
1曲を選んで、様 な々アレンジや編成で楽しんだり

１つのコンセプトにフィットするクラシックの演奏を味わう。

それが、「まるごと！  」シリーズ！

12種類、出そろいました。

お好きなアルバムを「まるごと！  」お楽しみください。

各¥1,800（本体）
＋税

 シリーズ
  好評発売中！！

まるごと！

ワーナーミュージック・ジャパン
オフィシャル・ホームページ / クラシック wmg.jp/cla/



主よ、人の望みの喜びよ

J.S.バッハ（1685-1750）： 主よ、人の望みの喜びよ  ～カンタータ第147番（BWV147）より

WPCS-13546

  ［収録アーティスト］ アカデミー室内管弦楽団／ケンブリッジ・キングズ・カレッジ合唱団／マ
リー＝クレール・アラン（オルガン）／アレッシオ・バックス（ピアノ）／イム・ヒョンジュ（ヴォーカ
ル）／パイヤール室内管弦楽団／ヨウコ・ハルヤンネ（トランペット）／シャロン・イズビン（ギ
ター）／シエナ・ウインド・オーケストラ／ジョージ・タルベン＝ボール（オルガン）／モーラ・リン
パニー（ピアノ） ほか 全14トラック

Ｇ線上のアリア

J.S.バッハ（1685-1750）： 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068  ～エアー
  ［収録アーティスト］ サラ・チャン（ヴァイオリン）／リベラ／ヨウコ・ハルヤンネ（トランペット）／
Witcoデスペラードス・スティール・オーケストラ／スーフェイ・ヤン（ギター）／アデルフィ・サクソ
フォン・クァルテット／ロニー・ロナルド（口笛）／クリフ・アダムス（ピアノ） ほか 全15トラック

WPCS-13236

アメイジング・グレイス

J.ニュートン（1725-1807）／トラディショナル： アメイジング・グレイス F.グルーバー／J.モール： きよしこの夜
  ［収録アーティスト］ シャンティクリア／ボストン・カメラータ、ストレート・ノー・チェイサー／バー
バラ・ヘンドリックス（ソプラノ）／ランディ・トラヴィス（ヴォーカル、ギター）／フォープレイ／
WITCOデスペラードス・スティール・オーケストラ／マーク・オコーナー（ギター）／クロノス・
クァルテット／ボーイズ・クワイアー・オブ・ハーレム／アレサ・フランクリン ほか 全15トラック

  ［収録アーティスト］ リベラ／カール・ジェンキンス／キリ・テ・カナワ（ソプラノ）／エミルー・ハリ
ス（ヴォーカル）／ロンドン・ブラス／ルネ・コロ（テノール）／シャンティクリア／ケンブリッジ・キ
ングズ・カレッジ合唱団／テン・オブ・ザ・ベスト（トランペット・アンサンブル）／ウィーン少年
合唱団 ほか 全15トラック

WPCS-13340

パッヘルベルのカノン

ヨハン・パッヘルベル（1653-1706）： カノン ニ長調

WPCS-13130

  ［収録アーティスト］ パイヤール室内管弦楽団／清塚信也（ピアノ）／スラヴァ（ヴォーカル）／イ
ル・ジャルディーノ・アルモニコ／藤田淳之介（サクソフォン）、平井和音（シンセサイザー・プロ
グラミング）／プロジェット・アヴァンティ（ギター・デュオ）／リベラ（ヴォーカル・アンサンブル）／
アモリ・ヴァッシーリ（ヴォーカル）／マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団 ほか 全12トラック

演者がちがうと色合いがまったくちがう！ クラシック曲なのに、
なぜか郷愁をいざなう「パッヘルベルのカノン」ばかりをあつめました。

音楽の父 バッハの名曲を様 な々スタイルの演奏で収録！

演者がちがうと色合いがまったくちがう！ 
時代をこえて愛されているスタンダード・クラシック曲「Ｇ線上のアリア」を、
オリジナルを含む様 な々ヴァージョンで収録しています。

聖母マリアを讃えるうた「アヴェ・マリア」。バッハ／グノー、シューベルトをはじめ、
現代曲やルネサンス期の作品まで、様 な々作曲家による「アヴェ・マリア」を集めました。
静謐な曲の中に詰まっている憧れや愛、敬虔な気持ち、そして喜びを味わってください。

キリストが全ての人間の魂を地上に復活させ、生前の行いを審判する儀式を指す「怒りの日」。
「レクイエム」の有名曲をはじめ、そのモチーフが使われた曲まで、名曲の数 を々パッケージ！

ゆったりとした時間のために…
秋の夜長にまるごとハマる、クラシック曲を詰めこみました。

 「にゃんこの気持ち」に寄り添ったアルバム。
これでストレスから解放にゃ～！    日本音響研究所監修

年末年始のイベントにも使える曲も網羅！
華やかさと温もりを詰め込んだ「冬」の季節のためのクラシック曲集！

もともとは「くつろぐ」という意味合いを持つ「アダージョ」。音楽的には、ゆったりとした曲を
集めました。心穏やかな時間を演出するにもぴったりのアルバムです。

せつなくて、かなしくて…。でもうれしい！
恋する気分にぴったりな、クラシックの“美メロ”を集めました。

心にしみるうた ～ジャンルを乗り越え、名曲の魅力を堪能する至福の１枚！
“アメイジング・グレイス”ばかりを様 な々アーティストの演奏で収録しました。

クリスマス・シーズンの定番曲「きよしこの夜」を集めた一枚。
英語、ドイツ語による歌唱のほかに、インスト・アレンジも！

アダージョ

  ［収録曲目］ アダージョ（アルビノーニ／ジャゾット）／オーボエ協奏曲 ハ短調 第2楽章（マルチェッ
ロ）／ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 第2楽章（ラフマニノフ）／アルペジォーネ・ソナタ 第2楽章（シュー
ベルト）／ピアノ・ソナタ「悲愴」 第2楽章（ベートーヴェン）／ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのための
ソナタ 第3番 第2楽章（J.S.バッハ）／グラン・パルティータ 第3楽章（モーツァルト）／組曲「スパル
タクス」 ～スパルタクスとフリーギアのアダージョ（抜粋）（ハチャトゥリアン） ほか 全13トラック

  ［収録曲、アーティスト］ ノクターン 第2番 （ショパン）［アレクサンドル・タロー（ピアノ）］／愛の
挨拶（エルガー）［エドガー・モロー（チェロ）］／愛の悲しみ（クライスラー）［ルノー・カピュソン

（ヴァイオリン）］／交響曲 第3番 第3楽章（ブラームス）［マズア指揮 ニューヨーク・フィルハー
モニック］／ジュ・トゥ・ヴ（サティ）［アンヌ・ケフェレック（ピアノ）］／幻想序曲「ロメオとジュリ
エット」（抜粋）（チャイコフスキー）［プレヴィン指揮 ロンドン交響楽団］ ほか 全14トラック

WPCS-13252

アヴェ・マリア

   ［収録曲目］ バッハ／グノー、シューベルト、コーニッシュ、グレゴリオ聖歌、ラフマニノフ、フォーレ、
カッチーニ、トルガ・カシフ ほかによる「アヴェ・マリア」
  ［収録アーティスト］ シャンティクリア／修道女マリー・キーロウズ／クリスタ・ルートヴィヒ（メゾ・ソ
プラノ）／ケンブリッジ・カレッジ少年合唱団／モンセラ・カバリェ（ソプラノ） ほか 全17トラック

   ［収録曲、アーティスト］ モテット「怒りの日」より（リュリ）［パイヤール室内管弦楽団］／怒りの日
（グレゴリオ聖歌）［ボストン・カメラータ］／レクイエム ニ短調 K626より III.怒りの日（モー
ツァルト）［コルボ指揮 リスボングルベンキアン財団管弦楽団］／レクイエムより II.怒りの日

（ヴェルディ）［ムーティ指揮 フィルハーモニア管弦楽団］／戦争レクイエム 作品66 II.怒りの日
（ブリテン）［マズア指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック ほか］ ほか 全１２トラック

   ［収録曲、アーティスト］ 月の光（ドビュッシー）［レイフ・オヴェ・アンスネス（ピアノ）］／ジムノペ
ディ 第1番（サティ）［アンヌ・ケフェレック（ピアノ）］／交響曲 第3番 ヘ長調 第3楽章（ブラー
ムス）［ラトル指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団］／四季 作品37b ～10月：秋の歌

（チャイコフスキー）［ミハイル・プレトニョフ（ピアノ）］／ピアノ・ソナタ 第14番「月光」 第1楽
章（抜粋）（ベートーヴェン）［モーラ・リンパニー（ピアノ）］ ほか 全１1トラック

   ［収録曲、アーティスト］ 水の戯れ（ラヴェル）［セシル・ウーセ（ピアノ）］／カノン ニ長調（パッヘルベ
ル）［イル・ジャルディーノ・アルモニコ］／シバの女王の入城（ヘンデル）［マリナー指揮 アカデミー室
内管弦楽団］／幻想即興曲（ショパン）［ルドルフ・ブッフビンダー（ピアノ）］／連作交響詩「わが祖
国」 ～モルダウ（冒頭）（スメタナ）［ベルグルンド指揮 ドレスデン国立歌劇場管弦楽団］／ドリー
組曲 ～子猫のワルツ（フォーレ）［ビーチャム指揮 フランス国立放送管弦楽団］ ほか 全１5トラック

   ［収録曲、アーティスト］ 菩提樹 ～「冬の旅」より（シューベルト）［イアン・ボストリッジ（テノー
ル）］／クリスマス・オラトリオより（J.S.バッハ）［タヴァナー・プレイヤーズ］／行進曲 ～「くるみ
割り人形」より（チャイコフスキー）［ラトル指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団］／交響曲 
第9番 第4楽章「歓喜の歌」（ベートーヴェン）［ムーティ指揮 フィラデルフィア管弦楽団］ ほか 
全１6トラック

WPCS-13323

ラヴ WPCS-13343

怒りの日 WPCS-13547

秋  -Ａｕｔｕｍｎ- WPCS-13552

猫
にゃー ～ネコ・リラックス WPCS-13566

冬  -W i n t e r - WPCS-13576

きよしこの夜 WPCS-13568

① ⑦

② ⑧

③ ⑨

④ ⑩

⑤ ⑪

⑥ ⑫



特典キャンペーン

1. ①～⑨をお買い上げ1枚につき
当パンフレット中面掲載の商品（12タイトル）

猫絵柄缶バッジ 3種類の中からランダムで
１つプレゼント！

2. ⑩⑪をお買い上げ1枚につき 3. ⑫をお買い上げで
猫絵柄クリアファイル

（Ａ５サイズ）プレゼント！
猫絵柄コースター
プレゼント！

まるごと！シリーズ 2016年11月23日～特典キャンペーン実施決定！
2016年11月23日発売のシリーズ第10弾「まるごと！猫

にゃー

～ネコ・リラックス」のリリースを記念して、当パンフ
レット掲載商品を対象とした特典キャンペーンを実施致します。 

キャンペーン内容

応募抽選特典

まるごと！シリーズ 特設URL：http://wmg.jp/special/allstars/

さらに！

〒107-8639　東京都港区北青山1-2-3 青山ビル3Ｆ
　　　　　　  まるごと！応募特典係

応 募  先

2016年11月23日～2017年2月28日（当日消印有効）応募期間
2016年11月23日発売 ⑩ WPCS-13566  まるごと！ 猫

にゃー

 ～ネコ・リラックス
2016年11月23日発売 ⑪ WPCS-13568  まるごと！ きよしこの夜
2016年12月21日発売 ⑫ WPCS-13576  まるごと！ 冬 -Winter-

対象商品

下記3タイトルの帯の左上部についている応募券を１枚分（1枚1口）貼って、
ハガキまたは封筒にて、郵便番号・住所・氏名・ご希望の賞品（A賞もしくは
B賞）を明記の上、下記応募先までお送りください。抽選で2017年卓上猫
カレンダーを100名様、ＣＤ収納用ウォールポケットを30名様にプレゼント！
当選発表は発送をもって代えさせて頂きます。

※お送り頂いた個人情報は特典発送時のみ使用させて頂きます。予めご了承ください。

※一部店舗ではキャンペーンを実施していない場合もございます。
※キャンペーンはグッズがなくなりしだい終了となります。ご了承ください。

Ａ賞  2017年卓上 猫カレンダー（100名様）

 B賞  ＣＤ収納用ウォールポケット（30名様）

応募券↓


