
オーケストラ名 アルバムタイトル 指揮者 共演者 作曲.編曲 曲目 レーベル カタログ番号 発売日 定価

 SACRED FIELD ～ RED SUN ～ GO FURTHER

 BLUE

 恋歌

 ＃1090

 華

 Strings of My Soul

オーケストラ名 アルバムタイトル 指揮者 共演者 作曲.編曲 曲目 レーベル カタログ番号 発売日 定価

 交響曲第9番ホ短調op.95「新世界より」

 交響詩「野鳩」op.110

 ハイドン  ハイドン：交響曲第１００番『軍隊』

 シューベルト  シューベルト：交響曲第１番　

 スッペ  喜歌劇『軽騎兵』序曲

 レスピーギ  リュートのための古い舞曲とアリア第3組曲

 ベルリオーズ  『ファウストの劫罰』より『ラコッツィ行進曲』

 エロール  歌劇『ザンパ』序曲

 マーラー  交響曲第5番嬰ハ短調より第4楽章『アダージェット』

 ワーグナー  歌劇『タンホイザー』より『歌の殿堂をたたえよう』

 ヴェルディ  歌劇『アイーダ』より『凱旋行進曲』

 交響曲第３番『ライン』

 第２番

 .ドヴォルザーク  交響曲 第9番 ホ短調 Op.95《新世界より》

 リムスキー＝
         コルサコフ

 スペイン奇想曲 Op.34

 エネスコ  ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 Op.11の1

 チャイコフスキー  交響曲 第4番 ヘ短調 Op.36

 アルヴェーン  スウェーデン狂詩曲 第1番 Op.19《夏至の徹夜祭》

 ドヴォルザーク  スラヴ舞曲 第1番 ハ長調 Op.46

 スメタナ  歌劇「売られた花嫁」序曲

 ドヴォルザーク  交響曲 第9番 ホ短調 Op.95《新世界より》

 ヤナーチェク  シンフォニエッタ

 ヤナーチェク  タラス・ブーリバ

 ベートーヴェン  交響曲 第1番 ハ長調 Op.21

 ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466

 ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491

 ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488

 ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595

 交響曲 第3番 変ホ長調 Op.55「英雄」

 交響曲 第5番 ハ短調 Op.67「運命」

 交響曲 第6番 ヘ長調 Op.68「田園」

 交響曲 第7番 イ長調 Op.92

 ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467

 ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調 K.482

 交響曲 第5番 ニ短調 Op.47

 バレエ音楽「黄金時代」～ポルカ

 ブラームス  交響曲第1番ハ短調作品68

 ベートーヴェン  交響曲第7番イ長調作品92

 歌劇「フィガロの結婚」序曲

 ピアノ協奏曲第24番ハ短調K.491

 交響曲第39番変ホ長調K.543

 アイネ・クライネ・ナハトムジークK.525

 交響曲第40番ト短調K.550

 交響曲第38番ニ長調「プラハ」K.504

 ラヴェル  道化師の朝の歌

 ベルリオーズ  幻想交響曲

 ハイドン  チェロ 協奏曲第1番ハ長調Hob.VIIb-1

 ドヴォルザーク  チェロ協奏曲ロ短調Op.104

 バッハ  無伴奏チェロ組曲第5番ハ短調 BWV1011～サラバンド

 シューベルト  『ロザムンデ』序曲

 モーツァルト  交響曲第39番変ホ長調K.543

 ベートーヴェン  交響曲第5番ハ短調 Op.67『運命』

 風のオリヴァストロ(韓国語ver.)　

 雪のひとひら

 海と太陽

 風のオリヴァストロ(日本語ver.)

 風のオリヴァストロ(Instrumental)

 東京交響楽団  ブルックナー交響曲第6番  ユベール・スダーン  ブルックナー  交響曲第6番  TSO  TSOCD-011  2012.12.1 ¥1,000

 交響曲　第３番、第１番

 交響曲　第５番、第２番

 交響曲　第７番、第４番

 交響曲　第６番、８番

 交響曲　第９番　合唱付き

 交響曲第1番「冬の日の幻想」

 交響曲第2番「小ロシア」

 交響曲第3番「ポーランド」

 交響曲第4番

 交響曲第5番

 交響曲第6番「悲愴」

 東京都交響楽団  弦楽のための「舞曲」2007  すぎやまこういち  すぎやまこういち  弦楽のための「舞曲」2007  キングレコード  KICC-6349  2012.4.25 ¥3,000

 ジェモー

 夢窓

 精霊の庭

 ドヴォルザーク  ドヴォルザーク  交響曲第9番 ホ短調「新世界より」

 ワーグナー  ワーグナー  楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死

 歌劇「恋の花つくり（偽の女庭師）」序曲

 セレナード第6番 ニ長調「セレナータ・ノットゥルナ」

 セレナード第10番 変ロ長調「グラン・パルティータ」（第二楽章未収録）

 東京都交響楽団
 現代日本の作曲家シリーズ43 三輪眞弘:
                       作品集 村松ギヤ(春の祭典)

 野平一郎  三輪眞弘  オーケストラのための、村松ギヤ・エンジンによるボレロ（2003）  フォンテック  FOCD-2573  2012.9.5 ¥2,548

 東京都交響楽団  ショスタコーヴィチ：交響曲第4番  エリアフ・インバル  ショスタコーヴィチ  交響曲第4番 ハ短調  Octavia Exton  OVCL-00472  2012.9.26 ¥3,000

 交響詩「ローマの噴水」

 交響詩「ローマの松」

 交響詩「ローマの祭」

 チャイコフスキー  ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調

 ラフマニノフ  ピアノ協奏曲第3番 ニ短調

 東京都交響楽団  マーラー：大地の歌  エリアフ・インバル
 イリス・フェルミリオン
 ロバート・ギャンビル

 マーラー  大地の歌  Octavia Exton  OVCL-00473  2012.10.24 ¥3,000

 東京都交響楽団  ブルックナー：交響曲第7番  エリアフ・インバル  ブルックナー  交響曲第7番 ホ長調（ノヴァーク版）  Octavia Exton  OVCL-00474  2012.11.21 ¥3,000

 東京都交響楽団  我らの自然界のために ～ジュリアン・ユー作品集  山田和樹  ジュリアン・ユー  交響組曲「われらの自然界のために」（2011）［サントリーホール委嘱作・初演］  日本アコースティックレコーズ  NARD-5039  2012.11.21 ¥3,000

 シューマン  交響曲第4番 ニ短調

 ブラームス  交響曲第1番 ハ短調

 序曲Ⅹ

 アンルシアの恵み

 ざわめく心

 王宮への招待

 街の息吹～まどろむ街並～夢のマイルーム～村人たちのおしゃべり～街の息吹

 空飛ぶ小舟～迫る脅威～高なる鼓動

 刃の旋律～渾身の力を込めて

 天空の世界

 花の民プクリポ～地の民ドワーフ～トンテンカン～あの丘を越えたら

 風雅の都～五重魔塔

 水の民ウェディ～風の民エルフ～炎の民オーガ

 暗闇をさまよう～終焉の迷宮

 死の世界より来たる者～死へのいざない～冥府の王

 更なる未来へ

 目覚めし五つの種族

 東京都交響楽団  ショスタコーヴィチ：交響曲第10番  エリアフ・インバル  ショスタコーヴィチ  交響曲第10番 ホ短調  Octavia Exton  OVCL-00486  2012.12.28 ¥3,000

 渡辺俊幸  生まれ来る命への祈り

 千住明  地・水・火・風・空 Ⅱ―オーケストラの為の，2012―

 山下康介  交響的スケッチ2012―オーケストラのための―

 菅野祐悟  UNTITLED

 村松崇継  誓い

 大島ミチル  しあわせの風船

 岩代太郎  魂の輝き、それはFと共に

 池辺晋一郎  もうひとつ―オーケストラのために―

 デュカス  魔法使いの弟子

 ファリャ  バレエ音楽「三角帽子」第2組曲

 プロコフィエフ  交響曲 第1番 「古典交響曲」

 ラヴェル  ラ・ヴァルス

 日本フィルハーモニー交響楽団  ラフマニノフ：交響曲第2番  アレクサンドル・ラザレフ  ラフマニノフ  交響曲第2番  EXTON  OVCL-00476  2012.10.24 ¥3,000

 チャイコフスキー  交響曲第5番

 プロコフィエフ  交響曲第7番

 アルプス交響曲

 楽劇「サロメ」より7つのヴェールの踊り

 交響曲第39 番 変ホ長調 KV543

 交響曲第41 番 ハ長調 KV551「ジュピター」

 交響曲第1 番 ホ短調 作品39

 交響曲第3 番 ハ長調 作品52

 交響曲第2 番 ニ長調 作品43

 交響曲第4 番 イ短調 作品63

 交響曲第5 番 変ホ長調 作品82

 日本フィルハーモニー交響楽団  マーラー：交響曲第9番.エリアフ・インバル、日本フィル  エリアフ・インバル  マーラー  交響曲第9番
COLUMBIA X TOWER RECORDS
/The Valued Collection

 TWCO-33  2012.12.19 ¥2,100

 日本フィルハーモニー交響楽団  ショスタコーヴィチ：交響曲第5番.山田一雄、日本フィル  山田一雄  ショスタコーヴィチ  交響曲第5番
Tower Records
Nippon Columbia

 TWCO-1011  2012.12.19 ¥1,234

 ムソルグスキー.
    ストコフスキー編曲

 組曲「展覧会の絵」

 ドビュッシー  牧神の午後への前奏曲

 ラヴェル  ラ・ヴァルス

 日本フィルハーモニー交響楽団  マーラー: 交響曲第5番  ピエタリ・インキネン  マーラー  交響曲第5番  日本フィルハーモニー交響楽団  JPOV-3004  2013.3.15 ¥2,300

 ストラヴィンスキー  バレエ音楽〈ペトルーシュカ〉（1947年版）

 フランク  交響曲　ニ短調

 ハイドン  交響曲第８２番「熊」

 ブラームス  交響曲第１番

 J.C.バッハ  シンフォニア　作品３－１

 ブラームス  交響曲第２番

 読売日本交響楽団  読響アーカイブシリーズ  クルト・ザンデルリンク  マーラー  交響曲第９番
 発売元・販売元：
   東武ランドシステム株式会社

 YASCD-1003-2  2013.2.28 ¥2,200

 読売日本交響楽団  ベートーヴェン　交響曲第９番「合唱付」  シルヴァン・カンブルラン

 Sp：木下美穂子
 Ms：林美智子
 Tn：小原啓楼
 Br：与那城敬
 合唱：新国立劇場合唱団
 合唱指揮：三澤洋史

 ベートーヴェン  交響曲第９番　ニ短調　作品１２５　「合唱付」

 制作：ライヴノーツ　
 発売元：公益財団法人
               読売日本交響楽団　
 販売元：ナミ・レコードCo.,Ltd

 WWCC7722  2013.3.25 ¥2,625

 神奈川フィルハーモニー交響楽団  團 伊玖磨.ひかりごけ  現田茂夫  木村俊光　ほか  團 伊玖磨  歌劇「ひかりごけ」  アルムレコード  ＡＬＣＤ９０３５ ¥2,500

 神奈川フィルハーモニー交響楽団  シュナイト　ベートーヴェン  シュナイト  ベートーヴェン  交響曲第6番「田園」ほか  ミュージックスケイプ  MSCD-0017 ¥2,100

 神奈川フィルハーモニー交響楽団  シュナイト　ブラームス  シュナイト  ブラームス  交響曲第1番　ほか  ミュージックスケイプ  MSCD-0018 ¥2,100

 神奈川フィルハーモニー交響楽団  シュナイト　ベートーヴェン  シュナイト  ベートーヴェン  交響曲第5番　ほか  ミュージックスケイプ  MSCD-0026 ¥2,100

 神奈川フィルハーモニー交響楽団  シュナイト　四季  シュナイト  石田泰尚  ヴィヴァルディ  四季  ミュージックスケイプ  MSCD-0027 ¥2,100

 神奈川フィルハーモニー交響楽団  日本作曲家選集  小松一彦  須賀田礒太郎  交響的序曲　ほか  ナクソス  NAXOS8-570319 ¥1,407

 神奈川フィルハーモニー交響楽団  マーラー交響曲第2番  金聖響  澤畑恵美　ほか  マーラー  交響曲第2番復活  オクタヴィアレコード  OVCX-0051 ¥3,000

 神奈川フィルハーモニー交響楽団  マーラー交響曲第9番  金聖響  マーラー  交響曲第9番  オクタヴィアレコード  OVCX-0061 ¥3,000

 オーケストラ・アンサンブル金沢  胎教のモーツァルト  R・ゴトーニ  モーツァルト  交響曲３５番  ワーナー  WPCS12541.2  2012.8.8 ¥2,100

 ミャスコフスキー  交響曲第24番ヘ短調作品63「ウラジーミル・デルジャノフスキーの思い出に」

 ヘンゼルト  ピアノ協奏曲ヘ短調作品16

 フランツ・シュミット  交響曲第4番ハ長調

 大阪フィルハーモニー交響楽団  ブルックナー　交響曲 第7番  大植英次  ブルックナー  交響曲 第7番（ハース版）  フォンテック  FOCD-9581  2012.3.27 ¥2,800

 ミューズと詩人たち 作品132

 チェロ協奏曲第1番 イ短調 作品33

 交響曲第1番 変ホ長調 作品2

 交響曲第4番 ニ短調

 スラヴ狂詩曲 第2番 

 スラヴ舞曲 作品46

 スラヴ舞曲 作品72

 九州交響楽団  マーラー交響曲第9番ニ長調  秋山和慶  マーラー  交響曲 第9番 ニ長調  フォンテック  FOCD 6021/2  2012.5.9 ¥3,570

 スラブ舞曲第1番　Op.46-1

 スラブ舞曲第10番　Op.72-2

 弦楽セレナードホ長調　Op.22

 J.ブラームス  交響曲第4番ホ短調　Op.98

 亡き児を偲ぶ歌

 交響曲 第4番 ト長調

 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 「ムガール大帝」 RV208

 ヴァイオリン協奏曲集「四季」『「和声と創意への試み』op.8から）

オーケストラ名 アルバムタイトル 指揮者 共演者 作曲.編曲 曲目 レーベル カタログ番号 発売日 定価

 交響曲第１番ハ長調op.21

 交響曲第７番イ長調op.92

 交響曲第８番ヘ長調op.93

 交響曲第３番変ホ長調op.55「英雄」

 交響曲第４番変ロ長調op.60

 交響曲第５番ハ短調op.67「運命」

 交響曲第２番ニ長調op.36

 交響曲第6番ヘ長調op.68「田園」

 交響曲第9番ニ短調op.125「合唱付き」

 交響曲第１番変イ長調op.55

 弦楽のためのセレナードop.20

 山形交響楽団  ハイドン：交響曲第１００番『軍隊』、シューベルト：交響曲第１番  鈴木秀美  ハイドン  交響曲第１００番『軍隊』  Octavia Exton  EXCL-82  2012.4.25 ¥3,000

 山形交響楽団  『クラシック・フェイバリッツ』  飯森範親  山響アマデウスコア  シューベルト  交響曲第１番  Octavia Exton  EXCL-83  2012.5.23 ¥3,000

 交響曲第３番『ライン』

 第２番

 山形交響楽団  交響曲第７番  飯森範親  ブルックナー  交響曲第７番  YSO-Live  OVCX-77  2013.6.26 ¥3,000

 日本フィルハーモニー交響楽団  冨田勲:イーハトーヴ交響曲  大友直人

 初音ミク
 梯郁夫
 慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団
 慶應義塾ワグネル・ソサィエティーOB合唱団
 聖心女子大学グリークラブ
 シンフォニーヒルズ少年少女合唱団

 冨田勲  イーハトーヴ交響曲  Columbia  COGQ-62  2013.1.23 ¥2,940

 舞踊組曲「蜘蛛の糸」

 交響管弦楽のための音楽

 弦楽のための三楽章

 赤穂浪士のテーマ

 日本フィルハーモニー交響楽団  オーケストラ･サウンドで聴くわが青春の映画音楽  竹本泰蔵  映画音楽  キングレコード  KIGC-11  2013.3.13 ¥3,000

 KKC2045  2012.12.28 ¥2,797 Vc：ミッシャ・マイスキー 
 フェルディナント・ライトナー
 オットマール・スウィトナー

 TWCO-27

 2012.12.19 ¥3,675 日本コロムビア

 2012.12.19 ¥2,100

 TWCO-1009  2012.8.10 ¥1,200

 嘆きの歌（初稿版）

 宮川彬良

 Sp：天羽明惠 
 Ms：アネリー・ペーボ 
 Tn：望月哲也 
 Br：イシュトヴァーン・コヴァーチ 
 Ch：東京少年少女合唱隊 
 　　  栗友会合唱団

 松竹音楽出版  SOST-3010  2013.3.13 ¥3,000

 Tobu Recordings  TBRCD 0018

 TBRCD 0017

 ハイドン: チェロ協奏曲第1番; ドヴォルザーク: チェロ協奏曲 Op.104;
      J.S.バッハ: 無伴奏チェロ組曲第5番 BWV.1011-サラバンド

 ＮＨＫ交響楽団

 シャルル・デュトワ  ラヴェル: 道化師の朝の歌; ベルリオーズ: 幻想交響曲 ＮＨＫ交響楽団

 モーツァルト

 ショスタコーヴィチ

 King International

 King International モーツァルト

 King International

 Pf：アンドレ・プレヴィン  アンドレ・プレヴィン 
 モーツァルト: 歌劇「フィガロの結婚」序曲,
        ピアノ協奏曲第24番, 交響曲第38番-第40番, 他

 ＮＨＫ交響楽団

¥3,337

 Pf：ワルター・クリーン
 ホルスト・シュタイン
 若杉弘

 モーツァルト: ピアノ協奏曲第20番, 第24番, 第23番, 第27番 ＮＨＫ交響楽団

 ベートーヴェン  King International  KKC2053  2012.4.28 ¥4,633 ホルスト・シュタイン ベートーヴェン: 交響曲第3番, 第5番, 第6番, 第7番 ＮＨＫ交響楽団

 KKC2058  2012.5.8 ウラディーミル・アシュケナージ  Pf：ウラディーミル・アシュケナージ
 モーツァルト: ピアノ協奏曲第21番, 第22番; 
       ショスタコーヴィチ: 交響曲第5番, 他

 ＮＨＫ交響楽団

 コンスタンティン・シルヴェストリ
 ドヴォルザーク: 交響曲第9番 Op.95「新世界より」; 
       リムスキー=コルサコフ: スペイン奇想曲 Op.34, 他

 King International  KKC2049  2012.4.28 ¥3,337 ＮＨＫ交響楽団

 King International  KKC2051  2012.4.28 ¥3,337 ヴァーツラフ・ノイマン
 スメタナ: 歌劇「売られた花嫁」序曲; 
      ドヴォルザーク: 交響曲第9番 Op.95「新世界より」, 他

 ＮＨＫ交響楽団

 チャイコフスキー  フォンテック  FOCD-6030.4  2012.12.20 ¥5,250

 渡辺俊幸 
 千住明 
 山下康介 
 菅野祐悟 
 村松崇継 
 竹本泰蔵 
 岩代太郎 
 池辺晋一郎

 藤岡幸夫
 オーギュスタン・デュメイ

 児玉宏
 寺岡清高

¥1,200

¥1,234

 渡邉曉雄  シベリウス  TWCO-29

 TWCO-1010  2012.12.19 ¥1,200

¥2,835 A.ヴィヴァルディ

　ＳＡＣＤ

 エルガー  フォンテック  FOCD-9579  2013.03.06 ¥2,500

¥3,000

 モーツァルト  King International  KKC2047  2012.4.28 ¥3,337

 King International  KKC2056  2012.12.28 ¥2,797

 KKC2060  2012.12.28 ¥3,985

¥3,000

¥3,000

¥2,200

 日本センチュリー交響楽団

 2012.12.5 FOCD６０２９ フォンテック ドヴォルザーク

¥2,625 2012.4.25 WWCC7695-6 ライヴノーツ G.マーラー
 Sp.渡辺有香
 Alt.中村勢津子

 延原武春
 東日本大震災で失われた幼き命への追悼コンサート・ライヴ　
       マーラー「亡き児を偲ぶ歌」「交響曲第4番」

 テレマン室内オーケストラ

 ドヴォルザーク：交響曲第4番＆スラヴ狂詩曲第2番

 大阪交響楽団  Pf：長尾洋史  キングレコード  KICC 1004-5  2012.7.25 ¥2,500

 読売日本交響楽団  読響アーカイブシリーズ  クルト・ザンデルリンク
 発売元・販売元：
   東武ランドシステム株式会社

 発売元・販売元：
   東武ランドシステム株式会社

 YASCD-1001-2  2012.12.25 ¥2,200

 YASCD-1002-2

 ミャスコフスキー、ヘンゼルト、フランツ・シュミット

¥3,000 飯森範親 交響曲第３番『ライン』、第２番

 2012.9.29 ¥2,200

 東京都交響楽団  小泉和裕  横山幸雄  Sony Music Direct  MECO-1013  2012.10.17 ¥3,000

 山形交響楽団

 レスピーギ

 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

¥2,200 2012.11.21 TBRCD 0019 Tobu Recordings ペーター・マーク シューマン：交響曲第4番、ブラームス：交響曲第1番

 東京都交響楽団

¥3,000

 Tobu Recordings

 モーツァルト：セレナード第10番「グラン・パルティータ」, 
      第6番「セレナータ・ノットゥルナ」, 歌劇「偽の女庭師」序曲

 山田一雄  モーツァルト  Tower Records.Nippon Columbia

 OVCX-67  2012.8.22

 2012.12.5 KICC-6351 キングレコード すぎやまこういち すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅩ」目覚めし五つの種族

 ナミ・レコードCo．，Ltd．  WWCC-7706  2012.9.25

 シベリウス：交響曲全集.渡辺暁雄、日本フィル

 ボッセ追悼盤  ゲルハルト・ボッセ

 新日本フィルハーモニー交響楽団  宮川彬良作品集　風のオリヴァストロ  宮川彬良

 新日本フィルハーモニー交響楽団  マーラー：嘆きの歌（初稿版）  クリスティアン・アルミンク

 東京都交響楽団  レスピーギ：ローマ三部作  山田一雄

 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

 新日本フィルハーモニー交響楽団

 東京都交響楽団

 東京都交響楽団

 東京都交響楽団  ペーター・マーク

 チャイコフスキー交響曲全集  飯守泰次郎

　ＤＶＤ

　ＣＤ

 DQC-956  2012.11.14 ¥2,500 Pastier ドヴォルザーク R.エリシュカ 交響曲第9番(ドヴォルザーク)「新世界より」 札幌交響楽団

¥3,780 2012.6.20 BMCS-8003 Vermillion Records 松本孝弘 松本孝弘 飯森範親 Strings Of My Soul 東京都交響楽団

 鈴木秀美 ハイドン：交響曲第１００番『軍隊』、シューベルト：交響曲第１番　 山形交響楽団

 飯森範親  シューマン  YSO-Live  OVCX-67  2012.8.22

 Octavia Exton  EXCL-82  2012.4.25

 交響曲第３番『ライン』、第２番 山形交響楽団

Ch： 山響アマデウスコア 飯森範親 『クラシック・フェイバリッツ』 山形交響楽団  Octavia Exton  EXCL-83  2012.5.23

 日本コロムビア  COCO-73292  2012.6.20 ¥1,200

 ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
      ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死

 歌：ソン・シギョン

 マーラー

 ALTUS  ALT 231  2012.4.17 ¥2,500

 ビクターエンタテイメント  VICL63904  2012.7.25 ¥2,500

 フォンテック  FOCD6035  2013.3.6 ¥2,500

¥2,200

¥5,250

 デンオン・クラシック・ベストMore50-18 武満徹：
      ジェモー.夢窓.精霊の庭

 若杉弘
 沼尻竜典

 武満徹

 KIGC-4  2013.3.13 ¥3,000

 ストラヴィンスキー〈ペトルーシュカ〉　フランク　交響曲　ニ短調 読売日本交響楽団

 読響アーカイブシリーズ 読売日本交響楽団

 シルヴァン・カンブルラン

 クルト・ザンデルリンク

 制作：ライヴノーツ　
 発売元：ナミ・レコードCo.,Ltd

 フォンテック  FOCD6023.7  2012.05.09 ¥10,000 尾高忠明

 Sp：澤畑恵美
 Ms：竹本節子
 Tn：福井敬
 Br：福島明也
 Ch：札響合唱団
      札幌アカデミー合唱団
      札幌放送合唱団

 ベートーヴェン ベートーヴェン　交響曲全集(5枚組) 札幌交響楽団

 札幌交響楽団

 2012.6.26

 日本フィルハーモニー交響楽団  蜘蛛の糸 芥川也寸志の芸術1 管弦楽作品集  本名徹次

 日本フィルハーモニー交響楽団

 中部フィルハーモニー交響楽団

 テレマン室内オーケストラ

 広島交響楽団

 本間正史
 クリスチャン・リンドベルイ

 東京都交響楽団

 東京都交響楽団

 魂の歌

 日本フィルハーモニー交響楽団
 R.シュトラウス：アルプス交響曲、
      楽劇「サロメ」より7つのヴェールの踊り

 山田一雄

 関西フィルハーモニー管弦楽団  オーギュスタン・デュメイ&関西フィル「サン＝サーンス作品集」
 Vn：オーギュスタン・デュメイ
 Vc：パヴェル・ゴムツィアコフ

 沼尻竜典

 武満徹  キングレコード

 シューマン  YSO-Live

 チャイコフスキー：交響曲第5番、
      プロコフィエフ：交響曲第7番.山田一雄、日本フィル

 山田一雄
 Tower Records
 Nippon Columbia

 ペーター・マーク  モーツァルト
 COLUMBIA X TOWER RECORDS.
 The Valued Collection

 寺岡清高 第5回名古屋定期演奏会　ロマン派巨匠の競演

 浅井咲乃 延原武春
 浅井咲乃 ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲「ムガール大帝」「四
季」

 エヴァルド・ダネル
 ドヴォルザーク スラヴ舞曲全曲 
      エヴァルド・ダネル指揮.広島交響楽団

 エルガー交響曲第1番.弦楽のためのセレナード  尾高忠明

 R.シュトラウス

¥2,625

 2012.12.25 ¥2,200

¥1,000 2012.12.1
 A.ドヴォルザーク

 WWCC7709

 サン＝サーンス  英国ONYX  ONYX4091  2012.5.17 ¥2,400

 ドヴォルザーク ¥3,000 2012.11.21 OVCL-00481 EXTON

 2012.5.11

 2012.10.25

 日本フィルハーモニー交響楽団

 日本フィルハーモニー交響楽団

 日本コロムビア  TWCO-1012  2012.12.19

 日本フィルハーモニー交響楽団
 ムソルグスキー.ストコフスキー編：組曲「展覧会の絵」
       ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲、ラヴェル：ラ・ヴァルス

 山田和樹  Exton  OVCL-00489  2013.2.20 ¥3,000

¥4,320 2012.6.16 SACG30002 日本伝統文化振興財団 ロヴロ・フォン・マタチッチ
 ブラームス: 交響曲第1番 Op.68; 
       ベートーヴェン: 交響曲第7番 Op.92

 ＮＨＫ交響楽団

 佐々木典子
 小山由美
 福井敬
 小森輝彦
 東京シティ・フィルコーア

 ベートーヴェン  フォンテック  FOCD6014.8  2012.4.4 飯守泰次郎 ベートーヴェン交響曲全集 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

 モーツァルト：交響曲第39＆41番、
      リハーサル風景付き.ペーター・マーク、日本フィル

 日本フィルハーモニー交響楽団  魔法使いの弟子［管弦楽名演集］  イーゴル・マルケヴィチ
 EMI X Tower Records.
 Excellent Collection

 QIAG-50085

日本オーケストラ連盟加盟オーケストラ 

2012年度 ディスコグラフィー 
（2012年4月1日～2013年3月31日 リリース） 


