾙｽ∥演奏 　ワーナーミュージック・ジャパン     240     /ｲ       /        

97 140005521 オールド・ソック 　 　ｴﾘｯｸ･ｸﾗﾌﾟﾄﾝ∥演奏 　ユニバーサルミュージック     240     /ｸ       /        

98 140010240 クロスロード・リヴィジテッド 　 　ｴﾘｯｸ･ｸﾗﾌﾟﾄﾝ&ｹﾞｽﾄ∥演奏　ワーナーミュージック・ジャパン     240     /ｸ       /        

99 140001298 BEST OF 　 　ｴﾘｯｸ･ｸﾗﾌﾟﾄﾝ∥演奏 　ワーナーミュージック・ジャパン     240     /ｸ       /        

100 140010182 ディラン・ザ・ベスト 　 　ﾎﾞﾌﾞ･ﾃﾞｨﾗﾝ∥演奏 　Sony Music Japan International     240     /ﾃﾞ      /        

101 140001363 ミレニアム 　 　ﾊﾞｯｸｽﾄﾘｰﾄ･ﾎﾞｰｲｽﾞ∥歌 　BMG JAPAN      240     /ﾊﾞ      /        

102 140010406 ジャーナルズ 　 　ｼﾞｬｽﾃｨﾝ･ﾋﾞｰﾊﾞｰ∥歌 　ユニバーサルミュージック     240     /ﾋﾞ      /        

103 140010224 ライヴ・アット・ザ・ハリウッド・ボウル 　 　ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ∥演奏 　ユニバーサルミュージック     240     /ﾋﾞ      /        

104 140002148 ザ・ビートルズ 　1 　ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ∥演奏 　EMIミュージック・ジャパン     240     /ﾋﾞ      /1       

105 140005703 ホワット・アバウト・ナウ 　 　ﾎﾞﾝ･ｼﾞｮｳﾞｨ∥演奏 　ユニバーサルミュージック     240     /ﾎﾞ      /        

106 140001306 ウルトラ・マドンナ～グレイテスト・ヒッツ 　 　ﾏﾄﾞﾝﾅ∥歌 　ワーナーミュージック・ジャパン     240     /ﾏ       /        

107 140005356 NEW 　 　ﾎﾟｰﾙ･ﾏｯｶｰﾄﾆｰ∥演奏 　ユニバーサルミュージック     240     /ﾏ       /        

108 140001231 ポール・マッカートニー 　 　ﾎﾟｰﾙ･ﾏｯｶｰﾄﾆｰ∥演奏 　ユニバーサルミュージック     240     /ﾏ       /        

109 140000084 ベスト・ダム・シング 　 　ｱｳﾞﾘﾙ･ﾗｳﾞｨｰﾝ∥歌 　Sony Music Japan International     240     /ﾗ       /        

110 140001447 イマジン 　 　ｼﾞｮﾝ･ﾚﾉﾝ∥演奏 　EMIミュージック・ジャパン     240     /ﾚ       /        

111 140002049 マザーシップ 　 　ﾚｯﾄﾞ･ﾂｪｯﾍﾟﾘﾝ∥演奏 　ワーナーミュージック・ジャパン     240     /ﾚ       /        

112 140001496 GRRR! 　 　ｻﾞ･ﾛｰﾘﾝｸﾞ･ｽﾄｰﾝｽﾞ∥演奏　ユニバーサルミュージック     240     /ﾛ       /        

113 140005737 ジョルジュ・ムスタキ～ベスト・セレクション 　 　ｼﾞｮﾙｼﾞｭ･ﾑｽﾀｷ∥歌 　ユニバーサルミュージック     250     /ﾑ       /        

114 140000985 フラメンコ ベスト 　 　Duquende∥[ほか]演奏 　King Record      254     /ﾌ       /        

115 140005679 心、潤う。オカリナ・ソングス 　 　茨木 智博∥ｵｶﾘﾅ 　ユニバーサルミュージック     260     /ｲ       /        

116 140005018 歌のない歌謡曲 　 　宮田蝶子ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ∥[ほか]演奏　日本コロムビア      260     /ｳ       /        

117 140004938 オルゴールで奏でる名曲集 　 　 　日本コロムビア      260     /ｵ       /        

118 140009341 ディズニー・バラード コレクションPLUS+ 　 　扇谷 研人∥ﾋﾟｱﾉ 　シンクパワー      260     /ｵ       /        



No. 資料コード 資料名 巻号 　著者名 　出版者 　請求記号

飯能市立図書館　CD所蔵一覧（平成30年9月末現在）

119 140001207 からだにいいおと 　 　広橋 真紀子∥[ほか]演奏 　デラ      260     /ｶ       /        

120 140001322 ベスト・オブ・キタロウ 　Vol.2 　喜多郎∥演奏 　DIAA      260     /ｷ       /2       

121 140005216 ザ・ベスト・オブ・アンドレ・ギャニオン 　 　ｱﾝﾄﾞﾚ･ｷﾞｬﾆｵﾝ∥演奏 　ビクターエンタテインメント     260     /ｷﾞ      /        

122 140002379 アンデスの風 　 　小馬崎達也&WAYNO∥演奏　DElla      260     /ｺ       /        

123 140005638 サクラ・ソング 　 　 　日本クラウン      260     /ｻ       /        

124 140005133 ディスアピアランス 　 　坂本 龍一∥演奏 　commmons      260     /ｻ       /        

125 140001702 ヒーリング・ボサノバ 　 　佐藤 正美∥ｷﾞﾀｰ 　Della      260     /ｻ       /        

126 140001744 夜カフェ 　 　榊原 長紀∥ｶﾞｯﾄ･ｷﾞﾀｰ 　デラ      260     /ｻ       /        

127 140004805 世界の古典オルゴール ベスト 　 　 　King Record      260     /ｾ       /        

128 140001710 恋唄・二胡 　 　曹 雪晶∥二胡 　Della      260     /ｿ       /        

129 140002494 タニタ食堂おんがくおうちごはん 　 　竹田 元∥音楽 　デラ      260     /ﾀ       /        

130 140004839 寺内タケシのエレキで綴る昭和歌謡ベスト 　 　寺内 ﾀｹｼ∥ｷﾞﾀｰ 　King Record      260     /ﾃ       /        

131 140010380 世界の歌 　 　東儀 秀樹∥演奏 　ユニバーサルミュージック     260     /ﾄ       /        

132 140001272 ふるさとのメロディー 　 　中村 八大∥ﾋﾟｱﾉ･ｿﾛ 　Della      260     /ﾅ       /        

133 140009150 二胡の音楽 　 　ｼﾞｬｰ ﾊﾟﾝﾌｧﾝ∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      260     /ﾆ       /        

134 140000498 二胡の音楽 　 　ｼﾞｬｰ ﾊﾟﾝﾌｧﾝ∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      260     /ﾆ       /        

135 140005646 JAPONISM 　 　葉加瀬 太郎∥ｳﾞｧｲｵﾘﾝ 　ハッツアンリミテッド      260     /ﾊ       /        

136 140010117 JOY OF LIFE 　 　葉加瀬 太郎∥演奏 　ハッツアンリミテッド      260     /ﾊ       /        

137 140009283 DELUXE 　 　葉加瀬 太郎∥演奏 　ハッツアンリミテッド      260     /ﾊ       /        

138 140009051 ハーモニカ昭和名曲集 　 　大石 昌美∥ﾊｰﾓﾆｶ 　日本コロムビア      260     /ﾊ       /        

139 140001405 My Favorite Songs 　 　葉加瀬 太郎∥ｳﾞｧｲｵﾘﾝ 　ハッツ・アンリミテッド      260     /ﾊ       /        

140 140005430 銀河鉄道の夜 　 　久石 譲∥演奏 　日本コロムビア      260     /ﾋ       /        

141 140001215 マタニティ 　 　Makiko Hirohashi∥作曲 ｻｳﾝﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ　デラ      260     /ﾏ       /        

142 140001611 吉田兄弟ベスト 　1 　吉田兄弟∥津軽三味線 　Sony Music Direct      260     /ﾖ       /1       

143 140010398 The Best 　 　ﾚ･ﾌﾚｰﾙ∥演奏 　ユニバーサルミュージック     260     /ﾚ       /        

144 140001256 和SPA-ZEN 　 　Shinji Kinoshita∥作曲 ｻｳﾝﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ　デラ      260     /ﾜ       /        

145 140000548 永遠の映画音楽デラックス 　 　ｼﾞｭﾝ･ﾉﾙｼｱ･ｽﾄﾘﾝｸﾞｽ∥[ほか]演奏　日本コロムビア      261     /ｴ       /        

146 140010141 シン・ゴジラ音楽集 　 　鷺巣 詩郎∥作曲 編曲 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ　King Record      261     /ｼ       /        

147 140001876 天地明察 　 　久石 譲∥音楽 　ユニバーサルミュージック     261     /ﾋ       /        

148 140002486 フォレスト・ストーリー 　 　 　デラ      261     /ﾌ       /        

149 140000944 不滅の映画音楽ベスト 　 　日本ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団∥演奏　King Record      261     /ﾌ       /        

150 140009457 王様と私 　 　ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾛｼﾞｬｰｽ∥曲 　ユニバーサルミュージック     262     /ｵ       /        

151 140005364 レ・ミゼラブル 　 　 　ユニバーサルミュージック     262     /ﾚ       /        

152 140009085 レッツ・ダンス・デラックス 　 　ｺﾛﾑﾋﾞｱ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ･ｵｰｹｽﾄﾗ∥演奏　日本コロムビア      263     /ﾚ       /        

153 140005729 ポール・モーリアのすべて 　 　ﾎﾟｰﾙ･ﾓｰﾘｱ∥演奏 　ユニバーサルミュージック     265     /ﾓ       /        

154 140000738 あのころのテレビ主題歌ベスト 　 　近藤 よし子∥[ほか]歌 　King Record      267     /ｱ       /        

155 140005380 あまちゃん 　 　大友 良英∥音楽 　ビクターエンタテインメント     267     /ｱ       /        

156 140005307 朝ドラ50years 2002-2011 　 　Sony Music Direct      267     /ｱ       /02      

157 140005661 主題歌参上!! 　 　山下 雄三∥[ほか]演奏 　TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS     267     /ｼ       /        

158 140009440 メインテーマ 　 　千住 明∥作曲 編曲 　ユニバーサルミュージック     267     /ｾ       /        

159 140005059 2355 0655ソングBest! 　 　 　日本コロムビア      267     /ﾆ       /        

160 140000761 ラジオの時代のうたベスト 　 　芹 洋子∥[ほか]歌 　King Record      267     /ﾗ       /        

161 140001033 中南米音楽ベスト 　 　ﾏﾘｱｯﾁ･ｱｶﾞﾍﾞ∥[ほか]演奏　King Record      270     /ﾁ       /        

162 140009044 ラテンのすべて 　 　見砂直照と東京ｷｭｰﾊﾞﾝ･ﾎﾞｰｲｽﾞ∥演奏　日本コロムビア      270     /ﾐ       /        

163 140000514 ラテンのすべて 　 　見砂直照と東京ｷｭｰﾊﾞﾝ･ﾎﾞｰｲｽﾞ∥演奏　日本コロムビア      270     /ﾐ       /        

164 140000977 アルゼンチン・タンゴ ベスト 　 　前田 はるみ∥[ほか]演奏 　King Record      271     /ｱ       /        

165 140009077 アルゼンチン・タンゴの世界 　 　ｷﾝﾃｰﾄ･ﾚｱﾙ∥演奏 　日本コロムビア      271     /ｷ       /        

166 140000969 コンチネンタル・タンゴ ベスト 　 　ｽﾀﾝﾘｰ･ﾌﾞﾗｯｸ･ｵｰｹｽﾄﾗ∥演奏　King Record      271     /ｺ       /        

167 140000993 ボサノバ ベスト 　 　ｲﾀﾏｰﾗ･ｺｰﾗｯｸｽ∥[ほか]演奏　King Record      273     /ﾎﾞ      /        

168 140000050 愛と青春のうた 　 　よしだ たくろう∥[ほか]演奏 　Sony Music Direct      290     /ｱ       /        

169 140005190 あまちゃん歌のアルバム 　 　天野 春子∥[ほか]歌 　ビクターエンタテインメント     290     /ｱ       /        

170 140002015 Alfee Get Requests! 　 　The Alfee∥演奏 　EMIミュージック・ジャパン     290     /ｱ       /        

171 140001538 Uncontrolled 　 　安室 奈美恵∥歌 　エイベックス・マーケティング     290     /ｱ       /        

172 140001462 THE RCサクセション 　 　THE RCｻｸｾｼｮﾝ∥演奏 　東芝EMI      290     /ｱ       /        

173 140008855 Japonism 　 　嵐∥歌 　ジェイ・ストーム      290     /ｱ       /        

174 140010059 This is me 　 　絢香∥歌 　エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ     290     /ｱ       /        

175 140001561 Popcorn 　 　ARASHI∥歌 　ジェイ・ストーム      290     /ｱ       /        

176 140005026 遊音倶楽部 1st grade 　絢香∥歌 　エイベックス・マーケティング     290     /ｱ       /1       

177 140005067 I 　 　いきものがかり∥演奏 　Epic Records      290     /ｲ       /        
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178 140008848 ゴールデン・ベスト 　 　井上 陽水∥歌 ｷﾞﾀｰ 　フォーライフレコード      290     /ｲ       /        

179 140001397 NEWTRAL 　 　いきものがかり∥演奏 　Epic Records      290     /ｲ       /        

180 140001553 ベストバラード 　 　井上 陽水∥歌 　フォーライフミュージックエンタテイメント     290     /ｲ       /        

181 140009473 UNITED COVER 2 　井上 陽水∥歌 　ユニバーサルミュージック     290     /ｲ       /2       

182 140000522 歌声喫茶の名曲集 　 　鮫島 有美子∥[ほか]歌 　日本コロムビア      290     /ｳ       /        

183 140010323 ファントーム 　 　宇多田 ﾋｶﾙ∥歌 　ユニバーサルミュージック     290     /ｳ       /        

184 140000431 永遠の古賀メロディ 　 　藤山 一郎∥[ほか]歌 　日本コロムビア      290     /ｴ       /        

185 140009036 永遠の古賀メロディ 　 　藤山 一郎∥[ほか]歌 　日本コロムビア      290     /ｴ       /        

186 140004995 演歌大ヒット大全集 　 　美空 ひばり∥[ほか]歌 　日本コロムビア      290     /ｴ       /        

187 140000068 BEST HITS 　[1] 　EXILE∥歌 　エイベックス・マーケティング     290     /ｴ       /1       

188 140000076 BEST HITS 　[2] 　EXILE∥歌 　エイベックス・マーケティング     290     /ｴ       /2       

189 140005315 オールスター80'sベスト 　 　ﾁｪｯｶｰｽﾞ∥[ほか]演奏 　Sony Music Direct      290     /ｵ       /        

190 140005109 オールスター90'sベスト 　 　浜崎 あゆみ∥[ほか]演奏 　Sony Music Direct      290     /ｵ       /        

191 140008905 Best Always 　 　大滝 詠一∥歌 　Sony Music Labels      290     /ｵ       /        

192 140009499 風街であひませう 　 　手嶌 葵∥[ほか]演奏 　      290     /ｶ       /        

193 140004854 カントリー ベスト 　 　ｼﾞﾐｰ時田とﾏｳﾝﾃﾝ･ﾌﾟﾚｲﾎﾞｰｲｽﾞ∥[ほか]演奏　King Record      290     /ｶ       /        

194 140010273 MY DROWSY COCKPIT 　 　ｶﾐﾅﾘｸﾞﾓ∥演奏 　[King Record]      290     /ｶ       /        

195 140000795 岸洋子のカンツォーネ ベスト 　 　岸 洋子∥歌 　King Record      290     /ｷ       /        

196 140000019 北島三郎全曲集 　 　北島 三郎∥歌 　日本クラウン      290     /ｷ       /        

197 140001587 コンプリート・シングルコレクション 　 　ｷｬﾝﾃﾞｨｰｽﾞ∥歌 　Sony Music Direct      290     /ｷ       /        

198 140010109 ザ・デュエット 　 　北島 三郎∥歌 　日本クラウン      290     /ｷ       /        

199 140001504 I LOVE YOU 　 　桑田 佳祐∥演奏 　Victor Entertainment     290     /ｸ       /        

200 140002106 桑名正博 　 　桑名 正博∥歌 　BMGファンハウス      290     /ｸ       /        

201 140005174 いいね!(́・ω・̀)☆ 　 　GReeeeN∥歌 　ユニバーサルミュージック     290     /ｸﾞ      /        

202 140010422 縁 　 　GReeeeN∥歌 　ユニバーサルミュージック     290     /ｸﾞ      /        

203 140005554 ツマビクウタゴエ 　 　小渕 健太郎∥ｷﾞﾀｰ 　ワーナーミュージック・ジャパン     290     /ｺ       /        

204 140005463 ハモ騒動 　 　ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ∥歌 　Ki/oon Music      290     /ｺﾞ      /        

205 140001546 ゴダイゴ・グレイト・ベスト 　1 　ｺﾞﾀﾞｲｺﾞ∥演奏 　コロムビアミュージックエンタテインメント     290     /ｺﾞ      /1       

206 140009325 風の軌跡 　 　さだ まさし∥演奏 　ユーキャン      290     /ｻ       /        

207 140005208 斉藤 　 　斉藤 和義∥演奏 　Victor Entertainment     290     /ｻ       /        

208 140001454 坂本九 　 　坂本 九∥歌 　東芝EMI      290     /ｻ       /        

209 140000191 Southern All Stars 　 　ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ∥演奏 　Victor Entertainment     290     /ｻ       /        

210 140000159 スーパーベスト 　 　坂本 冬美∥歌 　EMIミュージック・ジャパン     290     /ｻ       /        

211 140008921 葡萄 　 　ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ∥演奏 　      290     /ｻ       /        

212 140001520 プレミアム◆ベスト 　 　さだ まさし∥演奏 　ワーナーミュージック・ジャパン     290     /ｻ       /        

213 140000027 ザ・ブルーハーツ 　 　ｻﾞ･ﾌﾞﾙｰﾊｰﾂ∥演奏 　トライエム      290     /ｻﾞ      /        

214 140008863 THE BLUE HEARTS 30th ANNIVERSARY 　 　THE BLUE HEARTS∥演奏　トライエム(制作)      290     /ｻﾞ      /        

215 140000506 シャンソンのすべて 　 　深緑 夏代∥[ほか]歌 　日本コロムビア      290     /ｼ       /        

216 140000407 昭和歌謡ミリオン・ヒット 　 　美空 ひばり∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      290     /ｼ       /        

217 140004953 昭和のポップス大全集 　 　中村 雅俊∥[ほか]演奏 　コロムビアミュージックエンタテインメント     290     /ｼ       /        

218 140004821 GSヒット!ヒット!ベスト 　 　ｻﾞ･ﾀｲｶﾞｰｽ∥[ほか]演奏 　King Record      290     /ｼﾞ      /        

219 140005752 知りたくないの～菅原洋一の世界～ 　 　菅原 洋一∥歌 　ユニバーサルミュージック     290     /ｽ       /        

220 140001330 DoublesBest 　 　ｽｷﾏｽｲｯﾁ∥作曲 編曲 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 演奏　Ariola Japan      290     /ｽ       /        

221 140005034 POPMAN'S WORLD 　 　ｽｷﾏｽｲｯﾁ∥演奏 　Ariola Japan      290     /ｽ       /        

222 140000423 青春歌謡のすべて 　 　舟木 一夫∥[ほか]歌 　日本コロムビア      290     /ｾ       /        

223 140005653 オース!バタヤン ソングコレクション 　 　田端 義夫∥演奏 　テイチクエンタテインメント     290     /ﾀ       /        

224 140005182 高橋40年 　 　高橋 真梨子∥歌 　ビクターエンタテインメント     290     /ﾀ       /        

225 140000209 ロングタイム フェイバリッツ 　 　竹内 まりや∥歌 　ワーナーミュージック・ジャパン     290     /ﾀ       /        

226 140005448 ザ・ベスト 　 　ﾀﾞ･ｶｰﾎﾟ∥演奏 　日本コロムビア      290     /ﾀﾞ      /        

227 140004961 ちあきなおみ大全集 　 　ちあき なおみ∥歌 　コロムビアミュージックエンタテインメント     290     /ﾁ       /        

228 140008764 ベスト・オブ・チューベスト 　 　ﾁｭｰﾌﾞ∥演奏 　Sony Music Labels      290     /ﾁ       /        

229 140005539 Lover's～18のラブ・ストーリー～ 　 　ﾃﾚｻ･ﾃﾝ∥歌 　ユニバーサルミュージック     290     /ﾃ       /        

230 140010307 わたしの好きなわらべうた 　 　寺尾 紗穂∥演奏 　      290     /ﾃ       /        

231 140005166 WaRaTTe 　 　天童 よしみ∥歌 　テイチクエンタテインメント     290     /ﾃ       /        

232 140000845 デュエット歌謡名曲集ベスト 　 　大月 みやこ∥[ほか]歌 　King Record      290     /ﾃﾞ      /        

233 140010232 DREAMS COME TRUE THE ウラBEST!私だけのドリカム　 　DREAMS COME TRUE∥演奏　ユニバーサルミュージック     290     /ﾄﾞ      /        

234 140008913 DREAMS COME TRUE THE BEST!私のドリカム 　 　DREAMS COME TRUE∥演奏　ユニバーサルミュージック     290     /ﾄﾞ      /        

235 140001314 短篇集 　 　中島 みゆき∥歌 　ヤマハミュージックコミュニケーションズ     290     /ﾅ       /        

236 140008954 大吟醸 　 　中島 みゆき∥歌 　ヤマハミュージックコミュニケーションズ     290     /ﾅ       /        
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237 140005000 懐かしの歌声大全集 　 　藤山 一郎∥[ほか]歌 　日本コロムビア      290     /ﾅ       /        

238 140009010 懐メロ ミリオン・ヒット 　 　藤山 一郎∥[ほか]歌 　日本コロムビア      290     /ﾅ       /        

239 140000852 浪花演歌・歌謡ベスト 　 　中村 美律子∥[ほか]歌 　King Record      290     /ﾅ       /        

240 140000449 懐かしの歌声 　上 　 　日本コロムビア      290     /ﾅ       /1       

241 140000811 懐メロ名曲集ベスト 　上 　三船 浩∥[ほか]歌 　King Record      290     /ﾅ       /1       

242 140001470 SINGLES 　Vol.2 　長渕 剛∥演奏 　東芝EMI      290     /ﾅ       /2       

243 140000456 懐かしの歌声 　下 　 　日本コロムビア      290     /ﾅ       /2       

244 140000829 懐メロ名曲集ベスト 　中 　芹 洋子∥[ほか]歌 　King Record      290     /ﾅ       /2       

245 140008871 Secret Collection～RED～ 　 　西野 ｶﾅ∥歌 　Sony Music Labels      290     /ﾆ       /        

246 140005141 Love Collection～pink～ 　 　西野 ｶﾅ∥歌 　SME Records      290     /ﾆ       /        

247 140001348 A SUMMER BEST 　 　浜崎 あゆみ∥歌 　エイベックス・マーケティング     290     /ﾊ       /        

248 140001595 コンプリート・シングルコレクション 　 　ﾊｲ･ﾌｧｲ･ｾｯﾄ∥歌 　Sony Music Direct      290     /ﾊ       /        

249 140000480 ハワイアン・デラックス 　 　大橋節夫とﾊﾆｰ･ｱｲﾗﾝﾀﾞｰｽ∥[ほか]演奏　日本コロムビア      290     /ﾊ       /        

250 140005471 BUMP OF CHICKEN 　1 　BUMP OF CHICKEN∥演奏　TOY'S FACTORY(製作)     290     /ﾊﾞ      /1       

251 140005489 BUMP OF CHICKEN 　2 　BUMP OF CHICKEN∥演奏　TOY'S FACTORY(製作)     290     /ﾊﾞ      /2       

252 140000142 LOVE THE WORLD 　 　Perfume∥歌 　TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS     290     /ﾊﾟ      /        

253 140002536 Ken's Bar 　 　平井 堅∥歌 　Defstar Records      290     /ﾋ       /        

254 140001900 B'z The Best“ULTRA Pleasure” 　 　B'z∥演奏 　      290     /ﾋﾞ      /        

255 140009309 魂リク 　 　福山 雅治∥演奏 　ユニバーサルミュージック     290     /ﾌ       /        

256 140004987 フォーク&GS 　 　千賀 かほる∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      290     /ﾌ       /        

257 140008772 SUPER Very best 　 　V6∥歌 　エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ     290     /ﾌﾞ      /        

258 140000860 釜山港へ帰れ 　 　李 成愛∥[ほか]歌 　King Record      290     /ﾌﾟ      /        

259 140010448 YELLOW DANCER 　 　星野 源∥演奏 　      290     /ﾎ       /        

260 140001421 Porno Graffitti best 　RED'S 　Porno Graffitti∥演奏 　SME Records      290     /ﾎﾟ      /1       

261 140001603 SEIKO STORY 　 　松田 聖子∥歌 　Sony Music Direct      290     /ﾏ       /        

262 140001652 日本の恋と、ユーミンと。 　 　松任谷 由実∥歌 　EMIミュージック・ジャパン     290     /ﾏ       /        

263 140001637 松山千春ベスト35 　 　松山 千春∥歌 　ポニーキャニオン      290     /ﾏ       /        

264 140010216 20周年記念 　 　水森 かおり∥歌 　TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS     290     /ﾐ       /        

265 140001942 美空ひばり全曲集 　 　美空 ひばり∥歌 　日本コロムビア      290     /ﾐ       /        

266 140001934 都はるみ全曲集 　 　都 はるみ∥歌 　日本コロムビア      290     /ﾐ       /        

267 140000134 MR.CHILDREN 　2005-2010　MR.CHILDREN∥演奏 　トイズファクトリー      290     /ﾐ       /05      

268 140005299 美輪明宏全曲集 　2013 　美輪 明宏∥歌 　キングレコード      290     /ﾐ       /13      

269 140009028 ムード歌謡・昭和の夜 　 　佳山 明生∥[ほか]歌 　日本コロムビア      290     /ﾑ       /        

270 140000415 ムード歌謡のすべて 　 　佳山 明生∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      290     /ﾑ       /        

271 140001678 オーパス 　 　山下 達郎∥演奏 　ワーナーミュージック・ジャパン     290     /ﾔ       /        

272 140005075 ALL TIME BEST ALBUM 　 　矢沢 永吉∥歌 　GARURU RECORDS     290     /ﾔ       /        

273 140005745 FLOWERS 　 　山崎 まさよし∥演奏 　ユニバーサルミュージック     290     /ﾔ       /        

274 140005414 メロディーズ 　 　山下 達郎∥演奏 　ワーナーミュージック・ジャパン     290     /ﾔ       /        

275 140000167 1969 　 　由紀 さおり∥歌 　EMIミュージック・ジャパン     290     /ﾕ       /        

276 140010281 ゆ13-14 　 　ﾕﾆｺｰﾝ∥演奏 　Sony Music Labels      290     /ﾕ       /        

277 140000118 YUZU YOU 　 　ゆず∥演奏 　セーニャ・アンド・カンパニー     290     /ﾕ       /        

278 140005562 Yoshiki Classical 　 　Yoshiki∥ﾋﾟｱﾉ 　ワーナーミュージック・ジャパン     290     /ﾖ       /        

279 140000043 Words & Melodies 　 　吉田 拓郎∥歌 　Sony Music Direct      290     /ﾖ       /        

280 140009358 リングの女神達 　 　ﾋﾞｭｰﾃｨ･ﾍﾟｱ∥[ほか]歌 　TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS     290     /ﾘ       /        

281 140000399 祝い邦楽名曲集 　 　砂崎 知子∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      301     /ｲ       /        

282 140000712 Edoサウンド ベスト 　 　日本音楽集団∥[ほか]演奏　King Record      301     /ｴ       /        

283 140000704 Kyotoサウンド ベスト 　 　米川 敏子∥[ほか]演奏 　King Record      301     /ｷ       /        

284 140000720 Japanサウンド ベスト 　 　米川 敏子∥[ほか]演奏 　King Record      301     /ｼﾞ      /        

285 140000647 能楽ベスト 　 　観世 元正∥[ほか]出演 　King Record      340     /ﾉ       /        

286 140000639 謡曲ベスト 　 　観世 元正∥[ほか]謡 　King Record      340     /ﾖ       /        

287 140005042 祝いのおと琴 　 　砂崎 知子∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      350     /ｲ       /        

288 140009119 琴による珠玉のメロディー 　 　絹の会∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      350     /ｺ       /        

289 140000373 尺八名曲集 　 　山口 五郎∥[ほか]尺八 　日本コロムビア      350     /ｼ       /        

290 140009143 尺八名曲集 　 　山口 五郎∥[ほか]尺八 　日本コロムビア      350     /ｼ       /        

291 140000357 箏名演集 　 　砂崎 知子∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      350     /ｿ       /        

292 140000662 清元ベスト 　 　清元 寿美太夫∥浄瑠璃 　King Record      360     /ｷ       /        

293 140000365 三味線名演集 　 　新内 勝一朗∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      360     /ｼ       /        

294 140000654 常磐津ベスト 　 　常磐津 文字太夫∥[ほか]浄瑠璃　King Record      360     /ﾄ       /        

295 140004920 沖縄のうた・三線 　 　長間 孝雄∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      370     /ｵ       /        
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296 140000381 津軽三味線名演集 　 　澤田 勝秋∥[ほか]津軽三味線　日本コロムビア      370     /ﾂ       /        

297 140009135 津軽三味線名演集 　 　澤田 勝秋∥[ほか]津軽三味線　日本コロムビア      370     /ﾂ       /        

298 140005273 日本の太鼓ベスト 　 　藤舎 円秀∥[ほか]演奏 　King Record      370     /ﾆ       /        

299 140004904 日本の盆踊り 　 　佐々木 基晴∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      370     /ﾆ       /        

300 140000621 日本の民謡 　関東・甲信越編　大塚 文雄∥[ほか]唄 　King Record      370     /ﾆ       /        

301 140009101 日本の民謡 　西日本編 　中村 晴悦∥[ほか]歌 　日本コロムビア      370     /ﾆ       /        

302 140000340 日本の民謡 　東日本編 　佐々木 基晴∥[ほか]歌 　日本コロムビア      370     /ﾆ       /        

303 140009093 日本の民謡 　東日本編 　佐々木 基晴∥[ほか]歌 　日本コロムビア      370     /ﾆ       /        

304 140000910 日本の民謡 　上 　 　King Record      370     /ﾆ       /1       

305 140000928 日本の民謡 　下 　 　King Record      370     /ﾆ       /2       

306 140004847 はいさい沖縄民謡ベスト 　 　乙女椿∥[ほか]唄 　King Record      370     /ﾊ       /        

307 140009127 祭り囃子全曲集 　 　弘前市津軽じょっぱり太鼓保存会∥[ほか]演奏　日本コロムビア      370     /ﾏ       /        

308 140005604 まつり囃子 　上 　高野右吉(二代目)∥[ほか]演奏　King Record      370     /ﾏ       /1       

309 140005612 まつり囃子 　下 　御諏訪太鼓保存会∥[ほか]演奏　King Record      370     /ﾏ       /2       

310 140000746 世界の愛唱歌ベスト 　 　真理 ﾖｼｺ∥[ほか]歌 　King Record      430     /ｾ       /        

311 140004813 心のうたベスト 　 　ﾀﾞｰｸﾀﾞｯｸｽ∥歌 　King Record      430     /ﾀﾞ      /        

312 140008780 なつかしの唱歌 　 　 　日本コロムビア      430     /ﾅ       /        

313 140008988 日本の唱歌 　 　NHK東京児童合唱団∥[ほか]歌　日本コロムビア      430     /ﾆ       /        

314 140000258 日本の唱歌 　 　NHK東京児童合唱団∥[ほか]歌　日本コロムビア      430     /ﾆ       /        

315 140000266 日本の叙情歌 　 　NHK東京児童合唱団∥[ほか]歌　日本コロムビア      430     /ﾆ       /        

316 140008996 日本の叙情歌 　 　NHK東京児童合唱団∥[ほか]歌　日本コロムビア      430     /ﾆ       /        

317 140010125 孫育て童謡 　 　ｽﾏｲﾙｷｯｽﾞ∥[ほか]うた 　King Record      430     /ﾏ       /        

318 140010265 山のうた 　 　ﾀﾞｰｸﾀﾞｯｸｽ∥[ほか]歌 　King Record      430     /ﾔ       /        

319 140010067 山田耕筰歴史的名唱集 　 　藤原 義江∥[ほか]歌 　日本コロムビア      430     /ﾔ       /        

320 140004946 軍歌大全集 　 　ｺﾛﾑﾋﾞｱ男声合唱団∥[ほか]歌　コロムビアミュージックエンタテインメント     440     /ｸﾞ      /        

321 140000555 世界の国歌・世界のマーチ 　 　ﾛｼﾞｬｰ･G.ｽｳｨﾌﾄ∥指揮 　日本コロムビア      440     /ｾ       /        

322 140001090 世界の国歌ベスト 　 　野中 図洋和∥[ほか]指揮 　King Record      440     /ｾ       /        

323 140009069 東京六大学の歌 　 　早稲田大学ｸﾞﾘｰ･ｸﾗﾌﾞ∥[ほか]歌　日本コロムビア      440     /ﾄ       /        

324 140000464 日本の軍歌 　上 　 　日本コロムビア      440     /ﾆ       /1       

325 140000472 日本の軍歌 　下 　 　日本コロムビア      440     /ﾆ       /2       

326 140000803 寮歌ベスト 　 　ﾎﾞﾆｰｼﾞｬｯｸｽ∥歌 　King Record      440     /ﾘ       /        

327 140001066 音楽療法のモーツァルト ベスト 　 　ﾓｰﾂｧﾙﾄ∥作曲 　King Record      450     /ｵ       /        

328 140000035 究極の眠れるCD 　 　 　Della      450     /ｷ       /        

329 140001728 心と身体にやさしいショパン 　 　ｲﾃﾞｨﾙ･ﾋﾞﾚｯﾄ∥[ほか]演奏 　デラ      450     /ｺ       /        

330 140001819 心と身体にやさしいMozart 　 　ｻｳﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ∥[ほか]演奏　デラ      450     /ｺ       /        

331 140001074 G線上のアリア 　 　ﾙﾄﾞﾙﾌ･ﾊﾞｳﾑｶﾞﾙﾄﾅｰ∥[ほか]指揮　King Record      450     /ｼﾞ      /        

332 140009333 Sole 　 　竹本 泰蔵∥[ほか]指揮 　King Record      450     /ｿ       /        

333 140001116 胎教クラシック ベスト 　 　三矢 幸子∥[ほか]指揮 　King Record      450     /ﾀ       /        

334 140001058 胎教と0歳のためのモーツァルト ベスト 　 　木村 かをり∥[ほか]演奏 　King Record      450     /ﾀ       /        

335 140001801 太極拳 　 　Shinji Kinoshita∥作曲 ｻｳﾝﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ　デラ      450     /ﾀ       /        

336 140001199 太極拳・気功の音楽 　 　上海華夏民族楽団∥演奏　King Record      450     /ﾀ       /        

337 140001793 脳ストレス解消 　 　ｽﾜﾍﾞｯｸ･ｺﾊﾞﾚﾌｽｷ∥音楽 　デラ      450     /ﾉ       /        

338 140010158 ママのおなかでききたい胎教ミュージック 　 　小出 信也∥[ほか]演奏 　King Record      450     /ﾏ       /        

339 140002502 メンタル・デトックス 　 　Makiko Hirohashi∥作曲 ｻｳﾝﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ　デラ      450     /ﾒ       /        

340 140000274 運動会の音楽&マーチ 　 　ﾊﾘｰ･ﾌﾘｰｸﾞ∥[ほか]指揮 　日本コロムビア      452     /ｳ       /        

341 140000894 運動会のための音楽ベスト 　 　ｷﾝｸﾞｵｰｹｽﾄﾗ∥[ほか]演奏　King Record      452     /ｳ       /        

342 140004896 キャンプソング 　 　 　日本コロムビア      452     /ｷ       /        

343 140009291 高齢者に人気!介護レクにつかえる歌ベスト 　 　坂入姉妹∥[ほか]演奏 　King Record      452     /ｺ       /        

344 140001918 青春の甲子園! 　 　ｺﾛﾑﾋﾞｱ･ｵｰｹｽﾄﾗ∥演奏 　コロムビアミュージックエンタテインメント     452     /ｾ       /        

345 140000886 たのしいフォークダンス ベスト 　 　ｷﾝｸﾞ･ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ･ｵｰｹｽﾄﾗ∥演奏　King Record      452     /ﾀ       /        

346 140005257 ダンスはじめました。 　 　鈴木 翼∥[ほか]演奏 　King Record      452     /ﾀﾞ      /        

347 140009317 日本の盆踊り集 　 　小野田 浩二∥[ほか]歌 　日本コロムビア      452     /ﾆ       /        

348 140010521 フォークダンス・ベスト 　 　ﾋﾞｸﾀｰ･ｵｰｹｽﾄﾗ∥[ほか]演奏　      452     /ﾌ       /        

349 140000290 君が代・式典の音楽 　 　渡辺 暁雄∥[ほか]指揮 　日本コロムビア      453     /ｷ       /        

350 140000670 歌舞伎～勧進帳～ベスト 　 　<八代目>松本幸四郎∥[ほか]出演　King Record      520     /ｶ       /        

351 140000332 上方落語入門 　 　三代目桂米朝∥口演 　日本コロムビア      560     /ｶ       /        

352 140010299 桂歌丸 　15 　桂 歌丸∥口演 　Sony Music Direct      560     /ｶ       /15      

353 140000936 古典落語入門ベスト 　 　六代目三遊亭圓生∥[ほか]口演　King Record      560     /ｺ       /        

354 140005596 立川談志ベスト 　 　立川 談志∥口演 　竹書房      560     /ﾀ       /        
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355 140000324 落語入門 　 　三代目三遊亭金馬∥[ほか]口演　日本コロムビア      560     /ﾗ       /        

356 140000571 落語塾 　第1時限 　 　King Record      560     /ﾗ       /1       

357 140000589 落語塾 　第2時限 　 　King Record      560     /ﾗ       /2       

358 140000597 落語塾 　第3時限 　 　King Record      560     /ﾗ       /3       

359 140000605 落語塾 　第4時限 　 　King Record      560     /ﾗ       /4       

360 140000613 落語塾 　第5時限 　 　King Record      560     /ﾗ       /5       

361 140010208 あれから40年!爆笑!!傑作集!!! 　 　綾小路 きみまろ∥口演 　TYクリエイション(制作)     570     /ｱ       /        

362 140000126 “元祖”爆笑スーパーライブ 　第0集! 　綾小路 きみまろ∥口演 　TYCreation(製作)      570     /ｱ       /0       

363 140002221 小林秀雄講演 　第1巻 　小林 秀雄∥講演 　新潮社(発行)      620     /ｺ       /1       

364 140002239 小林秀雄講演 　第2巻 　小林 秀雄∥講演 　新潮社(発行)      620     /ｺ       /2       

365 140002247 小林秀雄講演 　第3巻 　小林 秀雄∥講演 　新潮社(発行)      620     /ｺ       /3       

366 140002254 小林秀雄講演 　第4巻 　小林 秀雄∥講演 　新潮社(発行)      620     /ｺ       /4       

367 140002262 小林秀雄講演 　第5巻 　小林 秀雄∥講演 　新潮社(発行)      620     /ｺ       /5       

368 140002270 小林秀雄講演 　第6巻 　小林 秀雄∥講演 　新潮社(発行)      620     /ｺ       /6       

369 140002288 小林秀雄講演 　第7巻 　小林 秀雄∥講演 　新潮社(発行)      620     /ｺ       /7       

370 140002296 小林秀雄講演 　第8巻 　小林 秀雄∥講演 　新潮社(発行)      620     /ｺ       /8       

371 140002213 さらばモスクワ愚連隊 　 　五木 寛之∥著 　新潮社(発行)      640     /ｲ       /        

372 140002387 鬼平犯科帳シリーズ 　第1話 　池波 正太郎∥原作 　デラ      640     /ｲ       /1       

373 140002478 鬼平犯科帳シリーズ 　第10話 　池波 正太郎∥原作 　デラ      640     /ｲ       /10      

374 140002395 鬼平犯科帳シリーズ 　第2話 　池波 正太郎∥原作 　デラ      640     /ｲ       /2       

375 140002403 鬼平犯科帳シリーズ 　第3話 　池波 正太郎∥原作 　デラ      640     /ｲ       /3       

376 140002429 鬼平犯科帳シリーズ 　第5話 　池波 正太郎∥原作 　デラ      640     /ｲ       /5       

377 140002437 鬼平犯科帳シリーズ 　第6話 　池波 正太郎∥原作 　デラ      640     /ｲ       /6       

378 140002445 鬼平犯科帳シリーズ 　第7話 　池波 正太郎∥原作 　デラ      640     /ｲ       /7       

379 140002452 鬼平犯科帳シリーズ 　第8話 　池波 正太郎∥原作 　デラ      640     /ｲ       /8       

380 140002460 鬼平犯科帳シリーズ 　第9話 　池波 正太郎∥原作 　デラ      640     /ｲ       /9       

381 140000688 小倉百人一首ベスト 　 　広本 幸紀∥朗読 　King Record      640     /ｵ       /        

382 140004789 金子みすゞベスト 　 　金子 みすゞ∥著 　King Record      640     /ｶ       /        

383 140010133 こだまでしょうか 　 　金子 みすゞ∥著 　King Record      640     /ｶ       /        

384 140002304 源氏物語 　第1集 　[紫式部∥著] 　新潮社(発行)      640     /ﾑ       /1       

385 140010034 向田邦子作品集 　1 　向田 邦子∥著 　エニー(発行)      640     /ﾑ       /1       

386 140002312 源氏物語 　第2集 　[紫式部∥著] 　新潮社(発行)      640     /ﾑ       /2       

387 140002320 源氏物語 　第3集 　[紫式部∥著] 　新潮社(発行)      640     /ﾑ       /3       

388 140002338 源氏物語 　第4集 　[紫式部∥著] 　新潮社(発行)      640     /ﾑ       /4       

389 140002346 源氏物語 　第5集 　[紫式部∥著] 　新潮社(発行)      640     /ﾑ       /5       

390 140002353 源氏物語 　第6集 　[紫式部∥著] 　新潮社(発行)      640     /ﾑ       /6       

391 140002361 源氏物語 　第7集 　[紫式部∥著] 　新潮社(発行)      640     /ﾑ       /7       

392 140001579 ラジオ体操第1第2 　 　青山 敏彦∥指導 　キングレコード      730     /ﾗ       /        

393 140010000 ムーミン 　 　ｸﾞｻﾞｳﾞｨｴ･ﾋﾟｶﾙﾄﾞ∥監督 　バップ      778     /ﾑ       /        

394 140004797 日本の祭りベスト 　 　樫山 文枝∥ﾅﾚｰｼｮﾝ 　King Record      810     /ﾆ       /        

395 140001769 小鳥のさえずり 　 　 　デラ      820     /ｺ       /        

396 140002528 自然音で眠りたい 　 　 　デラ      820     /ｼ       /        

397 140001777 せせらぎ 　 　 　デラ      820     /ｾ       /        

398 140001751 波 　 　 　デラ      820     /ﾅ       /        

399 140000696 お化けと戦慄のサウンド ベスト 　 　日本ｻｳﾝﾄﾞ･ｴﾌｪｸﾄ研究会∥演奏　King Record      830     /ｵ       /        

400 140000282 効果音いろいろ 　 　 　日本コロムビア      830     /ｺ       /        

401 140000902 これだけはほしい効果音ベスト 　 　 　King Record      830     /ｺ       /        

402 140005265 教科書にのってるクラシック 　 　Laura Frautschi∥[ほか]演奏　KING RECORDS      910     /ｷ       /        

403 140010372 小学生から聴いておきたいクラシック名曲集 　 　小澤 征爾∥[ほか]指揮 　ユニバーサルミュージック     910     /ｼ       /        

404 140001124 0歳のクラシック ベスト 　 　渡辺 暁雄∥[ほか]指揮 　King Record      910     /ｾﾞ      /        

405 140005224 マタニティ♥クラシック 　 　ｸﾞﾅｰﾙ･ﾗﾙｾﾝｽ∥[ほか]演奏　日本コロムビア      910     /ﾏ       /        

406 140005083 えいごであそぼ 　 　ｼｮｰﾝ∥[ほか]歌 　エイベックス・マーケティング     971     /ｴ       /        

407 140009507 にほんごであそぼ 　 　小錦 八十吉∥[ほか]出演 　ワーナーミュージック・ジャパン     971     /ﾆ       /        

408 140005406 にほんごであそぼ 　 　小錦 八十吉∥[ほか]出演 　ワーナーミュージック・ジャパン     971     /ﾆ       /        

409 140005091 わらべうた 　 　小林 衛己子∥唄 監修 　King Record      973     /ﾜ       /        

410 140004888 えいごのうた 　 　 　日本コロムビア      990     /ｴ       /        

411 140010166 NHKおかあさんといっしょファミリーコンサート 　 　 　ポニーキャニオン      990     /ｴ       /        

412 140008822 NHKみんなのうた 　 　加藤 千晶∥[ほか]うた 　日本コロムビア      990     /ｴ       /        

413 140010505 NHKみんなのうた55 　 　岩崎 宏美∥[ほか]うた 　      990     /ｴ       /        
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414 140005125 おかあさんといっしょ 　 　 　ポニーキャニオン      990     /ｵ       /        

415 140005232 簡単!歌って覚える 　 　 　日本クラウン      990     /ｶ       /        

416 140010083 キッズソング 　 　 　日本コロムビア      990     /ｷ       /        

417 140001371 決定版みんなのクリスマス 　 　 　日本コロムビア      990     /ｹ       /        

418 140000233 こどものうた 　 　 　日本コロムビア      990     /ｺ       /        

419 140010075 最新ウルトラマン主題歌ベスト 　 　水木 一郎∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      990     /ｻ       /        

420 140000878 卒業式ソング ベスト 　 　ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ児童合唱団∥[ほか]うた　King Record      990     /ｿ       /        

421 140008806 テレビこどものうた! 　 　 　日本コロムビア      990     /ﾃ       /        

422 140000225 どうよう 　 　 　日本コロムビア      990     /ﾄﾞ      /        

423 140000241 懐かしの童謡 　 　山野 さと子∥[ほか]うた 　日本コロムビア      990     /ﾅ       /        

424 140008970 懐かしの童謡 　 　山野 さと子∥[ほか]うた 　日本コロムビア      990     /ﾅ       /        

425 140009002 懐かしの童謡歌手たち 　 　川田 正子∥[ほか]うた 　日本コロムビア      990     /ﾅ       /        

426 140010091 HIT SONGS for KIDS 　 　 　日本コロムビア      990     /ﾋ       /        

427 140008814 まど・みちお作品集 　 　 　日本コロムビア      990     /ﾏ       /        

428 140001975 ミッフィー クリスマス・プレゼント 　 　戸田 ﾀﾞﾘｵ∥うた 　King Record      990     /ﾐ       /        

429 140005398 みいつけた!パラダイス 　 　 　ワーナーミュージック・ジャパン     990     /ﾐ       /        

430 140008798 ららら のはらうた 　 　 　日本コロムビア      990     /ﾗ       /        

431 140008830 映画ドラえもん主題歌大全集 　 　大山 のぶ代∥[ほか]歌 　日本コロムビア      995     /ｴ       /        

432 140005349 風立ちぬ 　 　久石 譲∥音楽 　徳間ジャパンコミュニケーションズ     995     /ｶ       /        

433 140005547 それいけ!アンパンマン 　'13 　ﾄﾞﾘｰﾐﾝｸﾞ∥[ほか]歌 　バップ      995     /ｿ       /13      

434 140000308 てっぱん! 　上 　ｺﾞﾀﾞｲｺﾞ∥[ほか]演奏 　日本コロムビア      995     /ﾃ       /1       

435 140001892 ディズニー ドリーム・ミュージック・アルバム 　 　 　エイベックス・マーケティング     995     /ﾃﾞ      /        

436 140005455 ドラゴンボールZ 　 　影山 ﾋﾛﾉﾌﾞ∥[ほか]歌 　日本コロムビア      995     /ﾄﾞ      /        

437 140011024 プリキュア オープニングテーマコレクション2004～2016 　 　五條 真由美∥[ほか]歌 　マーベラス      995     /ﾌﾟ      /        

438 140005620 やなせたかしpresentsアンパンマンソング傑作集 　 　ﾄﾞﾘｰﾐﾝｸﾞ∥[ほか]歌 　バップ      995     /ﾔ       /        

439 140010430 君の名は。 　 　RADWIMPS∥演奏 　ユニバーサルミュージック     995     /ﾗ       /        

440 140005422 ONE PIECE 15th Anniversary BEST ALBUM 　 　きただに ひろし∥[ほか]演奏　エイベックス・マーケティング     995     /ﾜ       /        


