
タイトル 著者表示 発売者

ニューイヤー・コンサート2022 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団　ダニエル・バレンボイム ソニー・ミュージックソリューションズ 0001 管

ニュー・フォー・シーズンズ ヴィヴァルディ・リコンポーズド [SHM-CD] エレーナ・ユリオステ ユニバーサル　ミュージック 0001 リヒタ

DREAMING～夢みる～ 川口成彦 0003 器PF

第18回ショパン・コンクール優勝者ライヴ2021 フレデリク・フランチシェク・ショパン　ブルース・リウ ユニバーサル　ミュージック 0003 ショパ

ファニー・メンデルスゾーン=ヘンゼル:室内楽曲集 トリオ・ハービッヒ　ファニー・ツェツィーリエ・メンデルスゾーン・ヘンゼル コジマ録音 0003 メンデ

おとぎ話～プラハからブダペストへの物語 ラウラ・ファン・デル・ヘイデン 東京エムプラス 0003 Pf

宮澤賢治:歌曲全集「イーハトーヴ歌曲集」 谷池重紬子　中村節也　福井敬 キングインターナショナル 0004 声

対話－DIALOGUS－ 青木洋也 コジマ録音 0004 声

ジョン・ケージ:合唱作品集 ジョン・ケージ ナクソス・ジャパン 0004 ケージ

リュリ:バレ・ロワイヤル「ヴィーナスの誕生」 ジャン・バティスト・リュリ キングインターナショナル 0008 リュリ

N響吹奏楽 NHK交響楽団 ソニー・ミュージックソリューションズ 0009 その他

ワールド・オブ・ウォーカー アラン・ウォーカー ソニー・ミュージックソリューションズ 0011 ウ

One サラ・オレイン ユニバーサル　ミュージック 0011 オ

キーズ アリシア・キーズ ソニー・ミュージックソリューションズ 0011 キ

ブラック・レディオ　3 ロバート・グラスパー ユニバーサル　ミュージック 0011 グ

マッドマン　50周年記念デラックス・エディション エルトン・ジョン ユニバーサル　ミュージック 0011 ジ

ラララ・ラヴ・ソングス ジェイソン・ムラーズ ソニー・ミュージックソリューションズ 0011 ム

ラヴ・サックス アヴリル・ラヴィーン ソニー・ミュージックソリューションズ 0011 ラ

おもいでの夏 アンドレ・チェカレリ　ジョン・ファディス　ステファン・グラッペリ　デニス・レルー ユニバーサル　ミュージック 0013 ル

英雄と悪漢～LAサウンドの光と陰、ビーチ・ボーイズからビーフハートまで [3CD] ヴィヴィド・サウンド・コーポレーション 0015 エ

美少女が恋したオールディーズ1～ルーツ・ミュージック・オブ・ソレイユ～ クリンク 0015 ビ

リラックス・カフェ～ベスト・オブ・ボッサ・サウンド [2CD] デラ 0016 リ

ウエスト・サイド・ストーリー　オリジナル・サウンドトラック ユニバーサル　ミュージック 0017 ウ

ナンバーワン80sムービー・ヒッツ 1980－1990 [2CD] ソニー・ミュージックソリューションズ 0017 ナ

【洋楽　ポップス／ロック】

【洋楽　ジャズ・フュージョン】

【洋楽　映画・BGM】

【洋楽　オムニバス】

【洋楽　ダンス音楽・ラテン】

【クラシック　歌劇・声楽曲】

【クラシック　その他】

請求記号

【クラシック　管弦楽曲】

【クラシック　器楽・室内楽曲】

【クラシック　舞曲】



タイトル 著者表示 発売者 請求記号

狂言 Ado ユニバーサル　ミュージック ｻｼｶｴ 0021 ア

天地創造 ALFEE ユニバーサル　ミュージック 0021 ア

LOVE　CYCLE 絢香 エイベックス・エンタテインメント 0021 ア

10th　Anniversary　Best 家入レオ JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント 0021 イ

DREAM　-五木ひろし　J-POPを唄う- 五木ひろし キングレコード 0021 イ

LAST　TOUR　AROUND　JAPAN　YUTAKA　OZAKI 尾崎豊 ソニー・ミュージックソリューションズ 0021 オ

「感受」 Shizuka Kudo 35th Anniversary self－cover album 工藤静香 ポニーキャニオン 0021 ク

ベイビートゥース GReeeeN ユニバーサル　ミュージック 0021 グ

孤悲 さだまさし JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント 0021 サ

COLLAGE 菅田将暉 ソニー・ミュージックソリューションズ 0021 ス

You　are　you 氷川きよし 日本コロムビア 0021 ヒ

LOVE　ALL　SERVE　ALL 藤井風 ユニバーサル　ミュージック ｻｼｶｴ 0021 フ

堀内孝雄50周年ベストアルバム　～愛しき日々～ 堀内孝雄 ポニーキャニオン 0021 ホ

ハッピーエンドへの期待は マカロニえんぴつ ソニー・ミュージックソリューションズ 0021 マ

Mr.Children　2011-2015 Mr.Children ソニー・ミュージックソリューションズ 0021 ミ

Mr.Children　2015-2021&NOW Mr.Children ソニー・ミュージックソリューションズ 0021 ミ

ソフトリー 山下達郎 ソニー・ミュージックソリューションズ 0021 ヤ

PEOPLE ゆず ソニー・ミュージックソリューションズ 0021 ユ

ah-面白かった 吉田拓郎 エイベックス・エンタテインメント ｻｼｶｴ 0021 ヨ

女の艶歌ベスト～北の宿から～ 日本コロムビア 0023 オ

This　is　ド演歌 ユニバーサル　ミュージック 0023 デ

Grand　Voyage 井上陽介　吉良創太　小野リサ　大儀見元　大西順子　大西順子カルテット ディスクユニオン 0024 オ

ジャズ・オン・TV-CM　ベスト キングレコード 0024 ジ

ルパン三世　PART6　オリジナル・サウンドトラック2　『LUPIN　THE　THIRD　PART6～WOMAN』 Yuji Ohno&Lupintic Six バップ 0024 ル

うたごえ喫茶～ともしび　ベスト キングレコード 0026 ウ

ドラマと涙　～懐かしい思い出と,あの頃の歌～ エイベックス・エンタテインメント 0026 ド

オルゴール　雨と虹の贈りもの 日本コロムビア 0027 オ

やすらぎの木の笛・コカリナハーモニー　ベスト キングレコード 0027 ヤ

UKULELE SURVIVE uranawanaii ヴィヴィド・サウンド・コーポレーション 0029 ウ

【邦楽　ポップス／ロック】

【邦楽　演歌】

【邦楽　ジャズ・フュージョン】

【邦楽　オムニバス】

【邦楽　映画・BGM】

【邦楽　その他】



タイトル 著者表示 発売者 請求記号

三橋美智也の民謡&津軽三味線　ベスト 三橋美智也 キングレコード 0030 ミ

浪曲さわり集　ベスト キングレコード 0034 ロ

日本の太鼓　ベスト(キング・ベスト・セレクト・ライブラリー2021) キングレコード 0035 ニ

盆おどりベスト　東京音頭 日本コロムビア 0039 ボ

一之輔の,20年ということで 春風亭一之輔 スペースシャワーネットワーク 0043 シ

伝説の談志五夜 立川談志 日本コロムビア ｻｼｶｴ 0043 タ

文豪たちと落語 日本コロムビア 0043 ブ

柳家喬太郎落語集「ザ・きょんスズ30セレクト」―古典編1― 柳家喬太郎 ソニー・ミュージックソリューションズ 0043 ヤ

仮面ライダー50th　Anniversary　TV　THEME　SONG　BEST エイベックス・エンタテインメント 0050 カ

胸キュン!なつかしのアニメソング〓ベストヒット40 日本コロムビア 0050 ム

歌って弾ける!ウクレレ　こどもソング・ベスト～おうちでわくわく♪ファミリー・ライブ〈ウクレレ・コードつき〉～ キングレコード 0051 ウ

ケロポンズの赤ちゃんあそぼ!～うたって　にっこり♪あそんで　すくすく～ ケロポンズ キングレコード 0051 ケ

虫とのそうぐう～昆虫太極拳ワールド～ ミツル&りょうた キングレコード 0051 ミ

【純邦楽　民謡】

【純邦楽　浪曲】

【その他　TV・アニメ・主題歌】

【その他　童謡・唱歌】

【純邦楽　楽器】

【純邦楽　その他】

【文芸・教養　落語・講談】


