
特別価格 1枚組 ￥1,000（本体）+税／2枚組 ￥1,714（本体）+税

日本で最も売れ続けている、本格派クラシック定番シリーズ！

WARNER CLASSICS STANDARD SERIES
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交響曲	 WPCS-210011

ベートーヴェン：交響曲第3番《英雄》
ヨーロッパ室内管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1990年（ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2102020

マーラー：交響曲第5番
ニューヨーク・フィルハーモニック
指揮：ズービン・メータ

■録音：1989年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2101919

マーラー：交響曲第1番《巨人》
歌曲集《さすらう若人の歌》
ホーカン・ハーゲゴール（バリトン）
ニューヨーク・フィルハーモニック
指揮：クルト・マズア
■録音：1992年（ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2101818

チャイコフスキー：交響曲第6番《悲愴》
ボストン交響楽団
指揮：小澤征爾

■録音：1986年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2101717

ドヴォルザーク：交響曲第9番《新世界より》
弦楽セレナード*

フィルハーモニア管弦楽団  指揮：エリアフ・インバル
セントポール室内管弦楽団  指揮：ヒュー・ウルフ*

■録音：1990年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2101616

ブルックナー：交響曲第8番［第1稿］

フランクフルト放送交響楽団
指揮：エリアフ・インバル

■録音：1982年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2101515

ブルックナー：交響曲第7番［ノーヴァク版］
フランクフルト放送交響楽団
指揮：エリアフ・インバル

■録音：1985年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2101414

ブルックナー：
交響曲第4番《ロマンティック》［第1稿］

フランクフルト放送交響楽団
指揮：エリアフ・インバル

■録音：1982年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2101313

ブラームス：交響曲第1番
悲劇的序曲／大学祝典序曲
クリーヴランド管弦楽団
指揮：クリストフ・フォン・ドホナーニ

■録音：1986-89年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2101212

メンデルスゾーン：
交響曲第3番《スコットランド》＆第4番《イタリア》
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
指揮：クルト・マズア

■録音：1987年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2101111

ベルリオーズ：幻想交響曲
序曲《ローマの謝肉祭》
歌劇《ベアトリスとベネディクト》序曲
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：ズービン・メータ
■録音：1993年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2101010

シューベルト：交響曲第8番《未完成》
＆第9番《ザ・グレート》
リヨン歌劇場管弦楽団
指揮：ジョン・エリオット・ガーディナー

■録音：1986＆87年（一部ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-210099

モーツァルト：交響曲第35番《ハフナー》
＆第36番《リンツ》
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1980＆84年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-210088

モーツァルト：
交響曲第38番《プラハ》＆第39番
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1981＆84年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-210077

モーツァルト：
交響曲第40番＆第41番《ジュピター》
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1983＆82年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-210066

モーツァルト：
交響曲第25番、第29番＆第33番
アムステルダム・バロック管弦楽団
指揮：トン・コープマン

■録音：1987＆88年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-210055

ハイドン：
交響曲第94番《驚愕》＆第101番《時計》
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1990＆88年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-210044

ベートーヴェン：交響曲第9番《合唱》
アレッサンドラ・マーク（ソプラノ）／イリス・フェアミリオン（メ
ゾ・ソプラノ）／ジークフリート・イェルザレム（テノール）／ファル
ク・シュトゥルックマン（バリトン）／ベルリン国立歌劇場合唱団
ベルリン・シュターツカペレ
指揮：ダニエル・バレンボイム
■録音：1992年（ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-210033

ベートーヴェン：交響曲第6番《田園》
ヨーロッパ室内管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1990年（ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-210022

ベートーヴェン：交響曲第5番《運命》
ヨーロッパ室内管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1990年（ライヴ）［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2104040

火祭の踊り～ブラス音楽名曲集
《くるみ割り人形》から（チャイコフスキー）／《真夏の夜の夢》
から（メンデルスゾーン）／酒とバラの日 （々マンシーニ）／剣
士の入場（フチーク）／火祭の踊り（ファリャ）他全25曲

ロンドン・ブラス

■録音：1988＆89年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2103939

愛の挨拶～イギリスの優しき調べ
ディーリアス：春初めてのカッコウを聞いて
エルガー：エニグマ変奏曲～ニムロッド／愛の挨拶
ヴォーン＝ウィリアムズ：揚げひばり 他全14曲

BBC交響楽団  指揮：アンドリュー・デイヴィス

■録音：1990-93年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2103838

カルメン～珠玉のオーケストラ名曲集
《カルメン》前奏曲（ビゼー）／ロメオとジュリエット～モンタギュー家とキャ
ピュレット家（プロコフィエフ）／牧神の午後への前奏曲（ドビュッシー）／亡き
王女のためのパヴァーヌ（ラヴェル）／剣の舞（ハチャトゥリアン）他全13曲

指揮：メータ、マズア、ラザレフ、ジョルダン、ロンバール他

■録音：1975-94年［一部デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2103737

ストラヴィンスキー：バレエ《春の祭典》
バレエ《ペトルーシュカ》／幻想曲《花火》作品4

フィルハーモニア管弦楽団
指揮：エリアフ・インバル

■録音：1989＆90年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2103636

ホルスト：組曲《惑星》
ニューヨーク・コラール・アーティスツ
ニューヨーク・フィルハーモニック
指揮：ズービン・メータ

■録音：1989年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2103535

グリーグ：ペール・ギュント組曲第1番＆第2番
抒情組曲／ホルベルク組曲*
ノルウェー放送管弦楽団  指揮：アリ・ラシライネン
ヘルシンキ・ストリングス  指揮：チャバ＆ゲザ・シルヴァイ*

■録音：1996＆95年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2103434

スメタナ：わが祖国
フランクフルト放送交響楽団
指揮：エリアフ・インバル

■録音：1988年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2103333

R＝コルサコフ：シェエラザード
組曲《スペイン奇想曲》*／序曲《ロシアの復活祭》*

ロナルド・パターソン（ヴァイオリン）
モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団 指揮：ローレンス・フォスター
ボリショイ交響楽団 指揮：アレクサンドル・ラザレフ*
■録音：1982＆92年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2103232

チャイコフスキー：3大バレエ名曲集
組曲《くるみ割り人形》／バレエ音楽《眠りの森の美女》（抜粋）
バレエ音楽《白鳥の湖》（抜粋）

ボリショイ交響楽団
指揮：アレクサンドル・ラザレフ
■録音：1992年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2103131

ムソルグスキー：展覧会の絵
ラヴェル：ボレロ／ラ・ヴァルス／道化師の朝の歌
クリーヴランド管弦楽団
指揮：クリストフ・フォン・ドホナーニ

■録音：1989＆91年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2103030

美しく青きドナウ～シュトラウス管弦楽曲集
J.シュトラウスⅡ世：《こうもり》序曲／ポルカ《雷鳴と電光》
《ピチカート・ポルカ》／ワルツ《美しく青きドナウ》他全10曲
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1986＆87年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2102929

モーツァルト：序曲集
ドン・ジョヴァンニ／魔笛／フィガロの結婚 他全11曲
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
チューリヒ歌劇場管弦楽団 チューリヒ歌劇場モーツァルト管弦楽団
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1980-95年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2102828

モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク
3つのディヴェルティメントK.136-138

アムステルダム・バロック管弦楽団
指揮：トン・コープマン

■録音：1989＆88年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2102727

ヘンデル：水上の音楽
合奏協奏曲作品6の4&5

ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1978＆82年［一部デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2102626

パッヘルベルのカノン～バロック名曲集
アダージョ（アルビノーニ）／アラ・ホーンパイプ（ヘンデル）／カノン

（パッヘルベル）／Ｇ線上のアリア（バッハ）他全13曲
ピエルロ（オーボエ）／ヴェイロン=ラクロワ（チェンバロ）／アン
ドレ（トランペット）／ランパル（フルート）他
パイヤール室内管弦楽団  指揮：ジャン=フランソワ・パイヤール

■録音：1960-72年頃

交響曲	 WPCS-2102525

シベリウス：交響曲第1番＆
ヴァイオリン協奏曲*
フィンランド放送交響楽団  指揮：ユッカ=ペッカ・サラステ
ミリアム・フリード（ヴァイオリン）*
ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団  指揮：オッコ・カム*
■録音：1993年（ライヴ）＆1987年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2102424

シベリウス：交響曲第2番
カレリア組曲*／フィンランディア*

フィンランド放送交響楽団  指揮：ユッカ=ペッカ・サラステ
ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団  指揮：オッコ・カム*

■録音：1993年（ライヴ）＆1987年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2102323

ラフマニノフ：交響曲第2番
フィルハーモニア管弦楽団
指揮：クルト・ザンデルリンク

■録音：1989年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2102222

サン=サーンス：交響曲第3番《オルガン付き》
フランク：交響曲 ニ短調
マリー =クレール・アラン（オルガン）
フランス国立放送管弦楽団
指揮：ジャン・マルティノン
■録音：1970＆68年

交響曲	 WPCS-2102121

マーラー：交響曲第9番
ニューヨーク・フィルハーモニック
指揮：クルト・マズア

■録音：1994年（ライヴ）［デジタル録音］
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器楽曲	 WPCS-2108080

月の光～ドビュッシー：ピアノ作品集
ベルガマスク組曲／ 2つのアラベスク／夢
子供の領分／映像 第1集／映像 第2集

モニク・アース（ピアノ）

■録音：1970＆71年

器楽曲	 WPCS-2107979

ショパン：ポロネーズ集
第1番／第2番／第3番《軍隊》／第4番／第5番／第6番
《英雄》／第7番《幻想》

エリーザベト・レオンスカヤ（ピアノ）

■録音：1995年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2107878

ショパン：夜想曲集
第1番／第2番／第3番／第4番／第5番／第7番／第8番／
第10番／第13番／第15番／第16番／第18番／第19番

エリーザベト・レオンスカヤ（ピアノ）

■録音：1991＆92年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2107777

ショパン：12の練習曲 作品10
12の練習曲 作品25
3つの新しい練習曲（遺作）
ボリス・ベレゾフスキー（ピアノ）

■録音：1991年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2107676

ショパン：24の前奏曲
前奏曲 作品45／クラコヴィアク 作品14*
マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

モンテカルロ国立歌劇場管弦楽団*
指揮：アルミン・ジョルダン*

■録音：1975＆77年

器楽曲	 WPCS-2107575

ショパン：バラード集＆スケルツォ集
バラード集［第1番／第2番／第3番／第4番］
スケルツォ集［第1番／第2番／第3番／第4番］

シプリアン・カツァリス（ピアノ）

■録音：1984年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2107474

ショパン：ワルツ集
第1番《華麗なる大円舞曲》／第2番《華麗なる円舞曲》／第3番／第4
番《華麗なる円舞曲》／第5番／第6番／第7番／第8番／第9番《別れ
のワルツ》／第10番／第11番／第12番／第13番／第14番 他全19曲

シプリアン・カツァリス（ピアノ）

■録音：1981年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2107373

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第8番《悲愴》
第14番《月光》、第17番《テンペスト》
第23番《熱情》
マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

■録音：1974＆75年

器楽曲	 WPCS-2107272

アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳
《アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳第2巻》他より
［J.S.バッハ／クープラン／ペツォルト／ C.P.E.バッハ／ G.H.バッ
ハ？／シュテルツェル／作者不詳の作品全30曲収録］

トラジコメディア
■録音：1991年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2107171

バッハ：ゴルトベルク変奏曲
グスタフ・レオンハルト（チェンバロ）

■録音：1964年頃

器楽曲	 WPCS-2107070

トッカータとフーガ～バッハ：オルガン作品集
トッカータとフーガBWV565 ／ファンタジーとフーガBWV542 ／パッサカリア
BWV582 ／小フーガBWV578 ／トッカータ、アダージョとフーガBWV564 ／コ
ラール集［目覚めよ、と われらに呼ばわる物見らの声BWV645］他全11曲

マリー =クレール・アラン（オルガン）

■録音：1978＆80年

器楽曲	 WPCS-2106969

スカルラッティ：ソナタ選集
ニ短調K.1 ／ニ短調K.9 ／ト長調K.14 ／ロ短調K.27 ／ヘ長調K.38 ／ト長
調K.103／イ長調K.114／ニ短調K.141／イ長調K.208／ニ短調K.213／
ヘ長調K.296 ／ヘ長調K.297 ／ニ長調K.298 ／ニ長調K.299 ／ホ長調
K.380 ／ニ長調K.490 ／ニ長調K.491 ／ニ長調K.492 ／ヘ短調K.555
スコット・ロス（チェンバロ）

■録音：1984＆85年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2106868

紫のけむり～現代の弦楽四重奏曲
スカルソープ：弦楽四重奏曲第8番
サリネン：弦楽四重奏曲第3番／グラス：カンパニー
ナンカロウ：弦楽四重奏曲／ヘンドリックス：紫のけむり

クロノス・クァルテット
■録音：1985年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2106767

アンダンテ・カンタービレ～ロシアへの誘い
夜想曲、スペイン風セレナード（ボロディン）／ロマンス（ラフマニ
ノフ）／子供のアルバムより（チャイコフスキー）／アンダンテ・カン
タービレ（チャイコフスキー）他全23曲
ボロディン四重奏団

■録音：1994年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2106666

ドビュッシー：神聖な舞曲と世俗的な舞曲*
フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ
チェロ・ソナタ／ヴァイオリン・ソナタ
ラスキーヌ（ハープ）／ランパル（フルート＆指揮*）／パスキエ（ヴィオラ）／トルトゥリ
エ（チェロ）／シルルニク（ヴァイオリン）／ユボー（ピアノ）／パイヤール室内管弦楽団*
■録音：1962年

室内楽曲	 WPCS-2106565

シューベルト：ピアノ五重奏曲《ます》
弦楽四重奏曲第14番《死と乙女》*
ウィーン・ハイドン・トリオ［アタール・アラード（ヴィオラ）
ルートヴィヒ・シュトライヒャー（コントラバス）］
フェルメール四重奏団*
■録音：1981＆82年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2106464

シューベルト：八重奏曲
ベルリン・ゾリステン［ゲラーマン、ハルトーク（ヴァイオリ
ン）／クリスト（ヴィオラ）／バウマン（チェロ）／シュトール（コン
トラバス）／ライスター（クラリネット）／ヴラトコヴィチ（ホルン）
／トゥルコヴィチ（ファゴット）］

■録音：1987年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2106363

ベートーヴェン：七重奏曲
モーツァルト：ホルン五重奏曲
ベルリン・ゾリステン［ゲラーマン（ヴァイオリン）／モーク、ハルトー
ク（ヴィオラ）／バウマン（チェロ）／シュトール（コントラバス）／ライスター

（クラリネット）／ヴラトコヴィチ（ホルン）／トゥルコヴィチ（ファゴット）］

■録音：1990年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2106262

モーツァルト：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
ベルリン・ゾリステン

［ライスター（クラリネット）／ゲラーマン、ハルトーク（ヴァイオ
リン）／クリスト（ヴィオラ）／バウマン（チェロ）］

■録音：1988年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2106161

モーツァルト：弦楽四重奏曲第17番《狩り》
ハイドン：弦楽四重奏曲第77番《皇帝》
アルバン・ベルク四重奏団

■録音：1978＆74年

協奏曲	 WPCS-2106060

ロドリーゴ：アランフェス協奏曲*
ある貴紳のための幻想曲*
トナディーリャ **／サパテアード／ファンダンゴ
トゥリビオ・サントス（ギター）／オスカル・カセレス（ギター）**
モンテカルロ国立歌劇場管弦楽団  指揮：クラウディオ・シモーネ*

■録音：1977＆73年頃

協奏曲	 WPCS-2105959

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番*＆
ピアノ・ソナタ第2番
アレクセイ・スルタノフ（ピアノ）
ロンドン交響楽団*
指揮：マキシム・ショスタコーヴィチ*

■録音：1989＆92年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2105858

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番*
ボリス・ベレゾフスキー（ピアノ）
モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 指揮：ドミトリ・キタエンコ
フィルハーモニア管弦楽団  指揮：エリアフ・インバル*

■録音：1990年（ライヴ）＆1991年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2105757

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
諏訪内 晶子（ヴァイオリン）

モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：ドミトリ・キタエンコ

■録音：1990年（ライヴ）［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2105656

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲
チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲
ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ（チェロ）

ボストン交響楽団
指揮：小澤征爾

■録音：1985年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2105555

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
シューマン：ヴァイオリン協奏曲*
トーマス・ツェートマイアー（ヴァイオリン）

クリーヴランド管弦楽団  指揮：クリストフ・フォン・ドホナーニ
フィルハーモニア管弦楽団  指揮：クリストフ・エッシェンバッハ*

■録音：1989＆88年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2105454

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番*
ピエール・アモイヤル（ヴァイオリン）
バンベルク交響楽団  指揮：テオドール・グシュルバウアー
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団  指揮：クラウディオ・シモーネ*

■録音：1972＆77年

協奏曲	 WPCS-2105353

ショパン：ピアノ協奏曲第1番＆第2番
マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

モンテカルロ国立歌劇場管弦楽団
指揮：アルミン・ジョルダン

■録音：1977年

協奏曲	 WPCS-2105252

ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
ギドン・クレーメル（ヴァイオリン）

ヨーロッパ室内管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1992年（ライヴ）［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2105151

トランペット協奏曲集（ハイドン／ L.モーツァルト／モーツァルト）

モーリス・アンドレ（トランペット）
テオドール・グシュルバウアー指揮
バンベルク交響楽団／フランツ・リスト室内管弦楽団
ジャン=フランソワ・パイヤール指揮 パイヤール室内管弦楽団

■録音：1966、71＆77年

協奏曲	 WPCS-2105050

モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲
クラリネット協奏曲
ジャン=ピエール・ランパル（フルート）／リリー・ラスキーヌ（ハー
プ）／ジャック・ランスロ（クラリネット）

パイヤール室内管弦楽団  指揮：ジャン=フランソワ・パイヤール
■録音：1963年

協奏曲	 WPCS-2104949

モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番＆第21番*
ピアノのためのロンドK.511
マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）
ローザンヌ室内管弦楽団 指揮：アルミン・ジョルダン
リスボン・グルベンキアン財団室内管弦楽団  指揮：テオドール・グシュルバウアー *

■録音：1977＆73年

協奏曲	 WPCS-2104848

モーツァルト：ピアノ協奏曲第26番《戴冠式》
ピアノ協奏曲第23番
フリードリヒ・グルダ（ピアノ）

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1983年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2104747

バッハ：ピアノ協奏曲集
協奏曲第1番BWV1052 ／第3番BWV1054
第5番BWV1056 ／第6番BWV1057

シプリアン・カツァリス（ピアノ）

フランツ・リスト室内管弦楽団  指揮：ヤーノシュ・ローラ

■録音：1985年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2104646

バッハ：ヴァイオリン協奏曲集
ヴァイオリン協奏曲第1番BWV1041、第2番BWV1042 ／ 2つのヴァイオリ
ンのための協奏曲 BWV1043 ／ヴァイオリン協奏曲 BWV1056R［復元版］／
オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 BWV1060R［復元版］

アリス・アーノンクール（ヴァイオリン）他
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス  指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1966-76年頃

協奏曲	 WPCS-2104545

バッハ：ブランデンブルク協奏曲
第3番、第5番＆第6番／管弦楽組曲第3番
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1981＆83年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2104444

バッハ：ブランデンブルク協奏曲
第1番、第2番＆第4番／管弦楽組曲第2番
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1981＆83年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2104343

ヴィヴァルディ：協奏曲集《四季》
協奏曲第5番《海の嵐》、第6番《喜び》
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1977年

管弦楽曲	 WPCS-2104242

イェスタデイ～クラシック・ミート・ポップス
ブラジル風のバッハ第1番＆第5番 *（ヴィラ＝ロボス）／マリア（バーンス
タイン）／イェスタデイ（レノン＆マッカートニー）他全12曲

アーリン・オージェ（ソプラノ）*
ベルリン・フィル12人のチェリスト達

■録音：1977＆80年［一部デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2104141

星条旗よ永遠なれ～スーザ：マーチ名曲集
海を越える握手／エドワード王行進曲／闘技士／ワシントン・ポスト／
マンハッタン・ビーチ／レヴュー／パワー・アンド・グローリー／士官候
補生／忠誠／自由の鐘／星条旗よ永遠なれ 他全25曲

グレナディア・ガーズ・バンド（指揮：フィリップ・E・ヒルズ少佐）

■録音：1994年［デジタル録音］
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室内楽曲	 WPCS-2112222

テレマン：ターフェルムジーク［食卓の音楽］選集
管弦楽組曲（序曲）ニ長調［第2集から］／協奏曲ヘ長調［第
2集から］／四重奏曲ト長調［第1集から］／ソロ・ソナタロ短調

［第1集から］終曲ニ長調［第2集から］

アムステルダム合奏団  指揮：フランス・ブリュッヘン

■録音：1964年

室内楽曲	 WPCS-2112121

バッハ：音楽の捧げもの
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1970年

協奏曲	 WPCS-2112020

ブラームス：ピアノ協奏曲第2番
2つの狂詩曲 作品79
シプリアン・カツァリス（ピアノ）
フィルハーモニア管弦楽団
指揮：エリアフ・インバル

■録音：1989＆88年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2111919

リスト：ピアノ協奏曲第1番＆第2番
死の舞踏
ボリス・ベレゾフスキー（ピアノ）

フィルハーモニア管弦楽団
指揮：ヒュー・ウルフ

■録音：1994年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2111818

モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番、
第4番＆第5番《トルコ風》
トーマス・ツェートマイアー（ヴァイオリン、指揮）

フィルハーモニア管弦楽団

■録音：1990＆91年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2111515

ミラクル・バロック～トランペット協奏曲集
ヴィヴァルディ：協奏曲変ロ長調／テレマン：協奏曲ニ長調／ネルーダ：協奏曲変ホ長調／マ
ルチェルロ：協奏曲ハ短調／バッハ：ミサ曲ロ短調～アニュス・デイ／テレマン：協奏曲ヘ短調

セルゲイ・ナカリャコフ（トランペット、フリューゲルホーン）

セント・ポール室内管弦楽団 指揮：ヒュー・ウルフ

■録音：1995年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2111414

バッハ：チェンバロ協奏曲集
チェンバロ協奏曲第1番BWV1052、第3番BWV1054、第4番BWV1055、
第5番BWV1056 ／ 4台のチェンバロのための協奏曲BWV1065
アムステルダム・バロック管弦楽団
トン・コープマン（指揮、チェンバロ）
ティニ・マトー、パトリツィア・マリサルディ、エリナ・ムストーネン（チェンバロ）[BWV1065]

■録音：1988-90年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2111313

ラ・フォリア～ヴィヴァルディ：協奏曲集
協奏曲ヘ長調RV.570《海の嵐》／協奏曲ト短調RV.104《夜》／協奏曲ニ長
調RV.93 ／ソナタ ニ短調RV.63《ラ・フォリア》／協奏曲ヘ長調RV.442 ／
協奏曲ニ長調RV.94 ／協奏曲イ短調RV.108 ／協奏曲ト短調RV.107

イル・ジャルディーノ・アルモニコ

■録音：1990-92年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2111212

ラヴ・バラード・クラシック
バーバー：弦楽のためのアダージョ／ハチャトゥリアン：《スパルタクス》～アダージョ／ F.シュミット：《ノー
トル・ダム》間奏曲／グリーグ：《ペール・ギュント》第1組曲～朝／シベリウス：悲しいワルツ／マスカーニ：
《友人フリッツ》～間奏曲／ラフマニノフ：ヴォカリーズ／サティ：ジムノペディ 第1&3番（ドビュッシー編）
モンテ・カルロ・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：ローレンス・フォスター
■録音：1983＆84年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2111111

ビートルズ・イン・クラシック
イェロー・サブマリン／レット・イット・ビー／サムシング／フール・オン・ザ・ヒル／
ヘルプ／イエスタデイ／ミシェル／ア・ハード・デイズ・ナイト／ノルウェーの森／
ヒア・ゼア・アンド・エヴリウェア／キャント・バイ・ミー・ラヴ／ヘイ・ジュード

ベルリン・フィル12人のチェリスト達

■録音：1982年頃［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2111010

剣の舞～ハチャトゥリアン：管弦楽作品集
バレエ《ガイーヌ》より［剣の舞／レズギンカ］／組曲《仮面舞
踏会》より［ワルツ／マズルカ］他全13曲
ボリショイ交響楽団
指揮：アレクサンドル・ラザレフ

■録音：1993年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-211099

ラヴェル：バレエ《ダフニスとクロエ》全曲
ロンドン交響楽団、同合唱団
指揮：ケント・ナガノ

■録音：1992年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-211088

モーツァルト：セレナード第10番
《グラン・パルティータ》（13管楽器）
セレナード第12番《ナハトムジーク》
ウィーン・モーツァルト管楽合奏団
指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1983＆85年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-211077

モーツァルト：セレナード第9番《ポストホルン》
2つの行進曲 ニ長調
ペーター・ダム（ポストホルン)
ドレスデン・シュターツカペレ
指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1984年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-211066

モーツァルト：セレナード第7番《ハフナー》
＆第6番《セレナータ・ノットゥルナ》
アムステルダム・バロック管弦楽団
指揮：トン・コープマン

■録音：1988年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-211055

ショスタコーヴィチ：
交響曲第7番《レニングラード》
ナショナル交響楽団
指揮：ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ

■録音：1989年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-211044

シベリウス：交響曲第5番＆第7番
フィンランド放送交響楽団
指揮：ユッカ=ペッカ・サラステ

■録音：1993年（ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-211033

マーラー：交響曲第2番《復活》
ナンシー・グスタフソン（ソプラノ）／フローレンス・クイヴァー（アルト）
プラハ・フィルハーモニー合唱団
イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：ズービン・メータ

■録音：1994年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-211022

ブラームス：交響曲第3番＆第4番
クリーヴランド管弦楽団
指揮：クリストフ・フォン・ドホナーニ

■録音：1987＆88年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-211011

ベートーヴェン：交響曲第7番
ヨーロッパ室内管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1990年（ライヴ）［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-21100100

アヴェ・マリア～聖なる調べ
アヴェ・マリア（シューベルト）／同（バッハ／グノー）／アヴェ・ヴェルム・コルプス

（モーツァルト）／ラシーヌ讃歌（フォーレ）／ハレルヤ（ヘンデル）他全16曲

ボニー（ソプラノ）／ハンプソン（バリトン）

アーノンクール、コルボ、ガーディナー（指揮）他
■録音：1965年頃-98年［一部デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2109999

ヴォルガの舟歌～ロシア愛唱歌集
ポーリュシカ＝ポーレ／カリンカ／ヴォルガの舟歌／陽は山かげに隠れ／
つばめ／カマリンスカヤ／黒い瞳／熊蜂の飛行／仕事の歌／兵士の旅
路／モスクワ〈ロシア国歌〉／モスクワ郊外の夕べ／スリコ／ 12人の盗
賊／ワルシャワ労働歌／蚤の歌／白樺は野に立てり／ステンカ・ラージン
赤星赤軍合唱団
■録音：1992年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2109898

ハバネラ～オペラ・アリア名曲集
ハバネラ、闘牛士の歌（ビゼー）／誰も寝てはならぬ（プッチー
ニ）／オンブラ・マイ・フ（ヘンデル） 他全18曲

キリ・テ・カナワ、スミ・ジョー（ソプラノ）／フレデリカ・フォン・シュターデ（メゾ・ソプラノ）／
ルッジェーロ・ライモンディ（バス）／プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラス（テノール）他
■録音：1960年代後半-89年［一部デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2109797

金髪のジェニー～フォスターの夜会
金髪のジェニー／そのいくさに兄はいました？／心地よく眠るアリス／優しい
アニー／赤いばらよ、いついつまでも／夢見る人／ブラウン夫妻 他全23曲

ジャン・デガエターニ（メゾ・ソプラノ）
レスリー・グイン（バリトン）／ギルバート・カリッシュ（ピアノ、メロディオン）他

■録音：1972＆76年

声楽曲	 WPCS-2109696

オルフ：カルミナ・ブラーナ
スミ・ジョー（ソプラノ）／ヨッヘン・コヴァルスキ（カウンターテノー
ル）／ボイエ・スコウフース（バリトン）／サウスエンド少年合唱団
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団＆合唱団
指揮：ズービン・メータ

■録音：1992年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2109595

フォーレ：レクイエム
アラン・クレマン（ボーイ・ソプラノ）／フィリップ・フッテンロッ
ハー（バリトン）／フィリップ・コルボ（オルガン）
サン=ピエール=オ=リアン・ドゥ・ビュール聖歌隊
ベルン交響楽団  指揮：ミシェル・コルボ

■録音：1972年

声楽曲	 WPCS-2109494

恋とはどんなものかしら～モーツァルト：アリア名曲集
ドン・ジョヴァンニより セレナード／フィガロの結婚より もう飛ぶまいぞこ
の蝶々／恋とはどんなものかしら／魔笛より 夜の女王のアリア 他全15曲
グルベローヴァ、ボニー（ソプラノ）／バルトリ（メゾ・ソプラノ）／
ブロホヴィツ（テノール）／ハンプソン（バリトン）他
指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1980-93年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2109393

モーツァルト：レクイエム
ラシェル・ヤカール（ソプラノ）／オルトルン・ヴェンケル（アルト）／クルト・エ
クヴィルツ（テノール）／ロバート・ホル（バス）／ウィーン国立歌劇場合唱団
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1981年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2109292

バッハ：カンタータ第147番＆第140番
第140番《目覚めよ、と われらに呼ばわる物見らの声》／第
147番《心と口と行いと生きざまもて》
ベルギウス（ソプラノ）／ランプフ（アルト）／エクヴィルツ（テノール）／
ハンプソン（バス）／テルツ少年合唱団
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス  指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1983＆84年［一部デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2109191

グレゴリアン・チャントの神秘
灰の水曜日／枝の主日／聖木曜日／聖金曜日／聖土曜日／復
活祭／聖母マリアのためのアンティフォナ

シャンティクリア

■録音：1993年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2109090

涙のパヴァーヌ～リコーダー名曲集
エイク：涙のパヴァーヌ／クープラン：恋のうぐいす／コレルリ：ソナタ ト短
調《ラ・フォリア》／テレマン：四重奏曲 ニ短調（ターフェルムジークから）他

フランス・ブリュッヘン（リコーダー）
アンナー・ビルスマ（チェロ）／グスタフ・レオンハルト（チェンバロ）他

■録音：1960年代-70年

器楽曲	 WPCS-2108989

亜麻色の髪の乙女～ハープ名曲集
泉、鬼火（アッセルマン）／予言の鳥（シューマン）／メヌエット（ラ
モー）／秋（グランジャニー）／亜麻色の髪の乙女（ドビュッシー）／《子
供のために》より（タンスマン）／幻想曲（サン＝サーンス）他全26曲

リリー・ラスキーヌ（ハープ）

■録音：1962、63＆75年

器楽曲	 WPCS-2108888

アルハンブラの思い出～スペイン・ギター名曲集
アルハンブラの思い出（タルレガ）／アストゥーリアス（アルベニ
ス）／ヘレスの地で（ロドリーゴ）／暁の鐘（デ・ラ・マーサ）／レ
メンブランサ（セゴビア）／マドローニョス（トローバ） 他全21曲

ヴォルフガング・レントレ（ギター）

■録音：1988年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2108787

シランクス～フルート名曲集
バッハ／ヘンデル／モーツァルト／クルムフォルツ／プーランク：
フルート・ソナタ／ドビュッシー：シランクス／フォーレ：子守歌

ジャン=ピエール・ランパル（フルート）／ヴェイロン=ラク
ロワ（チェンバロ＆ピアノ）／ ラスキーヌ（ハープ）

■録音：1963-73年

器楽曲	 WPCS-2108686

白鳥～チェロ名曲集＆アルペジオーネ・ソナタ
白鳥（サン＝サーンス）／ツィゴイネルワイゼン（サラサーテ）／
ラルゴ（ヘンデル）／トロイメライ（シューマン）／アルペジオー
ネ・ソナタ（シューベルト）他全11曲

アルト・ノラス（チェロ）／タパニ・ヴァルスタ（ピアノ＆オルガン）

■録音：1977＆73年

器楽曲	 WPCS-2108585

タイスの瞑想曲～ヴァイオリン名曲集
メロディ（グルック／クライスラー）／アヴェ・マリア（シューベルト）／
タイスの瞑想曲（マスネ）／ヴォカリーズ（ラフマニノフ）／ロマンス

（シベリウス）／フォーレの名による子守歌（ラヴェル）他全14曲

マルコフ、カントロフ、ツェートマイアー（ヴァイオリン）他

■録音：1973-95年［一部デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2108484

愛の夢～ピアノ名曲集
夜想曲（グリーグ）／トロイメライ（シューマン）／愛の夢第３番（リ
スト）／亜麻色の髪の乙女、月の光（ドビュッシー）／トルコ行進曲

（モーツァルト）／エリーゼのために（ベートーヴェン）他全20曲

カツァリス、ピリス、レオンスカヤ、舘野 泉（ピアノ）他

■録音：1960年頃-97年［一部デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2108383

ジ・エンターテイナー～ジョプリン：ピアノ・ラグ集
メイプル・リーフ・ラグ／ジ・エンターテイナー／ラグタイム・ダンス／グ
ラジオラス・ラグ／フィグ・リーフ・ラグ ／スコット・ジョプリンのニュー・ラ
グ／ユーフォニック・サウンズ／エリート・シンコペーションズ／ベセー
ナ／パラゴン・ラグ／ソラス 他全17曲
ジョシュア・リフキン（ピアノ）

■録音：1970-74年

器楽曲	 WPCS-2108282

ジムノペディ～サティ：ピアノ作品集
ジムノペディ第1番、第2番、第3番／官僚的なソナチネ／スポーツと
嬉遊曲／だらだらした前奏曲／ 1906－1913年の6つの小品／ 2つ
の夜の空想／愛撫／あらゆる方向に向けられた数章／最後から2番目
の思想／ジャック・イン・ザ・ボックス
ミシェル・ルグラン（ピアノ）

■録音：1993年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2108181

水の戯れ～ラヴェル：ピアノ作品集
亡き王女のためのパヴァーヌ／水の戯れ
ソナチネ／夜のガスパール／クープランの墓

モニク・アース（ピアノ）

■録音：1968年
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声楽曲	 WPCS-2115050

深い川～黒人霊歌集
昔の信仰／深い川／イエスよ、ここにお寄り下さい／一晩中、一
日中／我ら平和のうちに谷を歩み／太陽が決して沈まないとこ
ろ／こっそり帰ってしまいたい／私は非難され／主よ、私はクリス
チャンでありたい／私はキリスト教の闘士／町に入る12の門
シャンティクリア
■録音：1987年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2114949

北欧の歌～フィンランド民謡の花束
歌いましょう／我が故郷スオミ／カレリアの丘にて／ 2月がやってきた／霜じい
さん／そよ風が静かに吹く／春の調べ／笛を吹く羊飼い／小さな女の子／ここ
北極星のもとに／夏至祭の夜／夏の夕暮れ／夏の夜に／夕暮れの歌 他全31曲

カンドミノ合唱団 指揮：タウノ・サトマー

■録音：1990年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2114848

花の歌～オペラ・アリア名曲集2
ビゼー：カルメン～花の歌、ジプシーの歌／モーツァルト：ドン・ジョヴァン
ニ～シャンパンの歌／フィガロの結婚～恋とはどんなものかしら 他全19曲
カバリエ、ヘンドリックス、テ・カナワ、アップショウ（ソプラノ）
／バルトリ（メゾ・ソプラノ）／ドミンゴ、カレーラス（テノール）／
ハンプソン（バリトン）他
■録音：1968-1991年［デジタル録音］（一部を除く）

声楽曲	 WPCS-2114747

歌の翼に～清らかな歌（THE BEST OF ボニー）
シューベルト：アヴェ・マリア／モーツァルト：春への憧れ／メン
デルスゾーン：歌の翼に／フォーレ：ピエ・イエズス 他全16曲

バーバラ・ボニー（ソプラノ）
パーソンズ（ピアノ）、アーノンクール（指揮）他

■録音：1988-1994年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2114646

夜の女王のアリア～コロラトゥーラの女王
モーツァルト：《魔笛》～地獄の復讐が私の心の中に／ドニゼッティ：
《ランメルモールのルチア》～（狂乱の場）／ J.シュトラウスⅡ世：
《こうもり》～ふるさとの調べよ 他全10曲
エディタ・グルベローヴァ（ソプラノ）
指揮：アーノンクール、ボニング、リッツィ
■録音：1987-92年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2114545

モーツァルト：コンサート・アリア集
我がいとしの希望よ！…ああ、お前にはどんな苦しみか分るまいK.416 ／あなた
は忠実な心をお持ちですK.217 ／いえ、いえ、あなたにはご無理ですK.419 ／
だが何をしたのだ、運命の星よ…私は岸辺が近いと思いK.368 他全8曲
エディタ・グルベローヴァ（ソプラノ）
ヨーロッパ室内管弦楽団  指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1991年（ライヴ）［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2114444

モーツァルト：戴冠ミサ
モテット《アヴェ・ヴェルム・コルプス》／ヴェスペレ《証聖者の
盛儀晩課》［K.339］／モテット《エクスルターテ・ユビラーテ》
バルバラ・シュリック（ソプラノ）／エリーザベト・フォン・マグヌス（ア
ルト）／ポール・アグニュー（テノール）／マタイス・メスダッハ（バス）
アムステルダム・バロック管弦楽団、同合唱団  指揮：トン・コープマン
■録音：1994年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2114343

バッハ：マタイ受難曲 BWV244［抜粋］
ギ・ドゥ・メ（テノール：福音史家）／ペーター・コーイ（バス：イエス）／バ
ルバラ・シュリック（ソプラノ）／カイ・ヴェッセル（アルト）／クリスト
フ・プレガルディエン（テノール）／クラウス・メルテンス（バス）／サ
クラメントスコール・ブレダ／オランダ・バッハ協会合唱団
アムステルダム・バロック管弦楽団  指揮：トン・コープマン

■録音：1992年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2114242

バッハ：狩りのカンタータ＆農民カンタータ
楽しき狩りこそわが悦びBWV208（狩りのカンタータ）
われらの新しいご領主にBWV212（農民カンタータ）
アンジェラ・マリア・ブラーシ、イヴォンヌ・ケニー（ソプラノ）／クルト・エクヴィ
ルツ（テノール）／ローベルト・ホル（バス）／アーノルト・シェーンベルク合唱団
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス 指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1988年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2114141

ピアソラ：タンゴ組曲～中南米のギター音楽
ピアソラ：タンゴ組曲／ブローウェル：ミクロ・ピエサス／ジナタリ：
組曲《肖像》から／ S.アサド：珊瑚の市レシーフェ／ヒナステラ：
たそがれの牧歌～バレエ《エスタンシア》から 他全15曲

セルジオ＆オダイル・アサド（ギター）

■録音：1985年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2114040

アンコール！ ～オルガン小品名曲集
バッハ：目を覚ませと呼ぶ声が聞こえBWV645、汝にこそわが喜びありBWV615、
主イエス・キリストよ、われ汝に呼ばわるBWV639、喜べ、愛する信者よBWV734、
フーガBWV578《小フーガ》／スカルラッティ：ソナタK.288 他全19曲

マリー =クレール・アラン（オルガン）

■録音：1993年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2113939

ラフマニノフ：2台のピアノのための作品集
組曲 第1番《幻想的絵画》／組曲第2番
交響的舞曲

マルタ・アルゲリッチ、アレクサンドル・ラビノヴィチ（ピアノ）

■録音：1991年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2113838

北の調べ～フィンランド・ピアノ名曲集
シベリウス：樅の木、即興曲、ロンドレット／メリカント：ゆるやかな
ワルツ／メラルティン：舟歌／パルムグレン：5月の夜／マデトヤ：伝
説／ハンニカイネン：夕べに／リンコ：田園風メヌエット 他全26曲

舘野 泉（ピアノ）

■録音：1991年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2113737

抒情小曲集～グリーグ：ピアノ名曲集
《ペール・ギュント》～朝／抒情小曲集より［アリエッタ、ゆりかごの歌、
むかし、むかし、ふるさとで、民謡、春に、ちょうちょう、小鳥、恋の曲、
ワルツ、こもり歌、夜想曲 、スケルツォ、ハリング、こびとの行進、郷
愁、民謡、回想］／組曲《ホルベアの時代から》ノルウェー舞曲第2番
シプリアン・カツァリス（ピアノ）

■録音：1983年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2113636

舟歌／夜想曲～フォーレ：ピアノ名曲集
夜想曲第1番、第2番、第4番、第6番／即興曲第3番／ 3つの
無言歌／舟歌第1番、第4番、第6番／カプリッチョ／喜び／前
奏曲第1番／マズルカ

ジャン・ユボー（ピアノ）

■録音：1988＆89年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2113535

別れの曲～ショパン：ピアノ名曲集
《華麗なる大円舞曲》／《小犬のワルツ》／《雨だれ》／《別れの
曲》／夜想曲第2番／《幻想ポロネーズ》他全14曲

マリア・ジョアン・ピリス、スザンネ・グリュッツマン、モニク・アー
ス、エリーザベト・レオンスカヤ、シプリアン・カツァリス（ピアノ）

■録音：1975-95年［デジタル録音］（一部を除く）

器楽曲	 WPCS-2113434

シューマン：子供の情景 作品15
森の情景 作品82／音楽帳 作品124

シプリアン・カツァリス（ピアノ）

■録音：1986年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2113333

シューベルト：即興曲集
4つの即興曲 D.899（作品90）
4つの即興曲D.935（作品142）

エリーザベト・レオンスカヤ（ピアノ）

■録音：1995＆96年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2113232

シューベルト：ピアノ・ソナタ第19番＆第21番
エリーザベト・レオンスカヤ（ピアノ）

■録音：1997年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2113131

ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ第30番、第31番＆第32番
リチャード・グード（ピアノ）

■録音：1988＆88年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2113030

モーツァルト：ピアノ・ソナタ第6番K.284、
第14番K.457／幻想曲K.475

マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

■録音：1984年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2112929

バッハ：フーガの技法
トン・コープマン、ティニ・マトー（チェンバロ）

■録音：1993年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2112828

イタリア協奏曲～バッハ：チェンバロ名曲集
半音階的幻想曲とフーガBWV903 ／フランス組曲第5番
BWV816 ／音楽の捧げものBWV1079 ～ 3声のリチェルカー
レ／トッカータBWV916 ／イタリア協奏曲BWV971

トン・コープマン（チェンバロ）

■録音：1986年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2112727

バッハ：イギリス組曲第2番、第3番＆第6番
曽根 麻矢子（チェンバロ）

■録音：1991年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2112626

ハンガリー田園幻想曲～フルート・リサイタル
バッツィーニ：妖精の踊り（矢代秋雄編）／シューベルト：《しぼめる
花》の主題による序奏と変奏曲／エネスコ：カンタービレとプレスト／
ドニゼッティ：フルート・ソナタ／ドップラー：ハンガリー田園幻想曲

工藤重典（フルート）／藤井一興（ピアノ）

■録音：1982年

室内楽曲	 WPCS-2112525

ラヴェル／ドビュッシー／フォーレ：
ピアノ三重奏曲
トリオ・フォントネ

■録音：1989年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2112424

ドビュッシー：弦楽四重奏曲
ラヴェル：弦楽四重奏曲
ケラー四重奏団

■録音：1993年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2112323

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》
ヴァイオリン・ソナタ第9番《クロイツェル》
マキシム・ヴェンゲーロフ（ヴァイオリン）

イタマール・ゴラン、アレクサンドル・マルコヴィッチ（ピアノ）

■録音：1992＆91年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-212011

ドヴォルザーク：交響曲第7番＆第8番
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1998年（ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-212022

シューベルト：交響曲第4番《悲劇的》
シューマン：交響曲第4番
メンデルスゾーン：序曲《美しいメルジーネの物語》
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1995年（ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-212033

チャイコフスキー：
交響曲第4番＆ロメオとジュリエット
シカゴ交響楽団
指揮：ダニエル・バレンボイム

■録音：1997＆95年（ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-212044

チャイコフスキー：交響曲第5番＆1812年
シカゴ交響楽団
指揮：ダニエル・バレンボイム

■録音：1995年（ライヴ［交響曲］）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-212055

ショスタコーヴィチ：交響曲第5番
ナショナル交響楽団
指揮：ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ

■録音：1994年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-212066

メシアン：トゥーランガリラ交響曲
ピエール=ローラン・エマール（ピアノ）
ドミニク・キム（オンド・マルトゥノ）

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：ケント・ナガノ
■録音：2000年（ライヴ）［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-212077

バッハ：管弦楽組曲［全曲］
アムステルダム・バロック管弦楽団
指揮：トン・コープマン

■録音：1997年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-212088

主よ、人の望みの喜びよ～バッハ：管弦楽名曲集
トッカータとフーガBWV565 ／目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ
BWV645 ／主よ、人の望みの喜びよ～カンタータ第147番／ア
ヴェ・マリア（グノー編曲）他全15曲

プロ・アルテ・オーケストラ 指揮：クルト・レーデル

■録音：1996年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-212099

バッハ：ゴルトベルク・ヴァリエイションズ
［弦楽合奏版］
ニュー・ヨーロピアン・ストリングス
ドミトリ・シトコヴェツキー（コンサートマスター）

■録音：1993年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2121010

ベートーヴェン：序曲集［全8曲］
序曲《コリオラン》作品62 ／《プロメテウスの創造物》作品43 序曲／《アテネの廃墟》作品
113 序曲／《フィデリオ》序曲 作品72c ／《レオノーレ》序曲 第1番 作品138 ／《レオノーレ》
序曲 第2番 作品72a ／《レオノーレ》序曲 第3番 作品72b ／《エグモント》作品84 序曲
ヨーロッパ室内管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1993-96年（ライヴ［コリオランを除く］）［デジタル録音］
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現代音楽	 WPCS-2125050

ライヒ、グラス＆アダムズ：ミニマル・セレクション
パット・メセニー（ギター）／クロノス・クァルテット／スティー
ヴ・ライヒ＆ミュージシャンズ／マイケル・リーズマン（キー
ボード）／ジョン・アダムズ（シンセサイザー）／エド・デ・ワールト
指揮サンフランシスコ交響楽団 他

■録音：1985-93年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2124949

ヒーリング・コーラス～祈りの合唱名曲選
シューベルト／パーセル／モンテヴェルディ／ヴィヴァルディ／ヘンデル 他全14曲
アーノルト・シェーンベルク合唱団（合唱指揮：エルヴィン・オルトナー）
ヨーロッパ室内管弦楽団、ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1983-2000年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2124848

ナイト・アンド・デイ～ア・カペラ・スタンダード
イッツ・ディ＝ラヴリー／オール・スルー・ザ・ナイト（C.ポーター）／
ナイト・アンド・デイ（C.ポーター） 他全13曲

シャンティクリア／ドン・ハース・トリオ
ロンドン・スタジオ・オーケストラ  指揮：エットーレ・ストラッタ

■録音：1995＆96年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2124747

誰も寝てはならぬ～プッチーニ：アリア集
《トゥーランドット》～誰も寝てはならぬ／《蝶々夫人》～愛の家よさよう
なら／《トスカ》～星は光りぬ／《ボエーム》～冷たい手を 他全21曲
ホセ・クーラ（テノール）

フィルハーモニア管弦楽団  指揮：プラシド・ドミンゴ

■録音：1997年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2124646

歌に生き、恋に生き～プッチーニ：愛のアリア集
《トスカ》～歌に生き、恋に生き／《ボエーム》～私の名はミミ／《蝶々夫
人》～ある晴れた日に／《ジャンニ・スキッキ》～私のお父さん 他全17曲
キリ・テ・カナワ（ソプラノ）／ロジャー・ヴィニョールズ（ピアノ）

国立リヨン歌劇場管弦楽団  指揮：ケント・ナガノ

■録音：1996年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2124545

ホセ・カレーラス、トスティに捧ぐ
幻覚／あなたが帰って来ないなら！／理想の人／悲しみ／最後のくちづ
け／夢／最後の歌（インストゥルメンタル）／口づけのために 他全19曲
ホセ・カレーラス（テノール）／バルバラ・フリットリ（ソプラノ）

ロレンツォ・バヴァーイ（ピアノ）／アンサンブル・ウィーン

■録音：1996年（ライヴ）［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2124444

ブラームス：ドイツ・レクイエム
ジャネット・ウィリアムズ（ソプラノ）
トーマス・ハンプソン（バリトン）
シカゴ交響楽団＆合唱団
指揮：ダニエル・バレンボイム

■録音：1992＆93年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2124343

シューベルト：歌曲集《冬の旅》
クリストフ・プレガルディエン（テノール）

アンドレアス・シュタイアー（フォルテピアノ）

■録音：1996年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2124242

歌の翼に～メンデルスゾーン：歌曲集
歌の翼に 作品34-2 ／恋する女の手紙 作品86-3 ／ズライカ 
作品57-3 ／月 作品86-5 ／春の歌 作品71-2、作品34-3、作
品47-3 ／ロマンス 作品8-10 ／春の想い 作品9-8 他全27曲

バーバラ・ボニー（ソプラノ）／ジェフリー・パーソンズ（ピアノ）

■録音：1991年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2124141

アヴェ・マリア～シューベルト：歌曲集
アヴェ・マリア D.839 ／ごぞんじですか、レモンの花咲く
国 D.321 ／ただ憧れを知るひとだけが D.877-4 ／野ばら 
D.257 ／糸を紡ぐグレートヒェン D.118 他全17曲
バーバラ・ボニー（ソプラノ）
ジェフリー・パーソンズ（ピアノ）／シャロン・カム（クラリネット）

■録音：1994年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2124040

春への憧れ～モーツァルト：歌曲集
歓喜に寄す K.53 ／孤独に寄す（私の慰めとなれ）K.391 ／すみ
れ K.476 ／ひめごと K.518 ／夕べの想い K.523 ／クローエに 
K.524 ／夢の像 K.530 ／春への憧れ K.596 他全22曲

バーバラ・ボニー（ソプラノ）／ジェフリー・パーソンズ（ピアノ）

■録音：1990年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2123939

カロ・ミオ・ベン～イタリア古典歌曲集
ジョルダーニ：カロ・ミオ・ベン／サルティ：いとしい人から遠く離れ
て／ヘンデル：涙の流れるままに／トスティ：君なんかもう／ロッ
シーニ：約束／パイジェッロ：うつろな心 他全20曲

スミ・ジョー（ソプラノ）／ヴィンチェンツォ・スカレーラ（ピアノ）

■録音：1997年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2123838

我が懐しのブエノスアイレス～バレンボイム、タンゴを弾く
ガルデル：わが懐しのブエノスアイレス、想いのとどく日／ピアソラ：ブエノスアイレ
スの四季、アディオス・ノニーノ／ピアソラ＆トロイロ：コントラバヘアンド 他全14曲
ダニエル・バレンボイム（ピアノ）
ロドルフォ・メデーロス（バンドネオン）
エクトル・コンソーレ（コントラバス）

■録音：1995年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2123737

結婚行進曲～華麗なるオルガン名曲集
結婚行進曲（メンデルスゾーン）／剣の舞い（ハチャトゥリアン）／剣士の入場

（フチーク）／ジムノペディ第1番（サティ）／希望と栄光の国～《威風堂々》
第1番より（エルガー）／ピンク・パンサー（マンシーニ） 他全22曲
カレヴィ・キヴィニエミ（オルガン）

■録音：1990年代、98年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2123636

ヴェニスの謝肉祭～ミラクル・トランペット
ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー／バーンスタイン：ロン
ド・フォー・リフィー／リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行／ディニー
ク：ホラ・スタッカート  他全13曲
セルゲイ・ナカリャコフ（トランペット）
アレクサンドル・マルコヴィチ（ピアノ）

■録音：1992年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2123535

ル・シネマ～フィルム・ミュージック
チャップリン：スマイル／ピアソラ：タンティ・アンニ・プリマ／武満 徹：ノスタルジ
ア—アンドレイ・タルコフスキーの追憶に—／ニーノ・ロータ：即興詩 他全10曲
ギドン・クレーメル（ヴァイオリン）／オレグ・マイセンベルク（ピアノ）
ベルリン・ドイツ交響楽団  指揮：アンドレイ・ボレイコ［武満徹］

■録音：1996年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2123434

妖精の踊り～華麗なるヴィルトゥオーゾの世界
バッツィーニ：妖精の踊り／ヴィエニャフスキ：華麗なるポロネーズ
第1番／パガニーニ：カプリース第24番／サラサーテ：サパテアー
ド／ポンセ：エストレリータ 他全11曲
ワディム・レーピン（ヴァイオリン）

アレクサンデル・マルコヴィチ（ピアノ）

■録音：1998年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2123333

カルメン幻想曲～スーパー・ヴァイオリンの名技
パガニーニ：ヴァイオリン協奏曲 第1番／サン＝サーンス：序奏とロンド・
カプリチオーソ／同：ハバネラ／ワックスマン：カルメン幻想曲
マキシム・ヴェンゲーロフ（ヴァイオリン）
イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：ズービン・メータ
■録音：1991年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2123232

魔法使いの弟子～スーパー・ピアノ・デュオ
デュカス：魔法使いの弟子［2台ピアノ版］（編曲：A.ラビノヴィチ）
R.シュトラウス：家庭交響曲［2台ピアノ版］（編曲：O.ジンガー）
ラヴェル：ラ・ヴァルス
マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）

アレクサンドル・ラビノヴィチ（ピアノ）

■録音：1995年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2123131

ブラームス：2台のピアノのための作品集
ハイドンの主題による変奏曲 作品56b［2台ピアノ版］
2台のピアノのためのソナタ ヘ短調 作品34b
ワルツ集 作品39［2台ピアノ版］
マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）

アレクサンドル・ラビノヴィチ（ピアノ）

■録音：1993年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2123030

モーツァルト：2台と四手のためのピアノ作品集
2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448（375a）／アンダンテと5つの
変奏曲 ト長調 K.501［四手のための］／四手のためのピアノ・ソナタ ハ長調 
K.521 ／四手のためのピアノ・ソナタ ニ長調 K.381（123a）
マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）
アレクサンドル・ラビノヴィチ（ピアノ）

■録音：1993年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2122929

北の詩情～シベリウス：珠玉のピアノ小品集
即興曲作品5-5 ／カプリース／ロマンス／ワルツ／ユモレス
ク／子守歌／ロンドレット／ピヒラヤの花咲く時／孤独な松の
木／樅の木／つりがね草／リート／小さなワルツ 他全34曲

マリタ・ヴィータサロ（ピアノ）

■録音：1992年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2122828

ストラヴィンスキー：春の祭典［ピアノ版］
ファジル・サイ（ピアノ）

■録音：1999年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2122727

シューマン：アラベスク／クライスレリアーナ
交響的練習曲［遺作変奏曲付］
アンドラーシュ・シフ（ピアノ）

■録音：1995＆97年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2122626

モーツァルト：ピアノ・ソナタ集
［グリーグによる2台ピアノ版］
ピアノ・ソナタ ハ長調 K.545（第15番）／幻想曲 ハ短調 
K.475 ／ピアノ・ソナタ ヘ長調 K.533+494（第18番）
エリーザベト・レオンスカヤ（ピアノ）
スヴャトスラフ・リヒテル（ピアノ）

■録音：1993年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2122525

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ
第5番、第15番、第21番＆第25番
ソナタ 第5番 ハ短調 作品10-1 ／ソナタ 第15番 ニ長調 作品28《田園》／ソナ
タ 第21番 ハ長調 作品53《ワルトシュタイン》／ソナタ 第25番 ト長調 作品79

ゲオルク・フリードリヒ・シェンク（ピアノ）

■録音：2003年（初出・新録音）［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2122424

恋の夜鳴きうぐいす～クープラン：クラヴサン名曲集
神秘的な障壁／恋の夜鳴きうぐいす／夜鳴きうぐいすのドゥー
ブル／シテール島のカリヨン／修道女モニク／ティク・トク・ショ
ク、別名 マイヨタン  他全20曲

オリヴィエ・ボーモン（クラヴサン）

■録音：1991-94年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2122323

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲＆二重協奏曲
ギドン・クレーメル（ヴァイオリン）

クレメンス・ハーゲン（チェロ）

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1996＆97年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2122222

シューマン：ピアノ協奏曲＆ヴァイオリン協奏曲
マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）

ギドン・クレーメル（ヴァイオリン）

ヨーロッパ室内管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール
■録音：1992＆94年（ライヴ）［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2122121

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番＆第5番《皇帝》
アンドラーシュ・シフ（ピアノ）

ドレスデン・シュターツカペレ
指揮：ベルナルト・ハイティンク

■録音：1996年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2122020

モーツァルト：ホルン協奏曲全集＆ホルン五重奏曲
デイヴィッド・パイアット（ホルン）
アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ／
指揮：サー・ネヴィル・マリナー
ケネス・シリトー（ヴァイオリン）、ロバート・スミッセン、スティー
ヴン・ティーズ（ヴィオラ）／スティーヴン・オートン（チェロ）

■録音：1996年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2121919

モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番＆第19番／
2台のピアノのための協奏曲［協奏曲第10番］
マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）［第20&10番]
アレクサンドル・ラビノヴィチ（ピアノ）［第19&10番］
アレクサンドル・ラビノヴィチ指揮パドヴァ管弦楽団［第20&19番］／
イエルク・フェーバー指揮ヴュルテンベルク室内管弦楽団［第10番］

■録音：1998＆95年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2121818

ハッピー・ラジオ・デイズ～イージー・リスニングBEST
ティコ・ティコ（アブレウ）／タイプライター（アンダーソン）／煙が目にしみ
る（カーン）／ブルー・タンゴ（アンダーソン）／ムーラン・ルージュ（オーリッ
ク）／ビギン・ザ・ビギン（ポーター）／セプテンバー・ソング（ワイル）他全18曲
ロンドン・スタジオ・オーケストラ
指揮：ミシェル・ルグラン
■録音：1997年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2121717

オーロラのささやき～北欧音楽の神秘の調べ
メランコリイ（ラウタヴァーラ）／ゆるやかなワルツ（メリカント）／アン
ダンテ・フェスティーヴォ、フィンランディア讃歌（シベリウス）／ロマン
ス（グリーグ）／ 5月の夜（パルムグレン）他全18曲

舘野 泉（ピアノ）、タピオラ室内合唱団、オッコ・カム（指揮）他

■録音：1981-94年

管弦楽曲	 WPCS-2121616

白夜のアダージェット～北欧管弦楽名曲集
リンドベリ：アダージョ／マデトヤ：エレジー／カヤヌス：貧しい娘の子
守歌／ボアセン：死と向き合って／ブル：メランコリー／ラングストレム：
喜びの花／グリーグ：胸のいたで／同：過ぎた春 他全17曲
オストロボスニア室内管弦楽団
指揮：ユハ・カンガス
■録音：1996年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2121515

ファリャ：交響的印象《スペインの庭の夜》
アルベニス：組曲《イベリア》
マルタ・アルゲリッチ（ピアノ） 

パリ管弦楽団
指揮：ダニエル・バレンボイム
■録音：1986年（ライヴ）［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2121414

R.シュトラウス：交響詩《ティル・オイレン
シュピーゲルの愉快ないたずら》
交響詩《英雄の生涯》
シカゴ交響楽団
指揮：ダニエル・バレンボイム
■録音：1990年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2121313

ボレロ～ラヴェル：管弦楽名曲集
スペイン狂詩曲／優雅で感傷的なワルツ
古風なメヌエット／ラ・ヴァルス／ボレロ

ロンドン交響楽団
指揮：ケント・ナガノ
■録音：1992-97年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2121212

魔法使いの弟子～フランス音楽の祭典
デュカス：交響詩《魔法使いの弟子》／ビゼー：《カルメン》より（闘牛
士／アラゴネーズ／ハバネラ）《アルルの女》より（メヌエット／ファラン
ドール）／オッフェンバック：バレエ音楽《パリの喜び》より 他全20曲
フランス放送フィルハーモニー管弦楽団
指揮：佐渡 裕
■録音：1998年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2121111

ワーグナー：管弦楽名曲集
歌劇《さまよえるオランダ人》序曲／歌劇《タンホイザー》序曲／
歌劇《ローエングリン》第1幕＆第3幕前奏曲／楽劇《ニュルンベ
ルクのマイスタージンガー》第1幕前奏曲／楽劇《トリスタンとイ
ゾルデ》前奏曲と愛の死
シカゴ交響楽団  指揮：ダニエル・バレンボイム
■録音：1994年［デジタル録音］
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交響曲	 WPCS-22132/3【2枚組】10

マーラー：交響曲第2番《復活》
スーザン・シルコット（ソプラノ）
ヴィオレータ・ウルマーナ（アルト）

ベルギー王立歌劇場管弦楽団、合唱団
指揮：大野和士
■録音：2002年（ライヴ）［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2216940

メンデルスゾーン＆ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲
マキシム・ヴェンゲーロフ（ヴァイオリン）

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
指揮：クルト・マズア

■録音：1993年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2216839

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番
ピアノ・ソナタ第30番＆第31番
エレーヌ・グリモー（ピアノ）

ニューヨーク・フィルハーモニック
指揮：クルト・マズア
■録音：1999年（ライヴ＝協奏曲）［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2216738

ベートーヴェン：三重協奏曲
ピアノと管弦楽のためのロンド＆合唱幻想曲
ピエール＝ロラン・エマール（ピアノ）
トーマス・ツェートマイアー（ヴァイオリン）／クレメンス・ハーゲン（チェロ）他
ヨーロッパ室内管弦楽団  指揮：ニコラウス･アーノンクール

■録音：2003、2004年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2216637

モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲
オーボエ協奏曲／クラリネット協奏曲
吉野直子（ハープ）／ローベルト・ヴォルフ（フラウト・トラヴェルソ）／ハンス=ペー
ター・ヴェスターマン（オーボエ）／ヴォルフガング・マイヤー（バセット・クラリネット） 
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス  指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1999年＆98年（ライヴ＝クラリネット）［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2216536

モーツァルト：
ピアノ協奏曲第26番《戴冠式》＆第13番
マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

リスボン・グルベンキアン財団室内管弦楽団
指揮：テオドール・グシュルバウアー
■録音：1974年

協奏曲	 WPCS-2216435

モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番＆第14番
マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

リスボン・グルベンキアン財団室内管弦楽団
指揮：テオドール・グシュルバウアー

■録音：1973年

協奏曲	 WPCS-2216334

モーツァルト：ピアノ協奏曲第12番＆第19番
マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

ローザンヌ室内管弦楽団
指揮：アルミン・ジョルダン

■録音：1976年

協奏曲	 WPCS-2216233

モーツァルト：
ピアノ協奏曲第9番《ジュノム》＆第17番
マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

リスボン・グルベンキアン財団室内管弦楽団
指揮：テオドール・グシュルバウアー
■録音：1972年

協奏曲	 WPCS-2216132

バッハ：ピアノ協奏曲集
マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

リスボン・グルベンキアン財団室内管弦楽団
指揮：ミシェル・コルボ

■録音：1974年

協奏曲	 WPCS-22159/60【2枚組】31

バッハ：ブランデンブルク協奏曲全集
アムステルダム・バロック管弦楽団
指揮：トン・コープマン

■録音：1983年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2215830

ヴィヴァルディ：ヴィオラ・ダモーレ協奏曲集
ナーネ・カラブレーゼ（ヴィオラ・ダモーレ）

イ・ソリスティ・ヴェネティ
指揮：クラウディオ・シモーネ

■録音：1973年

協奏曲	 WPCS-22156/7【2枚組】29

ヴィヴァルディ：四季 他
協奏曲集《和声と創意への試み》 作品8（全曲）
ピエロ・トーゾ（ヴァイオリン）／ピエール・ピエルロ（オーボエ）

イ・ソリスティ・ヴェネティ
指揮：クラウディオ・シモーネ
■録音：1971年

協奏曲	 WPCS-22154/5【2枚組】28

ヴィヴァルディ：協奏曲集《調和の霊感》作品3

イ・ソリスティ・ヴェネティ
指揮：クラウディオ・シモーネ

■録音：1987年［デジタル録音］

吹奏楽	 WPCS-2215327

ブラスの祭典2
J.ウィリアムズ：オリンピック・ファンファーレ＆テーマ
ネリベル：2つの交響的断章／レスピーギ：ローマの祭り 他

シエナ・ウインド・オーケストラ
指揮：佐渡 裕

■録音：2002年［デジタル録音］

吹奏楽	 WPCS-2215226

ブラスの祭典
キャンディード序曲／アルメニアン・ダンス／剣の舞／ウエスト・サイ
ド・ストーリー／星条旗よ永遠なれ 他

シエナ・ウインド・オーケストラ
指揮：佐渡 裕

■録音：1999年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2215125

ベルク：《ルル組曲》《抒情組曲》他
アレッサンドラ・マーク（ソプラノ）

ドレスデン・シュターツカペレ
指揮：ジュゼッペ・シノーポリ

■録音：1997年＆98年（ライヴ）［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2215024

ストラヴィンスキー：春の祭典
ドビュッシー：海／ブーレーズ：ノタシオン第7番
シカゴ交響楽団
指揮：ダニエル・バレンボイム

■録音： 2000年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2214923

レスピーギ：ボッティチェリの3枚の絵、組曲《鳥》
リュートのための古風な舞曲とアリア第1＆3組曲
イ・ソリスティ・ヴェネティ
指揮：クラウディオ・シモーネ

■録音：1987年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2214822

ボレロ！
シャブリエ：狂詩曲《スペイン》／楽しい行進曲／歌劇《グヴァンド
リーヌ》序曲／ハバネラ／気まぐれなブーレ／ラヴェル：高雅にし
て感傷的なワルツ／ボレロ
コンセール・ラムルー管弦楽団
指揮：佐渡 裕
■録音：1999年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2214721

ジムノペディ～サティ作品集
ジムノペディ第1＆3番／パラード／風変わりな美女／ジュ・トゥ・
ヴ 他
コンセール・ラムルー管弦楽団
指揮：佐渡 裕

■録音：2000年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2214620

シベリウス：レンミンカイネン組曲
トロント交響楽団
指揮：ユッカ=ペッカ・サラステ

■録音：1998年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2214519

ドヴォルザーク：スラヴ舞曲集 作品46＆72

ヨーロッパ室内管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：2000年＆01年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2214418

ムソルグスキー：展覧会の絵［ジュリアン・ユー編曲］
プロコフィエフ：古典交響曲
オーケストラ・アンサンブル金沢
指揮：岩城宏之

■録音：2003年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2214317

ワーグナー：ニーベルングの指環～管弦楽曲集
デボラ・ポラスキ（ソプラノ）

シカゴ交響楽団
指揮：ダニエル・バレンボイム

■録音：1991年（ライヴ）［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-2214216

ワーグナー：管弦楽名曲集第2集
タンホイザー／パルジファル／リエンツィ／マイスタージンガー／
ジークフリート
シカゴ交響楽団
指揮：ダニエル・バレンボイム

■録音：1999年［デジタル録音］

管弦楽曲	 WPCS-22140/1【2枚組】15

バッハ：管弦楽組曲全集
イングリッシュ・バロック・ソロイスツ
指揮：ジョン・エリオット・ガーディナー

■録音：1983年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-2213914

シベリウス：交響曲第2番＆第4番
バーミンガム市交響楽団
指揮：サカリ・オラモ

■録音：2000年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-22137/8【2枚組】13

マーラー：交響曲第9番
ショスタコーヴィチ：交響曲第15番*

フィルハーモニア管弦楽団／クリーヴランド管弦楽団*
指揮：クルト・ザンデルリンク

■録音：1992年＆91年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-22134/5【2枚組】11

マーラー：交響曲第3番
ダグマル・ペツコヴァ（アルト）
ベルリン放送合唱団女性団員／ハノーファー少年合唱団
ベルリン・ドイツ交響楽団
指揮：ケント・ナガノ
■録音：1999年（ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-221319

ドヴォルザーク：
交響曲第9番《新世界より》＆交響詩《水の精》
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1999年（ライヴ＝交響曲）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-221308

ブルックナー：交響曲第4番《ロマンティック》
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1997年（ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-22128/9【2枚組】7

シューベルト：交響曲第5番、
第7番《未完成》＆第8番《ザ・グレイト》
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：ニコラウス・アーノンクール

■録音：1992年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-221276

ベートーヴェン：交響曲第7番＆第8番
ベルリン・シュターツカペレ
指揮：ダニエル・バレンボイム

■録音：1999年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-221265

ベートーヴェン：交響曲第6番《田園》
ベルリン・シュターツカペレ
指揮：ダニエル・バレンボイム

■録音：1999年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-221254

ベートーヴェン：交響曲第4番＆第5番《運命》
ベルリン・シュターツカペレ
指揮：ダニエル・バレンボイム

■録音：1999年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-221243

ベートーヴェン：交響曲第3番《英雄》
ベルリン・シュターツカペレ
指揮：ダニエル・バレンボイム

■録音：1999年［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-22122/3【2枚組】2

モーツァルト：
交響曲第31、34、35、36、38、41番
アムステルダム・バロック管弦楽団
指揮：トン・コープマン

■録音：1991年（ライヴ）［デジタル録音］

交響曲	 WPCS-221211

モーツァルト：交響曲第39番＆第40番
アムステルダム・バロック管弦楽団
指揮：トン・コープマン

■録音：1994年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2217041

シューマン：ピアノ協奏曲
R.シュトラウス：ブルレスケ
エレーヌ・グリモー（ピアノ）

ベルリン・ドイツ交響楽団  指揮：デイヴィッド・ジンマン

■録音：1995年［デジタル録音］
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器楽曲	 WPCS-2221680

ブラームス：ピアノ・ソナタ第3番
2つの狂詩曲 作品79／主題と変奏曲ニ短調
シプリアン・カツァリス（ピアノ）

■録音：1988年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2221579

ショパン：ワルツ集（全14曲）

マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

■録音：1984年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2221478

シューマン：子供の情景／森の情景
色とりどりの小品より（3つの小品、音楽帳、前奏曲）
マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

■録音：1984年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2221377

シューベルト：ピアノ・ソナタ変ロ長調D.960 
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第12番《葬送》
シプリアン・カツァリス（ピアノ）

■録音：1985年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2221276

シューベルト：ピアノ・ソナタ《幻想》
即興曲作品90より
マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

■録音：1987年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2221175

シューベルト：四手のためのピアノ作品集
幻想曲D.940 ／ 3つの軍隊行進曲／ロンド D.608、D.951
2つのトリオをもつドイツ舞曲と2つのレントラー D.618

マリア・ジョアン・ピリス（ピアノ）

フセイン・セルメット（ピアノ）

■録音：1987年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2221074

モーツァルト：ピアノ・ソナタ第7番、第14番
＆幻想曲（K.396、K.397、K.475）

シプリアン・カツァリス（ピアノ）

■録音：1988年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2220973

トルコ行進曲～サイ・プレイズ・モーツァルト
ピアノ・ソナタ第10番、第11番《トルコ行進曲》、第13番
キラキラ星変奏曲

ファジル・サイ（ピアノ）

■録音：1997年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2220872

シャコンヌ！ ～サイ・プレイズ・バッハ
フランス組曲第6番／イタリア協奏曲／プレリュードとフーガ イ
短調（リスト編）／シャコンヌ（ブゾーニ編）／平均律クラヴィー
ア曲集より第1番

ファジル・サイ（ピアノ）

■録音：1998年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-22206/7【2枚組】71

バッハ：ゴルトベルク変奏曲
ベートーヴェン：ディアベッリ変奏曲
ダニエル・バレンボイム（ピアノ）

■録音：1989年（ライヴ＝バッハ）＆91年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-22204/5【2枚組】70

バッハ：平均律クラヴィーア曲集第1巻
トン・コープマン（チェンバロ）

■録音：1982年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-22202/3【2枚組】69

バッハ：平均律クラヴィーア曲集第1巻
ダニエル・バレンボイム（ピアノ）

■録音：2003年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2220168

グリーンスリーヴス～フルートとハープのための作品集
グリーンスリーヴス／フォーレ：子守歌／イベール：間奏曲 他

ジャン＝ピエール・ランパル（フルート）

リリー・ラスキーヌ（ハープ）

■録音：1964年

室内楽曲	 WPCS-22199/200【2枚組】67

ラヴェル：室内楽作品集 他
ラヴェル：ピアノ三重奏曲／ヴァイオリンとチェロのためのソナタ／
ヴァイオリン・ソナタ／フォーレの名による子守歌／ツィガーヌ／ド
ビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ
ジャン=ジャック・カントロフ（ヴァイオリン）
ジャック・ルヴィエ（ピアノ）／フィリップ・ミュレ（チェロ）

■録音：1973年

室内楽曲	 WPCS-2219866

ラフマニノフ＆ショスタコーヴィチ：
ピアノ三重奏曲第2番
アレクサンドル･クニャーゼフ（チェロ）

ボリス･ベレゾフスキー（ピアノ）

ドミトリー ･マフチン（ヴァイオリン）

■録音：2004年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2219765

Ｒ.シュトラウス、ストラヴィンスキー、バルトーク：
ヴァイオリンとピアノのための作品集
ワディム・レーピン（ヴァイオリン）

ボリス・ベレゾフスキー（ピアノ）

■録音：2000年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-22195/6【2枚組】64

フォーレ：室内楽全集第2集
ヴァイオリン・ソナタ第1番＆第2番／弦楽四重奏曲／ピアノ三重奏曲

ジャン・ユボー（ピアノ）

ヴィア・ノヴァ四重奏団 他

■録音：1970年＆69年

室内楽曲	 WPCS-22193/4【2枚組】63

フォーレ：室内楽全集第1集
ピアノ四重奏曲第1番＆第2番／ピアノ五重奏曲第1番＆第2番

ジャン・ユボー（ピアノ）

ヴィア・ノヴァ四重奏団 他

■録音：1969年＆70年

室内楽曲	 WPCS-22191/2【2枚組】62

チャイコフスキー：弦楽四重奏曲全集
四重奏曲第1番－第3番／四重奏曲変ロ長調
六重奏曲《フィレンツェの想い出》

ボロディン四重奏団 他

■録音：1993年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2219061

ショパン＆ラフマニノフ：チェロ・ソナタ 他

アレクサンドル･クニャーゼフ（チェロ）

ニコライ･ルガンスキー（ピアノ）

■録音：2006年［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2218960

シューベルト：死と乙女（弦楽四重奏曲第14番）
シューマン：ピアノ五重奏曲*

スヴャトスラフ・リヒテル（ピアノ）*
ボロディン四重奏団

■録音：1995年＆94年（ライヴ＝シューマン）［デジタル録音］

室内楽曲	 WPCS-2218859

モーツァルト：
弦楽四重奏曲第18番＆第19番《不協和音》
アルバン・ベルク四重奏団

■録音：1977年

協奏曲	 WPCS-2218758

超絶のトランペット協奏曲集
ハイドン：チェロ協奏曲／ホフマイスター：ヴィオラ協奏曲
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
セルゲイ・ナカリャコフ（トランペット＆フリューゲルホルン）

ヴュルテンベルク室内管弦楽団  指揮：イェルク・フェーバー

■録音：1998年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2218657

ベルク：ヴァイオリン協奏曲＆室内協奏曲
渡辺玲子（ヴァイオリン）

ドレスデン・シュターツカペレ
指揮：ジュゼッペ・シノーポリ

■録音：1995年（ライヴ＝ヴァイオリン協奏曲）＆96年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2218556

シェーンベルク：
ヴァイオリン協奏曲＆ピアノ協奏曲
ピエール・アモイヤル（ヴァイオリン）／ピーター・ゼルキン（ピアノ）

ロンドン交響楽団  指揮：ピエール・ブーレーズ

■録音：1984年＆85年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2218455

ショスタコーヴィチ：チェロ協奏曲第1番
プロコフィエフ：交響的協奏曲
ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ（チェロ）

ロンドン交響楽団
指揮：小澤征爾
■録音：1987年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2218354

プロコフィエフ＆ショスタコーヴィチ：
ヴァイオリン協奏曲第2番
マキシム・ヴェンゲーロフ（ヴァイオリン）

ロンドン交響楽団　
指揮：ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ
■録音：1996年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2218253

プロコフィエフ＆ショスタコーヴィチ：
ヴァイオリン協奏曲第1番
マキシム・ヴェンゲーロフ（ヴァイオリン）

ロンドン交響楽団　
指揮：ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ
■録音：1994年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2218152

バルトーク：ピアノ協奏曲全集
アンドラーシュ・シフ（ピアノ）

ブタペスト祝祭管弦楽団
指揮：イヴァン・フィッシャー

■録音：1996年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2218051

ラヴェル＆ガーシュウィン：ピアノ協奏曲
エレーヌ・グリモー（ピアノ）

ボルティモア交響楽団
指揮：デイヴィッド・ジンマン

■録音：1997年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2217950

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番
前奏曲作品32の12／《音の絵》第1、2＆9番／
コレルリの主題による変奏曲
エレーヌ・グリモー（ピアノ）

フィルハーモニア管弦楽団  指揮：ヴラディミール・アシュケナージ

■録音：2000年＆01年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2217849

ドヴォルザーク*＆サン＝サーンス：チェロ協奏曲
ジャクリーヌ・デュ・プレ（チェロ）

フィラデルフィア管弦楽団  指揮：ダニエル・バレンボイム
スウェーデン放送交響楽団  指揮：セルジュ・チェリビダッケ*

■録音：1971年＆67年（ライヴ）

協奏曲	 WPCS-2217748

ドヴォルザーク：ヴァイオリン協奏曲*
エルガー：ヴァイオリン・ソナタ
マキシム・ヴェンゲーロフ（ヴァイオリン）

ニューヨーク・フィルハーモニック
指揮：クルト・マズア*他

■録音：1997年（ライヴ＝協奏曲）＆95年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2217647

チャイコフスキー＆シベリウス：ヴァイオリン協奏曲
ワディム・レーピン（ヴァイオリン）

ロンドン交響楽団
指揮：エマニュエル・クリヴィヌ

■録音：1994年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2217546

チャイコフスキー＆グラズノフ：ヴァイオリン協奏曲
マキシム・ヴェンゲーロフ（ヴァイオリン）

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：クラウディオ・アバド

■録音：1995年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2217445

ブラームス：ピアノ協奏曲第1番
エレーヌ・グリモー（ピアノ）

ベルリン・シュターツカペレ
指揮：クルト・ザンデルリンク

■録音：1997年（ライヴ）［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2217344

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
ヴァイオリン・ソナタ第3番
マキシム・ヴェンゲーロフ（ヴァイオリン）

シカゴ交響楽団
ダニエル・バレンボイム（指揮＆ピアノ）

■録音：1997年（ライヴ＝協奏曲）＆98年［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2217243

ブラームス：二重協奏曲*
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
イツァーク・パールマン（ヴァイオリン）／ヨーヨー・マ（チェロ）*
シカゴ交響楽団  指揮：ダニエル・バレンボイム

■録音：1996年＆93年（ライヴ）［デジタル録音］

協奏曲	 WPCS-2217142

ラロ：スペイン交響曲
ショーソン：詩曲／ラヴェル：ツィガーヌ
ワディム・レーピン（ヴァイオリン）

ロンドン交響楽団  指揮：ケント・ナガノ

■録音：1998年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2221781

ドビュッシー：映像／練習曲集
ピエール=ロラン・エマール（ピアノ）

■録音：2002年［デジタル録音］
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声楽曲	 WPCS-22238100

ヴェルディ：アリア集
清きアイーダ（アイーダ）／私は望みを失った（ドン・カルロ）／
燃える心を（椿姫）／永久に君を失えば（仮面舞踏会）／私を恐
れることはない（オテロ） 他

ホセ・クーラ（テノール＆指揮）／フィルハーモニア管弦楽団

■録音：2000年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2223799

セレナータ～巨匠オペラ作曲家による歌曲の夕べ
グノー／マスカーニ／マスネ／ビゼー／ザンドナイ／レオンカ
ヴァルロ／トスティ／ナーチョ／ガスタルドン／ララ
ホセ・カレーラス（テノール）

ロレンツォ・バヴァーイ（ピアノ）

■録音：1994年（ライヴ）［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2223698

風のささやき～シングス・ルグラン
キリ・テ・カナワ（ソプラノ）／アンブロジアン・シンガース
ミシェル・ルグラン（編曲・指揮）

ロンドン・スタジオ・オーケストラ

■録音：1992年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2223597

リベラ　こころの自由を求めて̶̶
サルヴァ・メ／サンクトゥス／アニュス・デイ／リベラ／ユビラーテ
ベアータ・ルクス～恵みの光／ディエス・イレ／ルクス・エテルナ～
永遠の光 他

リベラ

■［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2223496

魔法のア・カペラ
歌ったよ／汝ら、もしわれを愛せば／ 12声のマニフィカト／うる
わしい5月／ブルー・スカイ／シェナンドウ／オー・ウェイリ、ウェ
イリ／レシフェへの旅 他

シャンティクリア

■録音：1993年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2223395

シェーンベルク：月に憑かれたピエロ／期待*
ルイーザ・カステラーニ（声）／アンドレア・ルケシーニ（ピアノ）／ドレ
スデン・シュターツカペレ楽団員／アレッサンドラ・マーク（ソプラノ）*
ドレスデン・シュターツカペレ
指揮：ジュゼッペ・シノーポリ

■録音：1997年＆96年（ライヴ＝期待）［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-22231/2【2枚組】94

カントルーブ：オーヴェルニュの歌（全27曲）
エマニュエル：ボーヌ地方のブルゴーニュの歌より
ドーン・アップショウ（ソプラノ）

リヨン国立歌劇場管弦楽団
指揮：ケント・ナガノ

■録音：1994年＆96年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2223093

デュリュフレ：レクイエム
グレゴリオ聖歌の主題による4つのモテット*
テレサ・ベルガンサ（メゾ・ソプラノ）／ホセ・ファン・ダム（バリトン）
フィリップ・コルボ（オルガン）／パリ《アウディテ・ノヴァ》声楽アンサンブル
コロンヌ管弦楽団＆合唱団
指揮：ミシェル・コルボ、ジャン・スーリッス*
■録音：1984年＆85年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2222992

モーツァルト：レクイエム／アヴェ・ヴェルム・コルプス
アンナ・マリア・パンザレッラ（ソプラノ）／ナタリー・シュトゥッツマン（ア
ルト）／クリストフ・プレガルディエン（テノール）／ネイサン・バーグ（バス）
レザール・フロリサン（オリジナル楽器オーケストラ＆合唱団）

指揮：ウィリアム・クリスティ

■録音：1994年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2222891

モーツァルト：ハ短調ミサ曲K.427
パトリシア・プティボン、リン・ドーソン（ソプラノ）
ジョーゼフ・コーンウェル（テノール）／アラン・ユーイング（バス）

レザール・フロリサン（オリジナル楽器オーケストラ＆合唱団）

指揮：ウィリアム・クリスティ
■録音：1999年［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-22226/7【2枚組】90

ヘンデル：メサイア
ザ・シックスティーン
アムステルダム・バロック管弦楽団
指揮：トン・コープマン

■録音：1983年（ライヴ）［デジタル録音］

声楽曲	 WPCS-2222589

バッハ：マニフィカト／復活節オラトリオ
リサ・ラーション（ソプラノ）／エリーザベト・フォン・マグヌス（ソプ
ラノ、アルト）／ボーニャ・バルトズ（アルト）／ゲルト・デュルク（テノー
ル）／クラウス・メルテンス（バス）
アムステルダム・バロック管弦楽団＆合唱団
指揮：トン・コープマン
■録音：1998年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2222488

フェイヴァリッツ！
ファリャ：スペイン舞曲／シューベルト：セレナーデ／ビゼー：
カルメン・ファンタジー／マスネ：エレジー／サン＝サーンス：序
奏とロンド・カプリチョーゾ 他

セルゲイ・ナカリャコフ（トランペット、フリューゲルホルン）

■録音：1992〜 1999年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2222387

バラード・ベスト！
サン＝サーンス：白鳥／ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ／
フォーレ：夢のあとに／ラフマニノフ：ヴォカリーズ／マスカーニ：
アヴェ・マリア 他

セルゲイ・ナカリャコフ（トランペット、フリューゲルホルン）

■録音：1992〜 1998年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2222286

愛のあいさつ
チャイコフスキー：なつかしい土地の思い出／ガーシュウィン：
そんなことはどうでもいいさ／サラサーテ：ツィゴイネルワイゼ
ン／エルガー：愛のあいさつ 他

奥村 愛（ヴァイオリン）

■録音：2002年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2222185

バッハ：オルガン・ベスト！
トッカータとフーガ／プレリュードとフーガ／トリオ・ソナタ
パッサカリア

トン・コープマン（オルガン）

■録音：1994年＆95年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2222084

タンゴ・デュオ！ ～ピアソラ＆ナザレー作品集
ピアソラ：天使のミロンガ／アディオス・ノニーノ／リベルタン
ゴ／天使の死／ナザレー：ブレジェイロ（タンゴ）／エスコレガ
ンド（タンゴ・ブラジレイロ） 他

舘野 泉（ピアノ）／水月恵美子（ピアノ）

■録音：1999年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2221983

ピアノ・ディスタンス～武満徹作品集
遮られない休息／ピアノ・ディスタンス／フォー・アウェイ／閉じ
た眼／雨の樹 素描／リタニ

舘野 泉（ピアノ）

■録音：1996年［デジタル録音］

器楽曲	 WPCS-2221882

ラフマニノフ：前奏曲集／楽興の時
ニコライ・ルガンスキー（ピアノ）

■録音：2000年［デジタル録音］

※シリーズ発売当時にございました《ダニエル・バレンボイム》演奏商品3タイトルは、
　発売権利失効のため廃盤となっております。ご了承下さい。

これらのシリーズの詳しい情報はこちら↓より
https://wmg.jp/feature/?cat=3
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