
令和3年4月現在西川図書館CD一覧 （全資料）

図書館 タイトル 巻次 責任表示１ 責任表示２ 資料コード 別置 ジャンル
西川 ワーグナー楽劇《ヴァルキューレ》第１幕（全曲） リヒャルト・ワーグナー／作曲 ハンス･クナッパーツブッ

シュ／指揮
1813100010533 C 762 ﾜ  歌劇作曲家別

西川 アヴェ・マリア～聖なる調べ 3460030000990  816 ｱﾍﾞ  歌劇作曲家別
西川 ベルカントの炎～オペラ・アリア集 ディアナ・ダムラウ／Ｓ ジャナンドレア・ノセダ／

指揮
1813000000196 C 762 ﾀﾞ  歌劇ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 小澤征爾プレイズ・バッハ 小澤征爾／指揮 ボストン交響楽団／指揮 1813100010079 C 762 ｵ  管弦楽曲作曲家別

西川 クナッパーツブッシュ／ワーグナー名演集 リヒャルト・ワーグナー／作曲 ハンス･クナッパーツブッ
シュ／指揮

1813100010480 C 762 ﾜ  管弦楽曲作曲家別

西川 吹奏楽コンクール名曲名演ベスト「トゥーランドット」編 ジャコモ・プッチーニ／作曲 1813100010284 C 767 ﾌﾟ  管弦楽曲作曲家別

西川 美しく青きドナウ～シュトラウス管弦楽曲集 3460030000309  812 ｼﾕ  管弦楽曲作曲家別

西川 スメタナ：連作交響詩「わが祖国」 スメタナ 3460030001093  812 ｽﾒ  管弦楽曲作曲家別

西川 スメタナ：「わが祖国」 スメタナ 3460030001880  812 ｽﾒ  管弦楽曲作曲家別

西川 スメタナ：わが祖国 スメタナ 3460030000345  812 ｽﾒ  管弦楽曲作曲家別

西川 バッハ：管弦楽組曲全集 バッハ 3460030001941  812 ﾊﾞﾂ  管弦楽曲作曲家別

西川 モーツァルト：序曲集 モーツァルト 3460030008281  812 ﾓﾂ  管弦楽曲作曲家別

西川 パガニーニ：ヴァイオリン協奏曲第１番・第２番 パガニーニ 3460030001549  813 ﾊﾟｶﾞ  管弦楽曲作曲家別

西川 バッハ：ヴァイオリン協奏曲集 バッハ 3460030000452  813 ﾊﾞﾂ  管弦楽曲作曲家別

西川 バッハ：ブランデンブルク協奏曲１・２・４番｜管弦楽組曲第２番 バッハ 3460030000434  813 ﾊﾞﾂ  管弦楽曲作曲家別

西川 バッハ：ブランデンブルク協奏曲３・５・６番｜管弦楽組曲第３番 バッハ 3460030000443  813 ﾊﾞﾂ  管弦楽曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ベートーヴェン 3460030000514  813 ﾍﾞｰ  管弦楽曲作曲家別

西川 メンデルスゾーン＆ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 メンデルスゾーン 3460030000532  813 ﾒﾝ  管弦楽曲作曲家別

西川 メンデルスゾーン：無言歌集 メンデルスゾーン 3460030001487  814 ﾒﾝ  管弦楽曲作曲家別

西川 サン＝サーンス：フランス・ヴァイオリン・ソナタ集 サン＝サーンス 3460030002297  815 ｻﾝ  管弦楽曲作曲家別

西川 スメタナ：弦楽四重奏曲第１番＆第２番 スメタナ 3460030001333  815 ｽﾒ  管弦楽曲作曲家別

西川 バッハ：ヴァイオリン・ソナタ全集 バッハ 3460030002260  815 ﾊﾞﾂ 2 管弦楽曲作曲家別

西川 ヘンデル：ヴァイオリン・ソナタ集 ヘンデル 3460030001511  815 ﾍﾝ  管弦楽曲作曲家別

西川 ロッシーニ：弦楽のためのソナタ　他 ロッシーニ 3460030002009  815 ﾛﾂ 2 管弦楽曲作曲家別

西川 展覧会の絵 辻井伸行／ｐ 1813100010050 C 762 ﾂ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ウィンナ・ワルツ・コンサート 3460030001191  812 ｳｲ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 星条旗よ永遠なれ～スーザ：マーチ名曲集 星条旗よ永遠なれ～スーザ 3460030000407  812 ｽｰ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 シランクス～フルート名曲集 3460030000864  814 ｼﾗ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 涙のパヴァーヌ～リコーダー名曲集 3460030000891  814 ﾅﾐ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 白鳥～チェロ名曲集 3460030000855  814 ﾊｸ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」｜間奏曲　他《ＣＲＥＳＴ１０００（１１
８）》

ムソルグスキー 3460030002161  814 ﾑｿ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 無伴奏ヴィオラ・ダ・ガンバ・リサイタル 3460030002330  814 ﾑﾊﾞ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 カサド：無伴奏チェロ組曲｜ショパン：チェロ・ソナタ　他 カサド 3460030002312  815 ｶｻ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 コレッリ：ヴァイオリン・ソナタ コレッリ 3460030001576  815 ｺﾚ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 フランク，ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ フランク，ラヴェル 3460030001558  815 ﾌﾗ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ヴォカリーズ～ヴァイオリン名曲集 3460030001567  815 ﾎﾞｶ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 チャイコフスキー＆ヒグドン：ヴァイオリン協奏曲 ヒラリー・ハーン／ｖｎ ロイヤル・リヴァプール・
フィルハーモニー管弦楽
団／ｖｎ

1813100010097 C 762 ﾊ  協奏曲作曲家別

請求記号
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西川 シューマン：交響曲第１番「春の交響曲」・第３番「ライン」 シューマン 3460030001861  811 ｼﾕ  協奏曲作曲家別

西川 シューマン：交響曲第２番・第４番 シューマン 3460030001870  811 ｼﾕ  協奏曲作曲家別

西川 チャイコフスキー：白鳥の湖，くるみ割り人形＆眠れる森の美女 チャイコフスキー 3460030000327  812 ﾁﾔ  協奏曲作曲家別

西川 ショパン：ピアノ協奏曲第１番・第２番 ショパン 3460030000523  813 ｼﾖ  協奏曲作曲家別

西川 チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 チャイコフスキー 3460030000560  813 ﾁﾔ  協奏曲作曲家別

西川 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

チャイコフスキー 3460030000579  813 ﾁﾔ  協奏曲作曲家別

西川 ヴィヴァルディ＆ピアソラ：ふたつの「四季」 ヴィヴァルディ＆ピアソラ 3460030001280  813 ﾋﾞﾊﾞ  協奏曲作曲家別

西川 ヴィヴァルディ：四季　他 ヴィヴァルディ 3460030000425  813 ﾋﾞﾊﾞ  協奏曲作曲家別

西川 ヴィヴァルディ：調和の霊感 ヴィヴァルディ 3460030001997  813 ﾋﾞﾊﾞ 2 協奏曲作曲家別

西川 ブラームス＆シューマン：ヴァイオリン協奏曲 ブラームス 3460030000541  813 ﾌﾞﾗ  協奏曲作曲家別

西川 モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第５番「トルコ風」・第３番 モーツァルト 3460030001520  813 ﾓｰ  協奏曲作曲家別

西川 モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第６番・第７番 モーツァルト 3460030001530  813 ﾓｰ  協奏曲作曲家別

西川 モーツァルト：ピアノ協奏曲第９番・第２４番 モーツァルト 3460030002232  813 ﾓｰ  協奏曲作曲家別

西川 モーツァルト：ピアノ協奏曲第２０番・第２１番　他 モーツァルト 3460030000480  813 ﾓｰ  協奏曲作曲家別

西川 モーツァルト：ピアノ協奏曲第２６番・第２３番 モーツァルト 3460030000470  813 ﾓｰ  協奏曲作曲家別

西川 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 モーツァルト 3460030000499  813 ﾓｰ  協奏曲作曲家別

西川 ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番　他 ラフマニノフ 3460030000588  813 ﾗﾌ  協奏曲作曲家別

西川 ロドリーゴ：アランフェス協奏曲　他 ロドリーゴ 3460030000597  813 ﾛﾄﾞ  協奏曲作曲家別

西川 ショパン：２４の前奏曲｜ピアノ・ソナタ第３番 ショパン 3460030002170  814 ｼﾖ  協奏曲作曲家別

西川 ショパン：２４の前奏曲（プレリュード）　他 ショパン 3460030000757  814 ｼﾖ  協奏曲作曲家別

西川 ショパン：バラード＆スケルツォ集 ショパン 3460030000748  814 ｼﾖ  協奏曲作曲家別

西川 ショパン：ポロネーズ集 ショパン 3460030000784  814 ｼﾖ  協奏曲作曲家別

西川 ショパン：夜想曲集 ショパン 3460030000775  814 ｼﾖ  協奏曲作曲家別

西川 ショパン：ワルツ集 ショパン 3460030000739  814 ｼﾖ  協奏曲作曲家別

西川 チャイコフスキー：四季｜ラフマニノフ：幻想的小品集《ＣＲＥＳＴ１０００
（１２０）》

チャイコフスキー 3460030002180  814 ﾁﾔ  協奏曲作曲家別

西川 シューベルト：八重奏曲 シューベルト 3460030000630  815 ｼﾕ  協奏曲作曲家別

西川 シューベルト：ピアノ五重奏曲「ます」｜弦楽四重奏曲「死と乙女」 シューベルト 3460030000640  815 ｼﾕ  協奏曲作曲家別

西川 シューベルト：ピアノ三重奏曲第１番｜メンデルスゾーン：ピアノ三重奏
曲第１番

シューベルト 3460030002134  815 ｼﾕ  協奏曲作曲家別

西川 チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲「偉大な芸術家の思い出のために」 チャイコフスキー 3460030002143  815 ﾁﾔ  協奏曲作曲家別

西川 リチャード・クレイダーマン《ＮＥＷ　ＢＥＳＴ　ＯＮＥ》 3460030005762 C 764 ｸ  鍵盤楽曲作曲家別

西川 バッハ：ピアノ協奏曲集 バッハ 3460030000461  813 ﾊﾞﾂ  鍵盤楽曲作曲家別

西川 ブラームス：ピアノ協奏曲第２番　他 ブラームス 3460030002223  813 ﾌﾞﾗ  鍵盤楽曲作曲家別

西川 ジムノペディ～サティ：ピアノ作品集 3460030000819 C 814 ｻﾃ  鍵盤楽曲作曲家別

西川 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～バッハ 3460030000695  814 ﾊﾞﾂ  鍵盤楽曲作曲家別

西川 バルトーク：ピアノ作品集 バルトーク 3460030001478  814 ﾊﾞﾙ  鍵盤楽曲作曲家別

西川 ブラームス：後期ピアノ曲集 ブラームス 3460030001422  814 ﾌﾞﾗ  鍵盤楽曲作曲家別

西川 ブラームス：ピアノ作品集 ブラームス 3460030002152  814 ﾌﾞﾗ  鍵盤楽曲作曲家別

西川 ブラームス：ピアノ・ソナタ第３番　他 ブラームス 3460030002199  814 ﾌﾞﾗ  鍵盤楽曲作曲家別

西川 モーツァルト：ピアノ・ソナタ集　第８番，第１５番，第１１番 モーツァルト 3460030001431  814 ﾓｰ  鍵盤楽曲作曲家別
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西川 ラヴェル：ピアノ作品集 ラヴェル 3460030000800  814 ﾗﾍﾞ  鍵盤楽曲作曲家別

西川 ｄｅｂｕｔ 辻井伸行／ｐ 1813100010060 C 762 ﾂ  鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 愛の夢～ピアノ名曲集 3460030000837  814 ｱｲ  鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ｐｉａｎｏ 小杉　真二／演奏 3460030008675  814 ｺｽ  鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 新ウィーン楽派ピアノ作品集 3460030002241  814 ｼﾝ 2 鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 タイスの瞑想曲～ヴァイオリン名曲集 3460030000846  814 ﾀｲ  鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 フジ子・ヘミングの奇蹟～リスト＆ショパン名演集 3460030007810  814 ﾍﾐ 2 鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 武満徹作品集～ノヴェンバー・ステップス，ヴィジョンズ　他 3460030001271  819 ﾀｹ  鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 佐渡裕　ベルリン・フィル・デビューＬＩＶＥ 武満徹／作曲 ドミートリイ・ドミトリエヴィ
チ・ショスタコーヴィチ／作
曲

1813100010239 C 762 ｻ  交響曲作曲家別

西川 ドヴォルザーク：交響曲第８番　チャイコフスキー：ロメオとジュリエット アントニン・ドヴォルザーク／作曲 ヘルベルト・フォン・カラヤ
ン／指揮

1813100010524 C 762 ﾄﾞ  交響曲作曲家別

西川 ハイドン：交響曲第104番《ロンドン》交響曲第103番《太鼓連打》 ヨーゼフ・ハイドン／作曲 ヘルベルト・フォン・カラヤ
ン／指揮

1813100010551 C 762 ﾊ  交響曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：交響曲第１番・第３番《英雄》 Ｓ=イッセルシュテット／指揮 ウィーン・フィルハーモ
ニー管弦楽団

1813100010515 C 762 ﾍﾞ  交響曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：交響曲第５番《運命》・第６番《田園》 Ｓ=イッセルシュテット／指揮 ウィーン・フィルハーモ
ニー管弦楽団

1813100010444 C 762 ﾍﾞ  交響曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：交響曲第７番　ブラームス：交響曲第３番 ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン／作
曲

ヘルベルト・フォン・カラヤ
ン／指揮

1813100010542 C 762 ﾍﾞ  交響曲作曲家別

西川 モーツァルト：交響曲第４０番・第４１番《ジュピター》 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
／作曲

ヘルベルト・フォン・カラヤ
ン／指揮

1813100010471 C 762 ﾓ  交響曲作曲家別

西川 サン＝サーンス：交響曲第３番｜フランク：交響曲ニ短調 サン＝サーンス 3460030000229  811 ｻﾝ  交響曲作曲家別

西川 シューベルト：交響曲第８番・第９番 シューベルト 3460030000102  811 ｼﾕ  交響曲作曲家別

西川 シューベルト：交響曲第９番「ザ・グレイト」　他 シューベルト 3460030001914  811 ｼﾕ  交響曲作曲家別

西川 ショーソン：交響曲｜フォーレ：ペレアスとメリザンド ショーソン 3460030001932  811 ｼﾖ  交響曲作曲家別

西川 ショスタコーヴィチ：交響曲第５番 ショスタコーヴィチ 3460030001066  811 ｼﾖ  交響曲作曲家別

西川 チャイコフスキー：交響曲第６番「悲愴」 チャイコフスキー 3460030000185  811 ﾁﾔ  交響曲作曲家別

西川 チャイコフスキー：交響曲第４番・第５番・第６番「悲愴」 チャイコフスキー 3460030001852  811 ﾁﾔ 2 交響曲作曲家別

西川 フランク：交響曲ニ短調 フランク 3460030001923  811 ﾌﾗ  交響曲作曲家別

西川 ブラームス：交響曲第１番 ブラームス 3460030001816  811 ﾌﾞﾗ  交響曲作曲家別

西川 ブラームス：交響曲第１番　他 ブラームス 3460030000130  811 ﾌﾞﾗ  交響曲作曲家別

西川 ブラームス：交響曲第２番　他 ブラームス 3460030001825  811 ﾌﾞﾗ  交響曲作曲家別

西川 ブラームス：交響曲第３番　他 ブラームス 3460030001834  811 ﾌﾞﾗ  交響曲作曲家別

西川 ブラームス：交響曲第４番 ブラームス 3460030001843  811 ﾌﾞﾗ  交響曲作曲家別

西川 ブルックナー：交響曲第４番 ブルックナー 3460030000149  811 ﾌﾞﾙ  交響曲作曲家別

西川 ブルックナー：交響曲第４番「ロマンティック」 ブルックナー 3460030001790  811 ﾌﾞﾙ  交響曲作曲家別

西川 ブルックナー：交響曲第５番 ブルックナー 3460030001146  811 ﾌﾞﾙ  交響曲作曲家別

西川 ブルックナー：交響曲第７番 ブルックナー 3460030000158  811 ﾌﾞﾙ  交響曲作曲家別

西川 ブルックナー：交響曲第７番 ブルックナー 3460030001807  811 ﾌﾞﾙ  交響曲作曲家別

西川 ブルックナー：交響曲第７番 ブルックナー 3460030001137  811 ﾌﾞﾙ  交響曲作曲家別

西川 ブルックナー：交響曲第８番 ブルックナー 3460030000167  811 ﾌﾞﾙ  交響曲作曲家別

西川 ブルックナー：交響曲第９番 ブルックナー 3460030001128  811 ﾌﾞﾙ  交響曲作曲家別
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西川 ベートーヴェン：交響曲第３番「英雄」 ベートーヴェン 3460030000013  811 ﾍﾞｰ  交響曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：交響曲第５番「運命」 ベートーヴェン 3460030000022  811 ﾍﾞｰ  交響曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：交響曲第６番「田園」 ベートーヴェン 3460030001217  811 ﾍﾞｰ  交響曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：交響曲第６番「田園」 ベートーヴェン 3460030000031  811 ﾍﾞｰ  交響曲作曲家別

西川 ベートヴェン：交響曲第９番「合唱」 ベートーヴェン 3460030000040  811 ﾍﾞｰ  交響曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：交響曲第９番「合唱」 ベートーヴェン 3460030001208  811 ﾍﾞｰ  交響曲作曲家別

西川 ベルリオーズ：幻想交響曲　他 ベルリオーズ 3460030000111  811 ﾍﾞﾙ  交響曲作曲家別

西川 ベルリオーズ：幻想交響曲｜レリオ《ＣＲＥＳＴ１０００（７７）》 ベルリオーズ 3460030001754  811 ﾍﾞﾙ 2 交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第１番「巨人」 マーラー 3460030001048  811 ﾏｰ  交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第１番「巨人」 マーラー 3460030000194  811 ﾏｰ  交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第４番「大いなる歓びへの賛歌」 マーラー 3460030001039  811 ﾏｰ  交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第５番 マーラー 3460030000200  811 ﾏｰ  交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第５番 マーラー 3460030001020  811 ﾏｰ  交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第７番「夜の歌」 マーラー 3460030001010  811 ﾏｰ  交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第８番「千人の交響曲」 マーラー 3460030001001  811 ﾏｰ  交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第９番 マーラー 3460030000210  811 ﾏｰ  交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第１０番（Ｄ．クック復元版） マーラー 3460030001736  811 ﾏｰ  交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第２番 マーラー 3460030001692  811 ﾏｰ 2 交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第３番 マーラー 3460030001709  811 ﾏｰ 2 交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第６番「悲劇的」 マーラー 3460030001718  811 ﾏｰ 2 交響曲作曲家別

西川 マーラー：交響曲第９番・第１０番～「アダージョ」 マーラー 3460030001727  811 ﾏｰ 2 交響曲作曲家別

西川 黛敏郎：曼荼羅交響曲｜舞楽 黛敏郎 3460030001950  811 ﾏﾕ  交響曲作曲家別

西川 メンデルスゾーン：交響曲第３番・第４番 メンデルスゾーン 3460030000120  811 ﾒﾝ  交響曲作曲家別

西川 モーツァルト：交響曲第２５・２９・３３番 モーツァルト 3460030000069  811 ﾓｰ  交響曲作曲家別

西川 モーツァルト：交響曲第３５番・第３６番 モーツァルト 3460030000096  811 ﾓｰ  交響曲作曲家別

西川 モーツァルト：交響曲第３８番・第３９番 モーツァルト 3460030000087  811 ﾓｰ  交響曲作曲家別

西川 モーツァルト：交響曲第３９番・第３８番「プラハ」 モーツァルト 3460030001781  811 ﾓｰ  交響曲作曲家別

西川 モーツァルト：交響曲第４０番・第４１番 モーツァルト 3460030000078  811 ﾓｰ  交響曲作曲家別

西川 モーツァルト：交響曲第４０番・第４１番「ジュピター」 モーツァルト 3460030001155  811 ﾓｰ  交響曲作曲家別

西川 ラフマニノフ：交響曲第２番 ラフマニノフ 3460030000238  811 ﾗﾌ  交響曲作曲家別

西川 プロコフィエフ：バレエ組曲「ロメオとジュリエット」 プロコフィエフ 3460030001235  812 ﾌﾟﾛ  交響曲作曲家別

西川 ヘンデル：水上の音楽｜合奏協奏曲ｏｐ．６－４＆５ ヘンデル 3460030000274  812 ﾍﾝ  交響曲作曲家別

西川 ムソルグスキー：展覧会の絵｜ラヴェル：ボレロ＆ラ・ヴァルス他 ムソルグスキー 3460030000318  812 ﾑｿ  交響曲作曲家別

西川 スカルラッティ：ソナタ選集 スカルラッティ 3460030000686  814 ｽｶ  交響曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：七重奏曲｜モーツァルト：ホルン五重奏曲 ベートーヴェン 3460030000621  815 ﾍﾞｰ  交響曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：七重奏曲｜六重奏曲 ベートーヴェン 3460030002107  815 ﾍﾞｰ  交響曲作曲家別

西川 オルフ：カルミナ・ブラーナ オルフ 3460030000953  816 ｵﾙ  交響曲作曲家別

西川 フォーレ：レクイエム フォーレ 3460030000944  816 ﾌｵ  交響曲作曲家別

西川 マーラー：「子供の不思議な角笛」　他 マーラー 3460030001745  816 ﾏｰ  交響曲作曲家別

西川 ワーグナー：ニーベルングの指輪（ハイライト） ワーグナー 3460030001182  816 ﾜｰ  交響曲作曲家別

西川 フォーレ：レクイエム フォーレ 3460030001253  817 ﾌｵ  交響曲作曲家別
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西川 ベルリオーズ：レクイエム《ＣＲＥＳＴ１０００（７８）》 ベルリオーズ 3460030001763  817 ﾍﾞﾙ 2 交響曲作曲家別

西川 エルマー・バーンスタイン自作自演 3460030001988  819 ﾊﾞｰ  交響曲作曲家別

西川 黛敏郎：「涅槃」交響曲 黛敏郎 3460030001262  819 ﾏﾕ  交響曲作曲家別

西川 つながれ心　つながれ力～がんばれ仙台フィル 仙台フィルハーモニー管弦楽団 1813100010275 C 762 ｾ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 西本智実＆ロイヤル・フィル　東京ライヴ２００９　ベートーヴェン：交響
曲　第７番　イ長調　モーツァルト

西本智実／指揮 ロイヤル・フィルハーモ
ニー管弦楽団／指揮

1813100010112 C 762 ﾆ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 西本智実＆ロイヤル・フィル　東京ライヴ２００９　マーラー：交響曲　第
５番　嬰ハ短調

西本智実／指揮 ロイヤル・フィルハーモ
ニー管弦楽団／指揮

1813100010103 C 762 ﾆ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ベートーヴェン：交響曲第９番《合唱》 Ｓ=イッセルシュテット／指揮 1813100010435 C 762 ﾍﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ベルリン・フィル・ベスト１０１ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1813100010604 C 762 ﾍﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 シベリウス：交響曲第１番｜ヴァイオリン協奏曲 シベリウス 3460030000256  811 ｼﾍﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 シベリウス：交響曲第２番　他 シベリウス 3460030000247  811 ｼﾍﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 シベリウス：ヴァイオリン協奏曲｜シュニトケ：合奏協奏曲 シベリウス 3460030002288  813 ｼﾍﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 シマノフスキ：弦楽四重奏曲第１番・第２番　他 シマノフスキ 3460030001370  815 ｼﾏ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ハイドン：交響曲第第９４番・１０１番 ハイドン 3460030000050  811 ﾊｲ  室内楽曲作曲家別

西川 ブラームス：ハンガリー舞曲（全２１曲） ブラームス 3460030001226  812 ﾌﾞﾗ  室内楽曲作曲家別

西川 モーツアルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク モーツアルト 3460030000283  812 ﾓｰ  室内楽曲作曲家別

西川 ヤナーチェク：シンフォニエッタ｜タラス・ブーリバ ヤナーチェク 3460030001100  812 ﾔﾅ  室内楽曲作曲家別

西川 ショパン：練習曲（エチュード）集｜３つの新しい練習曲 ショパン 3460030000766  814 ｼﾖ  室内楽曲作曲家別

西川 テレマン：無伴奏オーボエのための１２の幻想曲 テレマン 3460030002359  814 ﾃﾚ  室内楽曲作曲家別

西川 テレマン：無伴奏フルートのための１２の幻想曲 テレマン 3460030001594  814 ﾃﾚ  室内楽曲作曲家別

西川 バッハ：アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳 バッハ 3460030000710  814 ﾊﾞﾂ  室内楽曲作曲家別

西川 バッハ：インヴェンションとシンフォニア バッハ 3460030001469  814 ﾊﾞﾂ  室内楽曲作曲家別

西川 バッハ：教会暦によるオルガン・コラール集 バッハ 3460030001496  814 ﾊﾞﾂ  室内楽曲作曲家別

西川 バッハ：ゴルトベルク変奏曲 バッハ 3460030000701  814 ﾊﾞﾂ  室内楽曲作曲家別

西川 バッハ：無伴奏チェロ組曲（全曲）《ＣＲＥＳＴ１０００（１３６）》 バッハ 3460030002321  814 ﾊﾞﾂ 2 室内楽曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：ピアノソナタ「悲愴」「月光」「テンペスト」「熱情」 ベートーヴェン 3460030000720  814 ﾍﾞｰ  室内楽曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ「悲愴」「月光」「熱情」 ベートーヴェン 3460030001440  814 ﾍﾞｰ  室内楽曲作曲家別

西川 テレマン：６つの四重奏曲《ＣＲＥＳＴ１０００（１１１）》 テレマン 3460030002090  815 ﾃﾚ  室内楽曲作曲家別

西川 テレマン：パリ四重奏曲集 テレマン 3460030002081  815 ﾃﾚ 2 室内楽曲作曲家別

西川 ハイドン：弦楽四重奏曲「皇帝」・「五度」・第７５番 ハイドン 3460030001389  815 ﾊｲ  室内楽曲作曲家別

西川 ハイドン：弦楽四重奏曲「十字架上のキリストの最後の七つの言葉」 ハイドン 3460030002072  815 ﾊｲ  室内楽曲作曲家別

西川 ハイドン：弦楽四重奏曲第７８番「日の出」・第７９番・第８０番 ハイドン 3460030002063  815 ﾊｲ  室内楽曲作曲家別

西川 バッハ：音楽の捧げもの バッハ 3460030001610  815 ﾊﾞﾂ  室内楽曲作曲家別

西川 バッハ：フルート・ソナタ全集 バッハ 3460030001600  815 ﾊﾞﾂ  室内楽曲作曲家別

西川 バッハ：フルート・ソナタ全集 バッハ 3460030002340  815 ﾊﾞﾂ 2 室内楽曲作曲家別

西川 ブラームス：弦楽六重奏曲第１番・第２番 ブラームス 3460030001360  815 ﾌﾞﾗ  室内楽曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第１番＆「ラズモフスキー第３番」 ベートーヴェン 3460030002036  815 ﾍﾞｰ  室内楽曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第１２番＆第１４番 ベートーヴェン 3460030001315  815 ﾍﾞｰ  室内楽曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第１３番・大フーガ ベートーヴェン 3460030001324  815 ﾍﾞｰ  室内楽曲作曲家別

西川 ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第１５番・第１６番 ベートーヴェン 3460030001306  815 ﾍﾞｰ  室内楽曲作曲家別
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西川 ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲「大公」 ベートーヴェン 3460030001404  815 ﾍﾞｰ  室内楽曲作曲家別

西川 メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲第２番・第６番 メンデルスゾーン 3460030002045  815 ﾒﾝ  室内楽曲作曲家別

西川 モーツァルト＆ブラームス：クラリネット五重奏曲 モーツァルト＆ブラームス 3460030000612  815 ﾓｰ  室内楽曲作曲家別

西川 モーツァルト：クラリネット五重奏曲　他 モーツァルト 3460030002125  815 ﾓｰ  室内楽曲作曲家別

西川 モーツァルト：弦楽五重奏曲第１番・第５番 モーツァルト 3460030002027  815 ﾓｰ  室内楽曲作曲家別

西川 モーツァルト：弦楽五重奏曲第２番・第６番 モーツァルト 3460030002018  815 ﾓｰ  室内楽曲作曲家別

西川 モーツァルト：弦楽五重奏曲第３番・第４番 モーツァルト 3460030009270  815 ﾓｰ  室内楽曲作曲家別

西川 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」

モーツァルト 3460030000603  815 ﾓｰ  室内楽曲作曲家別

西川 モーツアルト：弦楽四重奏曲第１７番「狩り」・第１５番 モーツァルト 3460030001290  815 ﾓｰ  室内楽曲作曲家別

西川 モーツァルト：ディヴェルティメント モーツァルト 3460030001398  815 ﾓｰ  室内楽曲作曲家別

西川 モーツァルト：フルート四重奏曲全集 モーツァルト 3460030001629  815 ﾓｰ  室内楽曲作曲家別

西川 ヤナーチェク：弦楽四重奏曲第１番・第２番 ヤナーチェク 3460030001351  815 ﾔﾅ  室内楽曲作曲家別

西川 ヤナーチェク：グラゴル・ミサ ヤナーチェク 3460030001119  817 ﾔﾅ  室内楽曲作曲家別

西川 いつかの美しい日のように 植草ひろみ／ｖｃ 1813100010257 C 762 ｳ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 イェスタデイ～クラシック・ミート・ポップス 3460030000416  812 ｲｴ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 イタリア・バロック・オーボエ協奏曲集 3460030001638  813 ｲﾀ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 パッヘルベルのカノン～バロック名曲集 3460030000265  813 ﾊﾞﾂ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 アルハンブラの思い出～ギター名曲集 3460030000873  814 ｱﾙ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ジ・エンターティナー～ジョプリン：ピアノ・ラグ集 ジ・エンターティナー～ジョプリン 3460030000828  814 ｼﾞﾖ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 アンダンテ・カンタービレ～ロシアへの誘い 3460030000668  815 ｱﾝ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 南国のバラ《ＣＲＥＳＴ１０００（１１３）》 3460030002116  815 ﾅﾝ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 紫のけむり～現代の弦楽四重奏曲 3460030000677  815 ﾑﾗ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 マーラー：カンタータ「嘆きの歌」（初稿版） グスタフ・マーラー／作曲 秋山　和慶／指揮 1813100010560 C 762 ﾏ  声楽曲作曲家別

西川 彼方の光～Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　Ｌｉｂｅｒａ’ｓ　Ｗｏｒｌｄ リベラ 3460030007730 C 762 ﾘ  声楽曲作曲家別

西川 マーラー：大地の歌 マーラー 3460030001057  811 ﾏｰ  声楽曲作曲家別

西川 グレゴリアン・チャントの神秘 3460030000908  816 ｸﾞﾚ  声楽曲作曲家別

西川 シェーンベルク：グレの歌 シェーンベルク 3460030001772  816 ｼｴ  声楽曲作曲家別

西川 シューベルト：冬の旅 シューベルト 3460030001656  816 ｼﾕ  声楽曲作曲家別

西川 バッハ：カンタータ第１４０番＆第１４７番 バッハ 3460030000917  816 ﾊﾞﾂ  声楽曲作曲家別

西川 ハバネラ～オペラ・アリア名曲集 3460030000971  816 ﾊﾊﾞ  声楽曲作曲家別

西川 金髪のジェニー～フォスターの夜会 3460030000962  816 ﾌｵ  声楽曲作曲家別

西川 モーツァルト：アリア名曲集～恋とはどんなものかしら モーツァルト 3460030000935  816 ﾓｰ  声楽曲作曲家別

西川 モーツァルト：歌曲集 モーツァルト 3460030001665  816 ﾓｰ  声楽曲作曲家別

西川 モーツァルト：レクイエム モーツァルト 3460030000926  816 ﾓｰ  声楽曲作曲家別

西川 霞か雲か　教室で歌ったドイツ民謡－その原点を探る－ 井上しほみ／Ｓ 1813100010248 C 762 ﾎ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ピース リベラ ロバート・プライズマン
（ｐ、ｋｅｙ）

1813100010032 C 762 ﾘ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 合唱で聴く　思い出のＪ－ＰＯＰヒットソング 1813000000786 C 763 ｺ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＡＶＥ　ＭＡＲＩＡ 本田美奈子 3460030007678 C 763 ﾎ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 イタリア古典歌曲集～カロ・ミオ・ベン 3460030001674  816 ｶﾛ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ヴォルガの舟歌～ロシア愛唱歌集 3460030000980  816 ﾎﾞﾙ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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西川 オネゲル作品集～パシフィック２３１｜交響曲第３番「典礼風」他 3460030001244  811 ｵﾈ  全集作品集作曲家

西川 ドヴォルザーク：交響曲第７番・第８番 ドヴォルザーク 3460030001905  811 ﾄﾞﾎﾞ  全集作品集作曲家

西川 ドヴォルザーク：交響曲第９番「新世界より」 ドヴォルザーク 3460030000176  811 ﾄﾞﾎﾞ  全集作品集作曲家

西川 ドヴォルザーク：交響曲第９番「新世界より」 ドヴォルザーク 3460030001899  811 ﾄﾞﾎﾞ  全集作品集作曲家

西川 ドヴォルザーク：交響曲第９番「新世界より」｜モーツァルト：交響曲第３
８番「プラハ」

ドヴォルザーク 3460030001075  811 ﾓｰ  全集作品集作曲家

西川 グリーグ：ペール・ギュント組曲｜抒情組曲｜ホルベルク組曲 グリーグ 3460030000354  812 ｸﾞﾘ  全集作品集作曲家

西川 Ｒ．シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」 Ｒ．シュトラウス 3460030001173  812 ｼﾕ  全集作品集作曲家

西川 Ｒ．シュトラウス：交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」｜交響詩「ドン・
ファン」

Ｒ．シュトラウス 3460030001164  812 ｼﾕ  全集作品集作曲家

西川 ストラヴィンスキー：バレエ「春の祭典」｜「ペトルーシュカ」他 ストラヴィンスキー 3460030000372  812 ｽﾄ  全集作品集作曲家

西川 ドヴォルザーク：スラヴ舞曲集（全曲） ドヴォルザーク 3460030001084  812 ﾄﾞﾎﾞ  全集作品集作曲家

西川 ホルスト：惑星 ホルスト 3460030000363  812 ﾎﾙ  全集作品集作曲家

西川 リムスキー＝コルサコフ：シェエラザード，スペイン奇想曲＆ロシアの復
活祭

リムスキー＝コルサコフ 3460030000336  812 ﾘﾑ  全集作品集作曲家

西川 ドヴォルザーク：チェロ協奏曲　他 ドヴォルザーク 3460030000550  813 ﾄﾞﾎﾞ  全集作品集作曲家

西川 ハイドン＆Ｌ．モーツァルト，モーツァルト：トランペット協奏曲集 ハイドン 3460030000505  813 ﾊｲ  全集作品集作曲家

西川 ドビュッシー：前奏曲集第１巻《ドビュッシー　ピアノ作品全集》 ドビュッシー 3460030002205  814 ﾄﾞﾋﾞ  全集作品集作曲家

西川 ドビュッシー：前奏曲集第２巻《ドビュッシー　ピアノ作品全集》 ドビュッシー 3460030002214  814 ﾄﾞﾋﾞ  全集作品集作曲家

西川 ドビュッシー：ピアノ作品集 ドビュッシー 3460030000793  814 ﾄﾞﾋﾞ  全集作品集作曲家

西川 ドビュッシー：ベルガマスク組曲｜アラベスク｜夢《ドビュッシー　ピアノ
作品全集》

ドビュッシー 3460030001450  814 ﾄﾞﾋﾞ  全集作品集作曲家

西川 ドビュッシー：３つのソナタ｜神聖な舞曲と世俗的な舞曲 ドビュッシー 3460030000659  815 ﾄﾞﾋﾞ  全集作品集作曲家

西川 ドビュッシー，ラヴェル：弦楽四重奏曲 ドビュッシー，ラヴェル 3460030002054  815 ﾄﾞﾋﾞ  全集作品集作曲家

西川 ドヴォルザーク：ヴァイオリンとピアノのための作品全集 ドヴォルザーク 3460030002279  815 ﾄﾞﾎﾞ 2 全集作品集作曲家

西川 ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第１２番「アメリカ」｜弦楽六重奏曲 ドヴォルザーク 3460030001342  815 ﾄﾞﾎﾞ  全集作品集作曲家

西川 ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲第４番「ドゥムキー」・第３番 ドヴォルザーク 3460030001413  815 ﾄﾞﾎﾞ  全集作品集作曲家

西川 オペラ大作曲家の生涯と作品４　プッチーニ 3460030009331  816 ﾌﾟﾂ  全集作品集作曲家

西川 オペラ大作曲家の生涯と作品１　モーツァルト 3460030009313  816 ﾍﾞﾙ  全集作品集作曲家

西川 オペラ大作曲家の生涯と作品３　ヴェルディ 3460030009322  816 ﾍﾞﾙ  全集作品集作曲家

西川 ルクレール：ヴァイオリン・ソナタ《ＣＲＥＳＴ１０００（１３４）》 ルクレール 3460030002303  815 ﾙｸ  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　１．特選名曲集～パッヘルベルのカノン～ 3460030002448  819 ｴﾇ-1  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　２．特選名曲集～Ｇ線上のアリア～ 3460030002457  819 ｴﾇ-2  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　３．特選名曲集～モルダウ～ 3460030002466  819 ｴﾇ-3  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　４．特選名曲集～別れの曲～ 3460030002475  819 ｴﾇ-4  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　５．特選名曲集～故郷の廃家～ 3460030002484  819 ｴﾇ-5  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　６．名曲紀行　ドイツ・オーストリア編～ロマン
ティック街道を行く～

3460030002493  819 ｴﾇ-6  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　７．名曲紀行　フランス編～パリの街角で～ 3460030002500  819 ｴﾇ-7  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　８．名曲紀行　イタリア編～陽光溢れる地中海～ 3460030002519  819 ｴﾇ-8  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　９．名曲紀行　東欧・ロシア編～哀愁と郷愁を訪
ねて～

3460030002528  819 ｴﾇ-9  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

7 / 27 ページ



令和3年4月現在西川図書館CD一覧 （全資料）

図書館 タイトル 巻次 責任表示１ 責任表示２ 資料コード 別置 ジャンル請求記号
西川 ＮＨＫ名曲アルバム　１０．名曲紀行　スペイン編～アンダルシアの光と

影～
3460030002537  819 ｴﾇ-10  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　１１．特選名曲集～愛の夢 3460030002546  819 ｴﾇ-11  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　１２．特選名曲集～タイスの瞑想曲 3460030002555  819 ｴﾇ-12  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　１３．特選名曲集～主よ，人の望みの喜びよ 3460030002564  819 ｴﾇ-13  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　１４．特選名曲集～トッカータとフーガ 3460030002573  819 ｴﾇ-14  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　１５．特選名曲集～運命交響曲 3460030002582  819 ｴﾇ-15  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　１６．特選名曲集～天国と地獄 3460030002591  819 ｴﾇ-16  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　１７．特選名曲集～春の声 3460030002608  819 ｴﾇ-17  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　１８．特選名曲集～ラプソディ・イン・ブルー 3460030002617  819 ｴﾇ-18  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　１９．特選名曲集～南太平洋 3460030002626  819 ｴﾇ-19  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　２０．特選名曲集～アニー・ローリー 3460030002635  819 ｴﾇ-20  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　２１．特選名曲集～行進曲「威風堂々」～ 3460030002662  819 ｴﾇ-21  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　２２．特選名曲集～菩提樹～ 3460030002671  819 ｴﾇ-22  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　２３．特選名曲集～英雄ポロネーズ～ 3460030002680  819 ｴﾇ-23  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム　２４．特選名曲集～イタリア奇想曲～ 3460030002690  819 ｴﾇ-24  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム・ベスト　１～やすらぎの名曲ベスト３０～ 3460030002644  819 ｴﾇ-1 2 全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ＮＨＫ名曲アルバム・ベスト　２～くつろぎの名曲ベスト３０～ 3460030002653  819 ｴﾇ-2 2 全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 プレリュード 村治佳織／ｇ 1813100010300 C 762 ﾑ  ﾗｲﾄｸﾗｼｯｸ
西川 泣きやまない赤ちゃんに　ほーら，泣きやんだ！〈オッパイゴクゴク編〉 3460030002760  321 ﾅｷ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 泣きやまない赤ちゃんに・ほーら，泣きやんだ！おやこ編 3460030002733  321 ﾅｷ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 泣きやまない赤ちゃんに　ほーら，泣きやんだ！～クラシック編 3460030002715  321 ﾅｷ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 泣きやまない赤ちゃんに　ほーら，泣きやんだ！　〈すやすやねんね

編〉
3460030002770  321 ﾅｷ  ｸﾗｼｯｸその他

西川 泣きやまない赤ちゃんに　ほーら，泣きやんだ！童謡編 3460030002724  321 ﾅｷ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 泣きやまない赤ちゃんに～ほーら，泣きやんだ！〈ふれあい編〉 3460030002742  321 ﾅｷ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 泣きやまない赤ちゃんに　ほーら，泣きやんだ！～ママのおなかで聴

いた快適音楽～
3460030002706  321 ﾅｷ  ｸﾗｼｯｸその他

西川 泣きやまない赤ちゃんに　ほーら，泣きやんだ！～ママのハミング　子
守歌編

3460030002789  321 ﾅｷ  ｸﾗｼｯｸその他

西川 泣きやまない赤ちゃんに　ほーら，泣きやんだ！～ママのハミング　ベ
スト・ポップス編

3460030002798  321 ﾅｷ  ｸﾗｼｯｸその他

西川 泣きやまない赤ちゃんに～ほーら，泣きやんだ！〈やすらぎ編〉 3460030002751  321 ﾅｷ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 泣きやまない赤ちゃんに～ほーら，泣きやんだ！〈ゆっくりおやすみ編〉 3460030002804  321 ﾅｷ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 イマージュ１０　エモーショナル＆リラクシング （オムニバス） 大島ミチル 1813100010088 C 760 ｲ 10 ｸﾗｼｯｸその他
西川 ジャポニスム・クラシック－西洋作曲家が描いた日本 1813000000759 C 762 ｼﾞ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 愛の挨拶～イギリスの優しき調べ 3460030000381  812 ｱｲ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 吹奏楽コンクール課題曲集Ｖｏｌ．１　１９６２～１９６９ 3460030002377  812 ｽｲ-1  ｸﾗｼｯｸその他
西川 吹奏楽コンクール課題曲集Ｖｏｌ．２　１９７０～１９７６ 3460030002386  812 ｽｲ-2  ｸﾗｼｯｸその他
西川 吹奏楽コンクール課題曲集Ｖｏｌ．３　１９７７～１９８０ 3460030002395  812 ｽｲ-3  ｸﾗｼｯｸその他
西川 吹奏楽コンクール課題曲集Ｖｏｌ．４　１９８１～１９８４ 3460030002401  812 ｽｲ-4  ｸﾗｼｯｸその他
西川 吹奏楽コンクール課題曲集Ｖｏｌ．５　１９８５～１９８８ 3460030002410  812 ｽｲ-5  ｸﾗｼｯｸその他
西川 吹奏楽コンクール課題曲集Ｖｏｌ．６　１９８９～１９９３ 3460030002420  812 ｽｲ-6  ｸﾗｼｯｸその他
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西川 吹奏楽コンクール課題曲集Ｖｏｌ．７　１９９４～１９９７ 3460030002439  812 ｽｲ-7  ｸﾗｼｯｸその他
西川 火祭の踊り～ブラス音楽名曲集 3460030000390  812 ﾋﾏ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 日本の名協奏曲集 3460030001960  813 ﾆﾂ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 １９世紀ギター・デビュー！ 3460030001502  814 ｼﾞﾕ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 フレンチ・クラリネット・アート 3460030001647  815 ﾌﾚ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 愛のよろこび《ＣＲＥＳＴ１０００（１４０）》 3460030002368  816 ｱｲ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 生まれ来るあなたと～クラシック編 3460030007195  818 ｳﾏ  ｸﾗｼｯｸその他
西川 ＢＥＳＴ 綾戸智絵 3460030007210 C 763 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
西川 ｂｅｓｔ　１９９７－２００１ Ｏｎｏ　Ｌｉｓａ 3460030004649 C 763 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
西川 この素晴らしき世界 ルイ・アームストロング 3460030007103 C 764 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
西川 Ａ列車で行こう デューク・エリントン 3460030006410 C 764 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
西川 ジャズ・ミレニアム ビル・エヴァンス 3460030006400 C 764 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
西川 星影のステラ キース・ジャレット・トリオ 3460030007014 C 764 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行
西川 スタン・ゲッツ・プレイズ［＋１］ スタン・ゲッツ 3460030007023 C 764 ｹﾞ  ｼﾞｬｽﾞ カ行
西川 至上の愛 ジョン・コルトレーン 3460030007121 C 764 ｺ  ｼﾞｬｽﾞ カ行
西川 リターン・トゥ・フォーエヴァー チック・コリア 3460030007168 C 764 ｺ  ｼﾞｬｽﾞ カ行
西川 イパネマの娘 アントニオ・カルロス・ジョビン 3460030007079 C 764 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
西川 ソウル・ボサ・ノヴァ クインシー・ジョーンズ 3460030007088 C 764 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
西川 三月の水 ジョアン・ジルベルト 3460030007130 C 764 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
西川 ザ・キャット ジミー・スミス 3460030007060 C 764 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
西川 スタンリー・クラーク・バンド　フィーチャリング　上原ひろみ スタンリー・クラーク・バンド　ｆｅａｔ．上原ひ

ろみ
スタンリー・クラーク（ｅｌ－
ｂ、ｇ）

1813100010346 C 764 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

西川 アルティメイト・コレクション ジョージ・ベンソン 1813000000230 C 764 ﾍﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
西川 ソルト２ 塩谷哲 3460030007847 C 767 ｼ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
西川 ザ・スーパー・ベスト・オブ・Ｔ．レックス Ｔ．レックス 3460030003810 C 764 ﾃ  ｼﾞｬｽﾞ タ行
西川 死刑台のエレベーター（完全版） マイルス・デイヴィス 3460030007112 C 764 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
西川 ジャコ・パストリアスの肖像＋２ ジャコ・パストリアス 3460030006385 C 764 ﾊﾟ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
西川 ナウズ・ザ・タイム［＋１］ チャーリー・パーカー 3460030007050 C 764 ﾊﾟ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
西川 プリーズ・リクエスト オスカー・ピーターソン・トリオ 3460030007159 C 764 ﾋﾟ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
西川 クリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス クリフォード・ブラウン 3460030007032 C 764 ﾌﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
西川 スタディ・イン・ブラウン ブラウン＝ローチ・クインテット 3460030006984 C 764 ﾌﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
西川 ブルーノート名曲を探せ！ 3460030004406 C 764 ﾌﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
西川 ベスト・オブ・ビリー・ホリデイ ビリー・ホリデイ 3460030006394 C 764 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
西川 サラ・ヴォーン・ウィズ・クリフォード・ブラウン［＋１］ 3460030007097 C 764 ﾎﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
西川 ナイト・ライツ ジェリー・マリガン 3460030007005 C 764 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行
西川 ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン ヘレン・メリル 3460030007140 C 764 ﾒ  ｼﾞｬｽﾞ マ行
西川 ア・デイ・イン・ザ・ライフ ウェス・モンゴメリー 3460030007041 C 764 ﾓ  ｼﾞｬｽﾞ マ行
西川 デケイド～輝ける１０年（ベスト） ニール・ヤング 3460030006509 C 764 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行
西川 デケイド～輝ける１０年（ベスト） ニール・ヤング 3460030006518 C 764 ﾔ 2 ｼﾞｬｽﾞ ヤ行
西川 ブラック・コーヒー ペギー・リー 3460030006993 C 764 ﾘ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行
西川 Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｂｏｓｓａ クレモンティーヌ 1813100010177 C 764 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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西川 ＣＯＦＦＥＥ　ＢＲＥＡＫ　ＪＡＺＺ－ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ　ＢＬＥＮＤ 1813000000820 C 764 ｺ  ｼﾞｬｽﾞ ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 ジャズ・ピアノ・ベスト《モダン・ジャズ・センチュリー６》 3460030004390 C 764 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 偉大なるエディ～グレイテスト・ヒッツ アイアン・メイデン 3460030002878 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 バーニング・ブリッジズ アーク・エネミー 3460030006330 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 ジ・エターナル・ダンス アース・ウィンド＆ファイアー 3460030002887 C 764 ｱ 3 洋楽 ア行
西川 ジ・エターナル・ダンス アース・ウィンド＆ファイアー 3460030002896 C 764 ｱ 3 洋楽 ア行
西川 ジ・エターナル・ダンス アース・ウィンド＆ファイアー 3460030002902 C 764 ｱ 3 洋楽 ア行
西川 ソー・ファー・ソー・グッド　ブライアン・アダムス・ベスト ブライアン・アダムス 3460030004040 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 ニュー・ベスト・歌の贈り物 アダモ 3460030008601 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 エッセンシャル・チェット・アトキンス チェット・アトキンス 3460030008559 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 ベスト・オブ・アニマルズ アニマルズ 3460030002911 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 Ｓ．Ｏ．Ｓ．～ベスト・オブ・アバ アバ 3460030002920 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 ＴＨＥ　ＤＥＦＩＮＩＴＩＶＥ　ＡＭＥＲＩＣＡ ＡＭＥＲＩＣＡ 3460030002930 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 アラベスク　プラチナムベスト 1813100010927 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 ザ・ヒッツ ＲＥＯスピードワゴン 3460030002958 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 イエス アルティメイト・イエス 3460030002985 C 764 ｲ  洋楽 ア行
西川 イエス アルティメイト・イエス 3460030002994 C 764 ｲ  洋楽 ア行
西川 ベスト・オブ・ポール・アンカ ポール・アンカ 3460030004166 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 アマング・ザ・リヴィング アンスラックス 3460030006554 C 764 ｱ  洋楽 ア行
西川 グレイト・ブルース・マスターズ　Ｖｏｌ．５～スヌークス・イーグリン スヌークス・イーグリン 3460030008432 C 764 ｲ  洋楽 ア行
西川 パーフェクト・ヒッツ　１９７１～２００１ イーグルス 3460030003006 C 764 ｲ  洋楽 ア行
西川 マイ・ライフ～グレイテスト・ヒッツ フリオ・イグレシアス 3460030004101 C 764 ｲ 2 洋楽 ア行
西川 マイ・ライフ～グレイテスト・ヒッツ フリオ・イグレシアス 3460030004095 C 764 ｲ 2 洋楽 ア行
西川 グレイテスト・ヒッツ シーナ・イーストン 3460030003552 C 764 ｲ  洋楽 ア行
西川 コロニー イン・フレイムス 3460030006349 C 764 ｲ  洋楽 ア行
西川 ウィッシュボーン・アッシュ・ベスト《ロック・マスターピース・コレクション》 ウィッシュボーン・アッシュ 3460030003024 C 764 ｳ  洋楽 ア行
西川 ジャンバラヤ～ハンク・ウィリアムス・ベスト・セレクション《Ｇｏｌｄｅｎ　Ｈｉｔ

ｓ　Ｐａｒａｄｅ》
ハンク・ウィリアムス 3460030008530 C 764 ｳ  洋楽 ア行

西川 オータム～２０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｅｄｉｔｉｏｎ ジョージ・ウィンストン 3460030006760 C 764 ｳ  洋楽 ア行
西川 ベスト・オブ・トム・ウェイツ～ビューティフル・マラディーズ トム・ウェイツ 3460030006240 C 764 ｳ  洋楽 ア行
西川 グレイト・ブルース・マスターズ　Ｖｏｌ．１０～ジュニア・ウェルズ ジュニア・ウェルズ 3460030008488 C 764 ｳ  洋楽 ア行
西川 ベスト・オブ・マディ・ウォーターズ［＋８］ マディ・ウォーターズ 3460030008512 C 764 ｳ  洋楽 ア行
西川 夢中人～フェイ・ウォン・グレイテスト・ヒッツ フェイ・ウォン 3460030007711 C 764 ｳ  洋楽 ア行
西川 アルティメイト・エアロスミス・ヒッツ エアロスミス 3460030003051 C 764 ｴ  洋楽 ア行
西川 アルティメイト・エアロスミス・ヒッツ エアロスミス 3460030003042 C 764 ｴ 2 洋楽 ア行
西川 アンソロジア～２０ｔｈアニヴァーサリー・コレクション エイジア 3460030003070 C 764 ｴ  洋楽 ア行
西川 アンソロジア～２０ｔｈアニヴァーサリー・コレクション エイジア 3460030003060 C 764 ｴ  洋楽 ア行
西川 グレイテスト・ヒッツ～ＳＩＮＧＬＥＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　９０Ｓ エイス・オブ・ベイス 3460030003089 C 764 ｴ  洋楽 ア行
西川 ザ・ベスト１２００　エクストリーム エクストリーム 3460030006797 C 764 ｴ  洋楽 ア行
西川 ＧＲＥＡＴＥＳＴ　ＨＩＴＳ グロリア・エステファン 3460030003392 C 764 ｴ  洋楽 ア行
西川 ＥＬ＆Ｐベスト エマーソン，レイク＆パーマー 3460030003098 C 764 ｴ  洋楽 ア行
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西川 ＯＮＬＹ ＴＩＭＥ ＴＨＥ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ＥＮＹＡ 3460030003169 C 764 ｴ  洋楽 ア行
西川 ＯＮＬＹ ＴＩＭＥ ＴＨＥ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ＥＮＹＡ 3460030003178 C 764 ｴ  洋楽 ア行
西川 ファミリアー・トゥ・ミリオンズ オアシス 3460030003202 C 764 ｵ 2 洋楽 ア行
西川 ベスト・オブ・ギルバート・オサリバン ギルバート・オサリバン 3460030003294 C 764 ｵ  洋楽 ア行
西川 ジ・エッセンシャル・オジー・オズボーン オジー・オズボーン 3460030003220 C 764 ｵ 2 洋楽 ア行
西川 ジ・エッセンシャル・オジー・オズボーン オジー・オズボーン 3460030003211 C 764 ｵ 2 洋楽 ア行
西川 コンスピラシー・オヴ・ワン オフスプリング 3460030003230 C 764 ｵ  洋楽 ア行
西川 オールマン・ブラザーズ・バンド・ザ・ベスト オールマン・ブラザーズ・バンド 3460030003249 C 764 ｵ  洋楽 ア行
西川 青春の輝き～ベスト・オブ・カーペンターズ～ カーペンターズ 3460030003258 C 764 ｶ  洋楽 カ行
西川 グレイテスト・モーメント～ザ・ベスト・オブ・ボーイ・ジョージ＆カル

チャー・クラブ
カルチャー・クラブ 3460030006017 C 764 ｶ  洋楽 カ行

西川 アペタイト・フォー・ディストラクション ガンズ・アンド・ローゼズ 3460030007300 C 764 ｶﾞ  洋楽 カ行
西川 グレイテストＫＩＳＳ～リマスター キッス 3460030003267 C 764 ｷ  洋楽 カ行
西川 ザ・ベスト・オブ・キャメル キャメル 3460030003276 C 764 ｷ 2 洋楽 カ行
西川 ザ・ベスト・オブ・キャメル キャメル 3460030003285 C 764 ｷ 2 洋楽 カ行
西川 ブルース・ギター・ヒーロー フレディ・キング 3460030008503 C 764 ｷ  洋楽 カ行
西川 アルティメイト・コレクション ザ・キンクス 3460030003310 C 764 ｷ 2 洋楽 カ行
西川 アルティメイト・コレクション ザ・キンクス 3460030003300 C 764 ｷ 2 洋楽 カ行
西川 グレイテスト・ヒッツ クイーン 3460030003329 C 764 ｸ  洋楽 カ行
西川 グレイテスト・ヒッツ　ＶＯＬ．２ クイーン 3460030003338 C 764 ｸ  洋楽 カ行
西川 ベスト アリス・クーパー 3460030002949 C 764 ｸ  洋楽 カ行
西川 エリック・クラプトン・ベスト エリック・クラプトン 3460030003104 C 764 ｸ 2 洋楽 カ行
西川 エリック・クラプトン・ベスト エリック・クラプトン 3460030003113 C 764 ｸ 2 洋楽 カ行
西川 グレイテスト・ヒッツ レニー・クラヴィッツ 3460030004344 C 764 ｸ  洋楽 カ行
西川 グランド・ファンク・ツアー’７５ グランド・ファンク・レイルロード 3460030003356 C 764 ｸﾞ  洋楽 カ行
西川 ＣＣＲ（クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル）ベスト《ロック・マス

ターピース・コレクション》
Ｃ．Ｃ．Ｒ． 3460030003534 C 764 ｸ  洋楽 カ行

西川 ザ・ベスト～ジミー・クリフ ジミー・クリフ 3460030003580 C 764 ｸ  洋楽 カ行
西川 ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・クリーム クリーム 3460030003365 C 764 ｸ  洋楽 カ行
西川 濃縮キング・クリムゾン　ベスト・オブ・キング・クリムゾン　１９６９－２０

０３
キング・クリムゾン 3460030008620 C 764 ｸ 2 洋楽 カ行

西川 インターナショナル・スーパーヒッツ！ グリーン・デイ 3460030003374 C 764 ｸﾞ  洋楽 カ行
西川 ベスト・オブ・クール＆ザ・ギャング クール＆ザ・ギャング 3460030003383 C 764 ｸ  洋楽 カ行
西川 シェリル・クロウ＋２ シェリル・クロウ 3460030006062 C 764 ｸ  洋楽 カ行
西川 マーヴィン・ゲイ・アンソロジー 3460030006590 C 764 ｹﾞ 2 洋楽 カ行
西川 マーヴィン・ゲイ・アンソロジー 3460030006581 C 764 ｹﾞ 2 洋楽 カ行
西川 ザ・ベスト・オブ・ザ・コアーズ ザ・コアーズ 3460030003436 C 764 ｺ  洋楽 カ行
西川 ベスト・オブ・ケミカル・ブラザーズ～シングルズ　９３－０３ ケミカル・ブラザーズ 3460030003427 C 764 ｹ  洋楽 カ行
西川 ベスト・オブ・エルヴィス・コステロ エルヴィス・コステロ 3460030003122 C 764 ｺ  洋楽 カ行
西川 アルティメイト・コレクション コモドアーズ 3460030006044 C 764 ｺ  洋楽 カ行
西川 ベスト・オブ・フィル・コリンズ フィル・コリンズ 3460030004030 C 764 ｺ  洋楽 カ行
西川 ＬＯＶＥ　ＳＯＮＧＳ ナタリー・コール 3460030006269 C 764 ｺ  洋楽 カ行
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西川 サイモン＆ガーファンクルのすべて サイモン＆ガーファンクル 3460030003445 C 764 ｻ  洋楽 サ行
西川 エッセンシャル・クラッシュ ザ・クラッシュ 3460030003347 C 764 ｻﾞ  洋楽 サ行
西川 ザ・ベスト・オブ・フランク・ザッパ フランク・ザッパ 3460030004077 C 764 ｻﾞ  洋楽 サ行
西川 ドナ・サマー・グレイテスト・ヒッツ～ホット・スタッフ～ ドナ・サマー 3460030003884 C 764 ｻ  洋楽 サ行
西川 ザ・ベスト・オブ・サンタナ サンタナ 3460030003454 C 764 ｻ  洋楽 サ行
西川 スイング・オブ・デライト カルロス・サンタナ 3460030006026 C 764 ｻ  洋楽 サ行
西川 グレイト・ブルース・マスターズ　Ｖｏｌ．７～エルモア・ジェイムス エルモア・ジェイムス 3460030008450 C 764 ｼﾞ  洋楽 サ行
西川 ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ジェスロ・タル ジェスロ・タル 3460030006053 C 764 ｼﾞ  洋楽 サ行
西川 シカゴ・コンプリート・ベスト シカゴ 3460030003525 C 764 ｼ 2 洋楽 サ行
西川 シカゴ・コンプリート・ベスト シカゴ 3460030003516 C 764 ｼ 2 洋楽 サ行
西川 ベスト ザ・ジャム 3460030003614 C 764 ｼﾞ  洋楽 サ行
西川 グレイテスト・ヒッツ　１９７０－２００２ エルトン・ジョン 3460030003131 C 764 ｼﾞ  洋楽 サ行
西川 グレイテスト・ヒッツ　１９７０－２００２ エルトン・ジョン 3460030003140 C 764 ｼﾞ  洋楽 サ行
西川 ジェネシス・ベスト・アルバム ジェネシス 3460030003481 C 764 ｼﾞ  洋楽 サ行
西川 ボラーレ！ベリー・ベスト・オブ・ジプシー・キングス ジプシー・キングス 3460030003561 C 764 ｼﾞ 2 洋楽 サ行
西川 ボラーレ！ベリー・ベスト・オブ・ジプシー・キングス ジプシー・キングス 3460030003570 C 764 ｼﾞ 2 洋楽 サ行
西川 ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ジャクソン５／ジャクソンズ ジャクソン５，ジャクソンズ 3460030006812 C 764 ｼﾞ 2 洋楽 サ行
西川 グレイテスト・ヒッツ～ヒストリーｖｏｌ．１ マイケル・ジャクソン 3460030004184 C 764 ｼﾞ  洋楽 サ行
西川 オープン・アームズ～グレイテスト・ヒッツ ジャーニー 3460030006071 C 764 ｼﾞ  洋楽 サ行
西川 グレイテスト・ヒッツ ジャニス・ジョプリン 3460030003605 C 764 ｼﾞ  洋楽 サ行
西川 メタル・ワークス７３－９３ ジューダス・プリースト 3460030003632 C 764 ｼﾞ 2 洋楽 サ行
西川 メタル・ワークス７３－９３ ジューダス・プリースト 3460030003623 C 764 ｼﾞ 2 洋楽 サ行
西川 ビリー・ザ・ヒッツ ビリー・ジョエル 3460030004003 C 764 ｼﾞ 2 洋楽 サ行
西川 ビリー・ザ・ヒッツ ビリー・ジョエル 3460030003991 C 764 ｼﾞ 2 洋楽 サ行
西川 ベスト・オブ・トム・ジョーンズ トム・ジョーンズ 3460030006250 C 764 ｼﾞ  洋楽 サ行
西川 コンプリート・レコーディングス ロバート・ジョンソン 3460030008497 C 764 ｼﾞ 2 洋楽 サ行
西川 グレイテスト・ヒッツ ＺＺトップ 3460030003543 C 764 ｽﾞ  洋楽 サ行
西川 ベスト・オブ・スウィング・アウト・シスター～あなたにいてほしい スウィング・アウト・シスター 3460030003688 C 764 ｽ  洋楽 サ行
西川 ベスト・オブ・スコーピオンズ スコーピオンズ 3460030003697 C 764 ｽ  洋楽 サ行
西川 ベスト・オブ・ザ・スタイル・カウンシル ザ・スタイル・カウンシル 3460030003703 C 764 ｽ  洋楽 サ行
西川 ベスト・オブ・ロッド・スチュワート ロッド・スチュワート 3460030004353 C 764 ｽ  洋楽 サ行
西川 ワイルドで行こう ステッペンウルフ 3460030006142 C 764 ｽ  洋楽 サ行
西川 ベスト・オブ・スティング＆ポリス スティング＆ポリス 3460030003721 C 764 ｽ  洋楽 サ行
西川 １８　ＴＲＡＣＫＳ～Ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ　Ｏｆ｛ＴＲＡＣＫＳ｝ ブルース・スプリングスティーン 3460030004110 C 764 ｽ  洋楽 サ行
西川 ザ・スミス・ヒストリー ザ・スミス 3460030006151 C 764 ｽ  洋楽 サ行
西川 アンソロジー スライ＆ザ・ファミリー・ストーン 3460030003730 C 764 ｽ  洋楽 サ行
西川 ベスト・オブ・ニール・セダカ ニール・セダカ 3460030003893 C 764 ｾ  洋楽 サ行
西川 グレイテスト・ヒッツ スレイド 3460030006160 C 764 ｽ  洋楽 サ行
西川 勝手にしやがれ！！ セックス・ピストルズ 3460030003740 C 764 ｾ  洋楽 サ行
西川 クリムゾン センテンスト 3460030006358 C 764 ｾ  洋楽 サ行
西川 ザ・グレイテスト・ヒッツ チープ・トリック 3460030003786 C 764 ﾁ 2 洋楽 タ行
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西川 ザ・グレイテスト・ヒッツ チープ・トリック 3460030003777 C 764 ﾁ 2 洋楽 タ行
西川 グレイテスト・ヒッツ レイ・チャールズ 3460030004282 C 764 ﾁ 2 洋楽 タ行
西川 グレイテスト・ヒッツ レイ・チャールズ 3460030004291 C 764 ﾁ 2 洋楽 タ行
西川 インテュイション ＴＮＴ 3460030006438 C 764 ﾃ  洋楽 タ行
西川 グレイテスト・ヒッツ テイク・ザット 3460030006198 C 764 ﾃ  洋楽 タ行
西川 ヴェリー・ベスト・オブ・ディープ・パープル ディープ・パープル 3460030003801 C 764 ﾃﾞ  洋楽 タ行
西川 マレーネ・ディートリッヒの全て マレーネ・ディートリッヒ 3460030007767 C 764 ﾃﾞ  洋楽 タ行
西川 ザ・ベスト・オブ・ボブ・ディラン ボブ・ディラン 3460030004148 C 764 ﾃﾞ  洋楽 タ行
西川 グレイテスト・ヒッツ（レッド） デフ・レパード 3460030003839 C 764 ﾃﾞ  洋楽 タ行
西川 ベスト・オブ・１０ｃｃ～ヒストリカル・ヴァージョン １０ｃｃ 3460030006204 C 764 ﾃ  洋楽 タ行
西川 ベスト・オブ・ジョン・デンバー ジョン・デンバー 3460030003650 C 764 ﾃﾞ  洋楽 タ行
西川 ベスト・オブ・ドアーズ２０００（２ＣＤヴァージョン） ドアーズ 3460030003848 C 764 ﾄﾞ 2 洋楽 タ行
西川 ベスト・オブ・ドアーズ２０００（２ＣＤヴァージョン） ドアーズ 3460030003857 C 764 ﾄﾞ 2 洋楽 タ行
西川 グレイテスト・ヒッツ ドゥービー・ブラザーズ 3460030006213 C 764 ﾄﾞ  洋楽 タ行
西川 ベスト・オブ・トーキング・ヘッズ トーキング・ヘッズ 3460030006222 C 764 ﾄ 2 洋楽 タ行
西川 ベスト・オブ・トーキング・ヘッズ トーキング・ヘッズ 3460030006231 C 764 ﾄ 2 洋楽 タ行
西川 グレイテスト・ヒッツ～Ｐａｓｔ　Ｔｏ　Ｐｒｅｓｅｎｔ　１９７７－１９９０～ ＴＯＴＯ 3460030003875 C 764 ﾄ  洋楽 タ行
西川 オリビア～ベスト・オブ・オリビア・ニュートン・ジョン オリヴィア・ニュートン・ジョン 3460030006008 C 764 ﾆ  洋楽 ナ行
西川 ロックン・ロール ニューヨーク・ドールズ 3460030006278 C 764 ﾆ  洋楽 ナ行
西川 ニルヴァーナ・ベスト ニルヴァーナ 3460030006803 C 764 ﾆ  洋楽 ナ行
西川 ＳＴＡＲ　ＢＯＸ～ウィリー・ネルソン ウィリー・ネルソン 3460030008540 C 764 ﾈ  洋楽 ナ行
西川 ダンシング・シスター　ノーランズ・ベスト・ヒット・コレクション ノーランズ 1813100010865 C 764 ﾉ  洋楽 ナ行
西川 ベスト ジェーン・バーキン 3460030003507 C 764 ﾊﾞ  洋楽 ハ行
西川 グレイテスト・ヒッツ ザ・バーズ 3460030006527 C 764 ﾊﾞ  洋楽 ハ行
西川 パンク・ロック・ソングス バッド・レリジョン 3460030006634 C 764 ﾊﾞ  洋楽 ハ行
西川 ザ・ベスト１２００　ロバート・パーマー ロバート・パーマー 3460030007346 C 764 ﾊﾟ  洋楽 ハ行
西川 ＶＳ パール・ジャム 3460030006296 C 764 ﾊﾟ  洋楽 ハ行
西川 あなたのとりこ～シルヴィ・バルタン・ベスト・コレクション シルヴィ・バルタン 3460030008639 C 764 ﾊﾞ  洋楽 ハ行
西川 黒いワシ～ベスト・オブ・バルバラ《マーキュリー・フォーエバー・コレク

ション》
バルバラ 3460030008610 C 764 ﾊﾞ  洋楽 ハ行

西川 ヴェリー・ベスト・オブ・ハーレム・スキャーレム 3460030006302 C 764 ﾊ  洋楽 ハ行
西川 守護神伝～完全版 ハロウィン 3460030006311 C 764 ﾊ 2 洋楽 ハ行
西川 守護神伝～完全版 ハロウィン 3460030006320 C 764 ﾊ 2 洋楽 ハ行
西川 ア・コレクション～ベスト・オブ・マット・ビアンコ マット・ビアンコ 3460030006607 C 764 ﾋﾞ  洋楽 ハ行
西川 グレイテスト・ヒッツ ビー・ジーズ 3460030003919 C 764 ﾋﾞ 2 洋楽 ハ行
西川 グレイテスト・ヒッツ ビー・ジーズ 3460030003900 C 764 ﾋﾞ 2 洋楽 ハ行
西川 スーパーベスト ビーチ・ボーイズ 3460030003928 C 764 ﾋﾞ  洋楽 ハ行
西川 ザ・ビートルズ　１９６２年～１９６６年 ザ・ビートルズ 3460030003946 C 764 ﾋﾞ 2 洋楽 ハ行
西川 ザ・ビートルズ　１９６２年～１９６６年 ザ・ビートルズ 3460030003937 C 764 ﾋﾞ 2 洋楽 ハ行
西川 ザ・ビートルズ　１９６７年～１９７０年 ザ・ビートルズ 3460030003964 C 764 ﾋﾞ 2 洋楽 ハ行
西川 ベスト・オブ・Ｂ．Ｂ．キング Ｂ．Ｂ．キング 3460030007702 C 764 ﾋﾞ  洋楽 ハ行
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西川 ベスト・オブ・ヴィレッジ・ピープル ヴィレッジ・ピープル 3460030003033 C 764 ﾋﾞ  洋楽 ハ行
西川 ハート・オブ・ロックン・ロール！！ ヒューイ・ルイス・アンド・ザ・ニュース 3460030003973 C 764 ﾋ  洋楽 ハ行
西川 グレイテスト・ヒッツ ビョーク 3460030003982 C 764 ﾋﾞ  洋楽 ハ行
西川 マイ・ジェネレイション～ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ザ・フー ザ・フー 3460030004021 C 764 ﾌ  洋楽 ハ行
西川 グッド・アコースティックス ファイアーハウス 3460030006456 C 764 ﾌ  洋楽 ハ行
西川 ア・ディケイド・オヴ・フェア・ウォーニング（コンプリート・ベスト） フェア・ウォーニング 3460030006429 C 764 ﾌ  洋楽 ハ行
西川 グレイト・ブルース・マスターズ　Ｖｏｌ．３～ジョン・リー・フッカー ジョン・リー・フッカー 3460030008414 C 764 ﾌ  洋楽 ハ行
西川 ザ・ベスト・オブ ブラー 3460030006447 C 764 ﾌﾞ  洋楽 ハ行
西川 ジェイムス・ブラウン　グレイテスト・ヒッツ ジェイムス・ブラウン 3460030003463 C 764 ﾌﾞ 2 洋楽 ハ行
西川 ジェイムス・ブラウン　グレイテスト・ヒッツ ジェイムス・ブラウン 3460030003472 C 764 ﾌﾞ 2 洋楽 ハ行
西川 ザ・コンプリート・ブルース・ブラザーズ ブルース・ブラザーズ 3460030007364 C 764 ﾌﾞ 2 洋楽 ハ行
西川 オンリー・ユー～ザ・プラターズ・ベスト・セレクション ザ・プラターズ 3460030004059 C 764 ﾌﾟ  洋楽 ハ行
西川 ベスト・オブ・ブラック・サバス 3460030004068 C 764 ﾌﾞ 2 洋楽 ハ行
西川 ３０グレイテスト・ヒッツ アレサ・フランクリン 3460030002967 C 764 ﾌ 2 洋楽 ハ行
西川 ３０グレイテスト・ヒッツ アレサ・フランクリン 3460030002976 C 764 ﾌ 2 洋楽 ハ行
西川 ファイアー・アンド・ウォーター フリー 3460030004086 C 764 ﾌ  洋楽 ハ行
西川 原子心母 ピンク・フロイド 3460030004012 C 764 ﾋﾟ  洋楽 ハ行
西川 グレイト・ブルース・マスターズ　Ｖｏｌ．６～ローウェル・フルスン ローウェル・フルスン 3460030008441 C 764 ﾌ  洋楽 ハ行
西川 ＭＥＧＡエルヴィス～エルヴィス・プレスリー・エッセンシャル・コレクショ

ン
エルヴィス・プレスリー 3460030006779 C 764 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

西川 グレイテスト・ヒッツ プリテンダーズ 3460030007355 C 764 ﾌﾟ  洋楽 ハ行
西川 ベスト・オブ・ベイ・シティ・ローラーズ ベイ・シティ・ローラーズ 3460030007284 C 764 ﾍﾞ  洋楽 ハ行
西川 グレイテスト・ヒッツ ヴァン・ヘイレン 3460030003015 C 764 ﾍ  洋楽 ハ行
西川 ベスト・オブ・スザンヌ・ヴェガ スザンヌ・ヴェガ 3460030006124 C 764 ﾍﾞ  洋楽 ハ行
西川 ブロウ・バイ・ブロウ ジェフ・ベック 3460030003490 C 764 ﾍﾞ  洋楽 ハ行
西川 メロウ・ゴールド ベック 3460030006563 C 764 ﾍﾞ  洋楽 ハ行
西川 ジョニー・Ｂ・グッド～チャック・ベリー・ベスト・セレクション《Ｇｏｌｄｅｎ　Ｈｉｔ

ｓ　Ｐａｒａｄｅ》
チャック・ベリー 3460030003795 C 764 ﾍﾞ  洋楽 ハ行

西川 アルティメイト・コレクション ザ・ベンチャーズ 3460030004120 C 764 ﾍﾞ  洋楽 ハ行
西川 エクスペリエンス・ヘンドリックス～ベスト ジミ・ヘンドリックス 3460030003599 C 764 ﾍ  洋楽 ハ行
西川 ザ・ベリー・ベスト・オブ・ダリル・ホール＆ジョン・オーツ 3460030003768 C 764 ﾎ  洋楽 ハ行
西川 ｂｅｓｔ　ｏｆ　ｂｏｗｉｅ デヴィッド・ボウイ 3460030003820 C 764 ﾎﾞ  洋楽 ハ行
西川 グレイテスト・ヒッツ ボストン 3460030004139 C 764 ﾎﾞ  洋楽 ハ行
西川 グレイト・ブルース・マスターズ　Ｖｏｌ．２～ライトニン・ホプキンス ライトニン・ホプキンス 3460030008405 C 764 ﾎ  洋楽 ハ行
西川 ポリス　グレイテスト・ヒッツ ポリス 3460030004157 C 764 ﾎﾟ  洋楽 ハ行
西川 ポルナレフ・ベスト ミッシェル・ポルナレフ 3460030008595 C 764 ﾎﾟ  洋楽 ハ行
西川 ザ・ベスト！ ホワイトスネイク 3460030005987 C 764 ﾎ  洋楽 ハ行
西川 クロス・ロード～ザ・ベスト・オブＢＯＮ　ＪＯＶＩ ボン・ジョヴィ 3460030004175 C 764 ﾎﾞ  洋楽 ハ行
西川 神（帰ってきたフライング・アロウ） ＭＳＧ（マイケル・シェンカー・グループ） 3460030006367 C 764 ﾏ  洋楽 マ行
西川 レディース・アンド・ジェントルマン…ザ・ベスト・オブ・ジョージ・マイケル ジョージ・マイケル 3460030006465 C 764 ﾏ 2 洋楽 マ行
西川 レディース・アンド・ジェントルマン…ザ・ベスト・オブ・ジョージ・マイケル ジョージ・マイケル 3460030006474 C 764 ﾏ 2 洋楽 マ行
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西川 グレイト・ブルース・マスターズ　Ｖｏｌ．９～マジック・サム マジック・サム 3460030008479 C 764 ｻ  洋楽 マ行
西川 ベスト・オブ・リッキー・マーティン リッキー・マーティン 3460030004273 C 764 ﾏ  洋楽 マ行
西川 ウルトラ・マドンナ～グレイテスト・ヒッツ マドンナ 3460030004193 C 764 ﾏ  洋楽 マ行
西川 歌の贈りもの～ベスト・オブ・バリー・マニロウ バリー・マニロウ 3460030006287 C 764 ﾏ  洋楽 マ行
西川 夢のカリフォルニア～ベスト・オブ・ママス＆パパス ママス＆パパス 3460030004200 C 764 ﾏ  洋楽 マ行
西川 ＯＮＥ　ＬＯＶＥ～ザ・ベリー・ベスト・オブ・ボブ・マーリー＆ザ・ウェイ

ラーズ
ボブ・マーリー＆ザ・ウェイラーズ 3460030006572 C 764 ﾏ  洋楽 マ行

西川 ザ・ベスト・オブ・ＭＲ．ＢＩＧ ＭＲ．ＢＩＧ 3460030004219 C 764 ﾐ  洋楽 マ行
西川 永遠の愛の歌～ジョニ・ミッチェル・ベスト１ ジョニ・ミッチェル 3460030003641 C 764 ﾐ  洋楽 マ行
西川 グレイテスト・ヒッツ ベット・ミドラー 3460030007337 C 764 ﾐ  洋楽 マ行
西川 ゲイリー・ムーア・ベスト ゲイリー・ムーア 3460030006035 C 764 ﾑ  洋楽 マ行
西川 マイ・ベスト メイヤ 3460030006536 C 764 ﾒ  洋楽 マ行
西川 ルード・アウェイクニング メガデス 3460030006545 C 764 ﾒ 2 洋楽 マ行
西川 メタル・マスター メタリカ 3460030004228 C 764 ﾒ  洋楽 マ行
西川 ジャグド・リトル・ピル アラニス・モリセット 3460030005996 C 764 ﾓ  洋楽 マ行
西川 グレイテスト・ヒッツ モトリー・クルー 3460030004237 C 764 ﾓ  洋楽 マ行
西川 ザ・デフィニティヴ・モンキーズ（ベスト） モンキーズ 3460030004246 C 764 ﾓ  洋楽 マ行
西川 ハヴィング・ア・レイヴ・アップ＋１６ ザ・ヤードバーズ 3460030006788 C 764 ﾔ  洋楽 ヤ行
西川 １９８２－２０００ ヨーロッパ 3460030006616 C 764 ﾖ  洋楽 ヤ行
西川 グレイト・ブルース・マスターズ　Ｖｏｌ．４ オーティス・ラッシュ 3460030008423 C 764 ﾗ  洋楽 ラ行
西川 ラモーンズ・マニア ラモーンズ 3460030004264 C 764 ﾗ  洋楽 ラ行
西川 ベスト・オブ・トッド・ラングレン トッド・ラングレン 3460030003866 C 764 ﾗ  洋楽 ラ行
西川 …アンド・アウト・カム・ジ・ウルブス ランシド 3460030006625 C 764 ﾗ  洋楽 ラ行
西川 ワイルド・ワン～ベスト・オブ・シン・リジィ シン・リジィ 3460030003679 C 764 ﾘ  洋楽 ラ行
西川 グレイテスト・ヒッツ スティーヴィー・レイ・ヴォーン＆ダブル・ト

ラブル
3460030006133 C 764 ﾚ  洋楽 ラ行

西川 バトル・オブ・ロサンゼルス レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン 3460030006376 C 764 ﾚ  洋楽 ラ行
西川 ザ・ベスト！ レインボー 3460030004308 C 764 ﾚ  洋楽 ラ行
西川 ヴェリー・ベスト・オブ・シンプリー・レッド シンプリー・レッド 3460030006492 C 764 ﾚ 2 洋楽 ラ行
西川 ヴェリー・ベスト・オブ・シンプリー・レッド シンプリー・レッド 3460030006483 C 764 ﾚ 2 洋楽 ラ行
西川 ベスト・オブ・レッド・ツェッペリン～リマスターズ レッド・ツェッペリン 3460030004326 C 764 ﾚ  洋楽 ラ行
西川 レッド・ホット・チリ・ペッパーズ・スーパー・ベスト！！（ホワット・ヒッ

ツ！？）
レッド・ホット・チリ・ペッパーズ 3460030004335 C 764 ﾚ  洋楽 ラ行

西川 ザ・ベスト１２００　レーナード・スキナード レーナード・スキナード 3460030007293 C 764 ﾚ  洋楽 ラ行
西川 ジョン・レノン・アンソロジー ジョン・レノン 3460030006090 C 764 ﾚ 4 洋楽 ラ行
西川 ジョン・レノン・アンソロジー ジョン・レノン 3460030006106 C 764 ﾚ 4 洋楽 ラ行
西川 ジョン・レノン・アンソロジー ジョン・レノン 3460030006115 C 764 ﾚ 4 洋楽 ラ行
西川 ジョン・レノン・アンソロジー ジョン・レノン 3460030006080 C 764 ﾚ 4 洋楽 ラ行
西川 エッセンシャル・ケニー・ロギンス ケニー・ロギンス 3460030003418 C 764 ﾛ 2 洋楽 ラ行
西川 エッセンシャル・ケニー・ロギンス ケニー・ロギンス 3460030003409 C 764 ﾛ 2 洋楽 ラ行
西川 ザ・ベスト１２００　ケニー・ロジャース ケニー・ロジャース 3460030008568 C 764 ﾛ  洋楽 ラ行
西川 ベスト・オブ・ダイアナ・ロス ダイアナ・ロス 3460030003759 C 764 ﾛ  洋楽 ラ行
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西川 エッセンシャル・シンディ・ローパー シンディ・ローパー 3460030003660 C 764 ﾛ  洋楽 ラ行
西川 フォーティー・リックス ザ・ローリング・ストーンズ 3460030004362 C 764 ﾛ 2 洋楽 ラ行
西川 フォーティー・リックス ザ・ローリング・ストーンズ 3460030004371 C 764 ﾛ 2 洋楽 ラ行
西川 グレイト・ブルース・マスターズ　Ｖｏｌ．８～ジョニー・ギター・ワトスン ジョニー・ギター・ワトスン 3460030008460 C 764 ﾜ  洋楽 ワ行
西川 ザ・ベスト ワム！ 3460030004380 C 764 ﾜ  洋楽 ワ行
西川 グレイテスト・ヒッツ スティーヴィー・ワンダー 3460030003712 C 764 ﾜ  洋楽 ワ行
西川 ベスト・オブ・ムード・ミュージック 3460030005889  611 ﾑﾄﾞ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 ベスト・セレクション フランソワーズ・アルディ 3460030008648 C 764 ｱ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 生まれてくれてありがとう 3460030007201 C 764 ｳ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 ゲンスブール・フォーエヴァー 3460030006170 C 764 ｹﾞ 2 洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 ゲンスブール・フォーエヴァー 3460030006189 C 764 ｹﾞ 2 洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 ＴＨＩＳ　ＩＳ　ＨＩＰ　ＨＯＰ　ＣＬＡＳＳＩＣＳ　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ＆ＴＨＥ　ＧＲＥＡＴ

ＥＳＴ
1813000000777 C 764 ﾃﾞ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 エディット・ピアフ《ＳＵＰＥＲ　ＮＯＷ》 3460030008586 C 764 ﾋﾟ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 僕たちの洋楽ヒット　モア・デラックス　Ｖｏｌ．１　１９５５－６３ 1813100011011 C 764 ﾎﾞ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 枯葉～ベスト・オブ・イヴ・モンタン イヴ　モンタン 3460030008577 C 764 ﾓ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 ’７０ｓ　ディスコ・ヒッツ （オムニバス） アラベスク 1813100010829 C 765 ﾃﾞ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 Ｈｕｌａ～Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｍｕｓｉｃ　ｆｏｒ　Ｈｕｌａ　Ｄａｎｃｅｒ 3460030009233  419 ﾌﾗ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 決定版！　アルゼンチン・タンゴ 3460030005922  629 ｱﾙ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 決定版！　フラメンコ 3460030005913  629 ﾌﾗ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 決定版！　ラテン 3460030005904  629 ﾗﾃ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 ウェディング・ソングス／α波オルゴール ブルーライトワークス 1813100011076 C 760 ｳ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 ＴＨＥ　世界遺産　Ｍｕｓｉｃ　Ｈｅｒｉｔａｇｅ （ヒーリング） 鳥山雄司 1813100010159 C 760 ｻﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 ラブ・バラード～リメンバー　α波オルゴール・ベスト ブルーライトワークス 1813100011085 C 760 ﾗ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 リラックス・クリスマス／α波オルゴール ブルーライトワークス 石黒孝子 1813100011067 C 760 ﾘ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 サクラ　ソング 1813100010702 C 762 ｻ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 エステーラ 村治佳織／ｇ 3460030007319 C 762 ﾑ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 ベスト・オブ・オリジナル・ギター・スリンガー～デラックス・エディション ジョニー・ウィンター 3460030008521 C 764 ｳ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 リチャード・クレイダーマン リチャード・クレイダーマン 1813100010918 C 764 ｸ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 ピアノ・カフェ～ヒーリング・ジャズ～ ジェイコブ・コーラー 1813000000580 C 764 ｺ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 家カフェ～スウィート・ボッサ 1813000000688 C 767 ｲ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 眠れる風の二胡～アジアン・ヒーリング～ 甘建民 磯村由紀子／ｐ 1813000000131 C 767 ｲ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 小さな喫茶店　～東京タンゴ・カフェ 小松亮太 1813100010186 C 767 ｺ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 女子十二楽坊～Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｅｎｅｒｇｙ 女子十二楽坊 3460030005851 C 767 ｼﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 Ｉ　ａｍ　ｗｉｔｈ　ｙｏｕ 東儀秀樹 3460030005860 C 767 ﾄ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 Ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ　Ｔｒａｃｋ 葉加瀬太郎 3460030005127 C 767 ﾊ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 ザ・ベスト　ハンドベル・カフェ 下田和男／指揮 ＧＲＥＥＮ　ＭＥＡＤＯＷハ

ンドベルリンガーズ
1813000000122 C 767 ﾊ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

西川 アニメ・ド・キャトルマン Ｌｅｓ　Ｆｒｅｒｅｓ 1813100010417 C 767 ﾚ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 ドリーム～ディズニー・グレイテスト・ソングス～アニメーション版 1813000000113 C 768 ﾃﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 コンプリート・ベストセレクション 久石　譲 3460030005753 C 768 ﾋ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 ＷＯＲＫＳ　２～Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｎｉｇｈｔｓ 久石譲 3460030007829 C 768 ﾋ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
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西川 和楽器でアニソン ＴＥＡＭ　Ｊ　クラシック・オーケストラ 1813000000740 C 768 ﾜ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 タンゴ幻想 3460030002250  814 ﾀﾝ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 ピアノ・ヒーリング～メロディー～ピュア・トーン・コレクション 3460030005898  815 ﾒﾛ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 ベスト・オブ・ハワイアン 3460030005931  999 ﾊﾜ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
西川 懐かしのテレビドラマ主題歌　ベスト 1813000000697 C 768 ﾅ  映画音楽TV主題歌

西川 ベスト・ミュージカル～THE BEST～ 1813100010426 C 768 ﾍﾞ  映画音楽ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

西川 生まれ来るあなたと～ヴォーカル編 3460030007186  419 ｳﾏ  映画音楽その他

西川 決定版！　永遠の映画音楽 3460030005557  421 ｴｲ  映画音楽その他

西川 決定版　ＳＦ＆アクション映画音楽 3460030005584  421 ｴｽ  映画音楽その他

西川 決定版！　感動の映画音楽 3460030005575  421 ｶﾝ  映画音楽その他

西川 決定版　西部劇映画音楽 3460030005593  421 ｾｲ  映画音楽その他

西川 決定版！　不滅の映画音楽 3460030005566  421 ﾌﾒ  映画音楽その他

西川 ヘンリー・マンシーニ自作自演　ｗｉｔｈ　ＲＰＯ　ＰＯＰＳ 3460030001979  819 ﾍﾝ  映画音楽その他

西川 「グレイテスト・ショーマン」オリジナル・サウンドトラック ベンジ・パセック ジャスティン・ポール 1813000000839 C 768 ｸﾞ  ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ
西川 「ラ・ラ・ランド」オリジナル・サウンドトラック 1813000000650 C 768 ﾗ  ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ
西川 青江美奈　ＢＥＳＴ　ＯＮＥ 青江三奈 3460030004415 C 763 ｱ  邦楽 ア行
西川 赤木圭一郎オールモスト・コレクション 赤木圭一郎 3460030004424 C 763 ｱ  邦楽 ア行
西川 浅丘ルリ子　６０’ｓレコーディング・マスターズ 3460030009298 C 763 ｱ 2 邦楽 ア行
西川 Ｌｏｎｇ　Ｇｏｏｄ－ｂｙｅ 浅川マキ 1813100010210 C 763 ｱ  邦楽 ア行
西川 ベストカバーズ～もっと日本。～ 中孝介 1813100010963 C 763 ｱ  邦楽 ア行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　アリス アリス 3460030004442 C 763 ｱ 2 邦楽 ア行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　アリス アリス 3460030004433 C 763 ｱ 2 邦楽 ア行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　ＲＣ　ＳＵＣＣＥＳＳＩＯＮ ＲＣ　ＳＵＣＣＥＳＳＩＯＮ 3460030004451 C 763 ｱ  邦楽 ア行
西川 ベスト・セレクション１ ＴＨＥ　ＡＬＦＥＥ 3460030004460 C 763 ｱ  邦楽 ア行
西川 ベスト・セレクション２ ＴＨＥ　ＡＬＦＥＥ 3460030004470 C 763 ｱ  邦楽 ア行
西川 淡谷のり子全曲集 淡谷のり子 3460030007640 C 763 ｱ  邦楽 ア行
西川 ＬＩＦＥ アンジェラ・アキ 1813100010201 C 763 ｱ  邦楽 ア行
西川 石原裕次郎《ＲＥ－ＭＡＳＴＥＲ　ＶＯＩＣＥ》 3460030004498 C 763 ｲ 2 邦楽 ア行
西川 石原裕次郎《ＲＥ－ＭＡＳＴＥＲ　ＶＯＩＣＥ》 3460030004489 C 763 ｲ 2 邦楽 ア行
西川 泉谷しげるベスト盤 泉谷しげる 3460030004504 C 763 ｲ  邦楽 ア行
西川 ベスト・コレクション 五輪真弓 3460030004513 C 763 ｲ  邦楽 ア行
西川 ＧＯＬＤＥＮ　ＢＥＳＴ 井上陽水 3460030004522 C 763 ｲ  邦楽 ア行
西川 ＰＲＩＤＥ 今井美樹 3460030005824 C 763 ｲ  邦楽 ア行
西川 ｓｉｎｇｓ　ｓｏｕｌ　ｂａｌｌａｄｓ 忌野清志郎 1813100011002 C 763 ｲ  邦楽 ア行
西川 イルカ　セレクション 3460030004531 C 763 ｲ  邦楽 ア行
西川 ヒット・コレクション決定盤 内山田洋とクール・ファイブ 3460030007257 C 763 ｳ  邦楽 ア行
西川 魂，ＡＲＢ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＢＥＳＴ　１９７８～１９９０ ＡＲＢ 3460030004540 C 763 ｴ 2 邦楽 ア行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　大田裕美～コンプリート・シングル・コレクション 太田裕美 3460030004578 C 763 ｵ 2 邦楽 ア行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　大田裕美～コンプリート・シングル・コレクション 太田裕美 3460030004569 C 763 ｵ 2 邦楽 ア行
西川 ニュー・ベスト 大貫妙子 3460030004587 C 763 ｵ  邦楽 ア行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　尾崎亜美 尾崎亜美 3460030004602 C 763 ｵ  邦楽 ア行
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西川 ＡＲＴＥＲＹ＆ＶＥＩＮ～ＴＨＥ　ＶＥＲＹ　ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＹＵＴＡＫＡ　ＯＺＡＫＩ 尾崎豊 3460030004611 C 763 ｵ  邦楽 ア行
西川 ＡＲＴＥＲＹ＆ＶＥＩＮ～ＴＨＥ　ＶＥＲＹ　ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＹＵＴＡＫＡ　ＯＺＡＫＩ 尾崎豊 3460030004620 C 763 ｵ 2 邦楽 ア行
西川 あの日　あの時 小田和正 1813000000703 C 763 ｵ  邦楽 ア行
西川 ツイン・ベスト オフコース 3460030004667 C 763 ｵ 2 邦楽 ア行
西川 ツイン・ベスト オフコース 3460030004658 C 763 ｵ 2 邦楽 ア行
西川 オリジナル・ラヴ・ベスト《２０００　ＢＥＳＴ》 オリジナル・ラヴ 3460030008272 C 763 ｵ  邦楽 ア行
西川 上杉香緒里　２０１９年全曲集 上杉香緒里 1813000000810 C 766 ｳ  邦楽 ア行
西川 海援隊ベスト・コレクション～漂泊浪漫｜心をこめて回天篇 海援隊 3460030004685 C 763 ｶ  邦楽 カ行
西川 海援隊ベスト・コレクション～漂泊浪漫｜心をこめて回天篇 海援隊 3460030004694 C 763 ｶ  邦楽 カ行
西川 甲斐バンド　シングルズ 甲斐バンド 3460030004710 C 763 ｶ 2 邦楽 カ行
西川 甲斐バンド　シングルズ 甲斐バンド 3460030004700 C 763 ｶ 2 邦楽 カ行
西川 ベストドリーミン かぐや姫 3460030004738 C 763 ｶ 2 邦楽 カ行
西川 ベストドリーミン かぐや姫 3460030004729 C 763 ｶ 2 邦楽 カ行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　加藤登紀子 加藤登紀子 3460030005833 C 763 ｶ 2 邦楽 カ行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　加藤登紀子 加藤登紀子 3460030005842 C 763 ｶ 2 邦楽 カ行
西川 加山　雄三　プレミアム・ベスト 加山　雄三 1813100010462 C 763 ｶ  邦楽 カ行
西川 グレイテスト・ヒッツ～アビーロード・スタジオ・マスタリング 加山雄三 3460030006643 C 763 ｶ  邦楽 カ行
西川 ＥＶＥＲ　ＧＲＥＥＮ～ＭＩＤＯＲＩ　ＫＡＲＡＳＨＩＭＡ　ＢＥＳＴ　ＡＬＢＵＭ 辛島美登里 3460030004747 C 763 ｶ  邦楽 カ行
西川 ＭＥＭＯＲＩＡＬ 河島英五 3460030004765 C 763 ｶ 2 邦楽 カ行
西川 ＭＥＭＯＲＩＡＬ 河島英五 3460030004756 C 763 ｶ 2 邦楽 カ行
西川 北島三郎～ファンが選んだベストヒット16～ 北島三郎 3460030007865 C 763 ｷ  邦楽 カ行
西川 北島三郎～ファンが選んだベストヒット16～ 北島三郎 1813000000866 C 763 ｷ  邦楽 カ行
西川 ザ・ニュー・ベスト・オブ・喜納昌吉＆チャンプルーズ 喜納昌吉＆チャンプルーズ 3460030004774 C 763 ｷ 2 邦楽 カ行
西川 ザ・ニュー・ベスト・オブ・喜納昌吉＆チャンプルーズ 喜納昌吉＆チャンプルーズ 3460030004783 C 763 ｷ 2 邦楽 カ行
西川 ザ★ベスト キャロル 3460030004792 C 763 ｷ  邦楽 カ行
西川 キャンディーズベスト《２０００　ＢＥＳＴ》 キャンディーズ 3460030004809 C 763 ｷ  邦楽 カ行
西川 ＴＯＰ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＰＯＰＳ 桑田佳祐 3460030004827 C 763 ｸ  邦楽 カ行
西川 ＴＯＰ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＰＯＰＳ 桑田佳祐 3460030004818 C 763 ｸ  邦楽 カ行
西川 ベスト～ｆｉｒｓｔ　ｔｈｉｎｇｓ～ 倖田來未 3460030009476 C 763 ｺ 2 邦楽 カ行
西川 ベスト 小坂明子 3460030004836 C 763 ｺ  邦楽 カ行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　越路吹雪 越路吹雪 3460030007720 C 763 ｺ  邦楽 カ行
西川 シングル・コレクション コダイゴ 3460030004854 C 763 ｺﾞ  邦楽 カ行
西川 シングル・コレクション コダイゴ 3460030004845 C 763 ｺﾞ 2 邦楽 カ行
西川 ゴールデン☆ベスト～小林旭 小林旭 3460030007687 C 763 ｺ  邦楽 カ行
西川 小林幸子　ゴールデンベスト 小林幸子 3460030007631 C 763 ｺ  邦楽 カ行
西川 １５周年ベスト 栗コーダーカルテット 1813100010364 C 767 ｸ  邦楽 カ行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　坂本九 坂本九 3460030004863 C 763 ｻ  邦楽 サ行
西川 海のＹｅａｈ！！ サザンオールスターズ 3460030005950 C 763 ｻ  邦楽 サ行
西川 海のＯｈ，Ｙｅａｈ！！ サザンオールスターズ 1813000000795 C 763 ｻ  邦楽 サ行
西川 私花集（アンソロジィ） さだまさし 3460030006705 C 763 ｻ  邦楽 サ行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　サディスティック・ミカ・バンド サディスティック・ミカ・バンド 3460030005969 C 763 ｻ  邦楽 サ行
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西川 Ｎｏ　Ｄａｍａｇｅ 佐野元春 3460030006670 C 763 ｻ  邦楽 サ行
西川 ZABADAKゴールデン☆ベスト ZABADAK 1813100010909 C 763 ｻﾞ  邦楽 サ行
西川 ＴＨＥ　ＧＲＥＡＴＥＳＴ　ＳＨＥＥＮＡ＆ＴＨＥ　ＲＯＫＫＥＴＳ シーナ＆ザ・ロケッツ 3460030004881 C 763 ｼ  邦楽 サ行
西川 椎名恵ベスト《ビューティー・パワー・スーパー・セレクション》 椎名恵 3460030004872 C 763 ｼ  邦楽 サ行
西川 何も言えなくて…～ザ・ベスト・オブ・ジェイ・ウォーク ＪＡＹＷＡＬＫ 3460030005978 C 763 ｼﾞ  邦楽 サ行
西川 RAKA 志方あきこ 1813100010892 C 763 ｼ  邦楽 サ行
西川 澁谷文太郎／あなたに贈る愛の歌 澁谷　文太郎 3460030008684  763 ｼ  邦楽 サ行
西川 ＷＡＬＫ ＴＯＷＡＲＤＳ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ ＪＵＮ ＳＫＹ ＷＡＬＫＥＲ（Ｓ） 3460030004890 C 763 ｼﾞ  邦楽 サ行
西川 Ｂｅｓｔ　Ｗｉｓｈｅｓ スターダスト・レビュー 3460030004907 C 763 ｽ 2 邦楽 サ行
西川 Ｂｅｓｔ　Ｗｉｓｈｅｓ スターダスト・レビュー 3460030004916 C 763 ｽ 2 邦楽 サ行
西川 ザ・スパイダース・コンプリート・シングルズ ザ・スパイダース 3460030004934 C 763 ｽ 2 邦楽 サ行
西川 ザ・スパイダース・コンプリート・シングルズ ザ・スパイダース 3460030004925 C 763 ｽ 2 邦楽 サ行
西川 ツイン・パック　島倉千代子 島倉千代子 1813100010490 C 766 ｼ  邦楽 サ行
西川 ゴールデン☆ベスト～ザ・タイガース ザ・タイガース 3460030006750 C 763 ﾀ  邦楽 タ行
西川 ｔｈｅ　ｂｅｓｔ～ｎｅｗ　ｅｄｉｔｉｏｎ～ 髙橋真梨子 3460030007800 C 763 ﾀ 2 邦楽 タ行
西川 ありがとう　３０周年記念ベストアルバム ダ・カーポ 3460030004943 C 763 ﾀﾞ  邦楽 タ行
西川 ダークダックス　ゴールデン☆ベスト ダークダックス 3460030007696 C 763 ﾀﾞ  邦楽 タ行
西川 ベスト・パック 竹内まりや 3460030004952 C 763 ﾀ  邦楽 タ行
西川 ザ・ベスト・セレクション～昴｜いい日旅立ち 谷村新司 3460030004961 C 763 ﾀ  邦楽 タ行
西川 花とゆめ 谷山浩子 1813100010856 C 763 ﾀ  邦楽 タ行
西川 ＶＩＲＴＵＡＬ　ＣＯＮＣＥＲＴ　２００３　朝日のあたる家 ちあきなおみ 3460030007794 C 763 ﾁ  邦楽 タ行
西川 ＶＩＲＴＵＡＬ　ＣＯＮＣＥＲＴ　２００３　朝日のあたる家 ちあきなおみ 1813000000893 C 763 ﾁ  邦楽 タ行
西川 ＡＬＬ　ＳＯＮＧＳ　ＲＥＱＵＥＳＴ チェッカーズ 3460030004970 C 763 ﾁ  邦楽 タ行
西川 ＶＥＲＹ　ＢＥＳＴ　ＲＯＬＬ　ＯＶＥＲ　２０ＴＨ ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡ 3460030004980 C 763 ﾁ  邦楽 タ行
西川 チューリップ・シングルス チューリップ 3460030004999 C 763 ﾁ 3 邦楽 タ行
西川 チューリップ・シングルス チューリップ 3460030005010 C 763 ﾁ 3 邦楽 タ行
西川 Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｂｌｕｅ 手嶌葵 1813100010972 C 763 ﾃ  邦楽 タ行
西川 寺内タケシとブルージーンズ・ツイン・ベスト《青春の歌》 寺内タケシとブルージーンズ 3460030005029 C 763 ﾃ 2 邦楽 タ行
西川 寺内タケシとブルージーンズ・ツイン・ベスト《青春の歌》 寺内タケシとブルージーンズ 3460030005038 C 763 ﾃ 2 邦楽 タ行
西川 テレサ・テン全曲集 テレサ・テン 3460030005047 C 763 ﾃ 2 邦楽 タ行
西川 ヴォーカリスト　ヴィンテージ 德永英明 1813100010711 C 763 ﾄ  邦楽 タ行
西川 ヴォーカリスト　ヴィンテージ 德永英明 1813000000875 C 763 ﾄ  邦楽 タ行
西川 グレイテストヒッツ“ＴＨＥ　ＳＯＵＬ” ドリームズ・カム・トゥルー 3460030007856 C 763 ﾄﾞ 2 邦楽 タ行
西川 ＴＨＥ　ＳＯＵＬ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＰＥＯＰＬＥ～東日本大震災支援ベストア

ルバム～
ドリームズ・カム・トゥルー 1813100010319 C 763 ﾄﾞ  邦楽 タ行

西川 トワ・エ・モワ　ベスト３０《音得－ＯＴＯＫＵ－シリーズ》 トワ・エ・モワ 3460030005074 C 763 ﾄ 2 邦楽 タ行
西川 トワ・エ・モワ　ベスト３０《音得－ＯＴＯＫＵ－シリーズ》 トワ・エ・モワ 3460030005065 C 763 ﾄ 2 邦楽 タ行
西川 大銀幕：ベストアルバム／中島みゆき 中島みゆき（Ｖ） 1813100010874 C 763 ﾅ  邦楽 ナ行
西川 ベストアルバム　大吟醸 中島みゆき 3460030005083 C 763 ﾅ  邦楽 ナ行
西川 ベストアルバム　大吟醸 中島みゆき 1813000000884 C 763 ﾅ  邦楽 ナ行
西川 ＴＶセレクト 中西俊博 3460030007838  768 ﾅ  邦楽 ナ行
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西川 ベスト・コレクション～いつかの少年 長渕剛 3460030005109 C 763 ﾅ 3 邦楽 ナ行
西川 ベスト・コレクション～いつかの少年 長渕剛 3460030005092 C 763 ﾅ 3 邦楽 ナ行
西川 ベスト・コレクション～いつかの少年 長渕剛 3460030005118 C 763 ﾅ 3 邦楽 ナ行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ～まるで映画のひとこまのように…… 倍賞千恵子 3460030007874 C 763 ﾊﾞ 2 邦楽 ハ行
西川 シングルスはっぴいえんど はっぴいえんど 3460030005136 C 763 ﾊ  邦楽 ハ行
西川 Ｔｈｅ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｓｈｏｇｏ　Ｈａｍａｄａ｛Ｓｉｎｃｅ　１９７５｝ 浜田省吾 3460030005145 C 763 ﾊ  邦楽 ハ行
西川 ＢＥＧＩＮシングル大全集 ＢＥＧＩＮ 1813000000900 C 763 ﾋﾞ  邦楽 ハ行
西川 ＢＥＧＩＮシングル大全集 ＢＥＧＩＮ 3460030007220 C 763 ﾋﾞ 2 邦楽 ハ行
西川 Ｂ’ｚ　Ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ　Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｂ’ｚ 3460030005163 C 763 ﾋﾞ  邦楽 ハ行
西川 Ｂ’ｚ　Ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ　｛Ｐｌｅａｓｕｒｅ｝ Ｂ’ｚ 3460030005154 C 763 ﾋﾞ  邦楽 ハ行
西川 歌祭文～ＡＬＬ　ＴＩＭＥ　ＢＥＳＴ～ 一青窈 1813000000660 C 763 ﾋ  邦楽 ハ行
西川 全曲集 ザ・ピーナッツ 3460030006652 C 763 ﾋﾟ  邦楽 ハ行
西川 Ｋｅｎ　Ｈｉｒａｉ　１０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

’９５－’０５　歌バカ
平井堅 3460030009467 C 763 ﾋ 2 邦楽 ハ行

西川 ビリー・バンバン　ツイン・ベスト《青春の歌》 ビリー・バンバン 3460030005172 C 763 ﾋﾞ 2 邦楽 ハ行
西川 ゴールデン☆ベスト　ビリー・バンバン　～また君に恋してる～ ビリーバンバン 1813100010195 C 763 ﾋﾞ  邦楽 ハ行
西川 ピンクレディー　ゴールデン☆ベスト～コンプリート・シングル・コレクショ

ン
ピンク・レディー 1813100010883 C 763 ﾋﾟ  邦楽 ハ行

西川 ピンク・レディー・ベスト・ヒット・アルバム ピンク・レディー 3460030005207 C 763 ﾋﾟ 2 邦楽 ハ行
西川 ピンク・レディー・ベスト・ヒット・アルバム ピンク・レディー 3460030005190 C 763 ﾋﾟ 2 邦楽 ハ行
西川 フォーク・クルセダーズ・アンド・ゼン～ツイン・ベスト 3460030009378 C 763 ﾌ 2 邦楽 ハ行
西川 ベスト・セレクション 布施明 3460030006661 C 763 ﾌ  邦楽 ハ行
西川 舟木一夫ゴールデンベスト 舟木一夫 3460030005216 C 763 ﾌ  邦楽 ハ行
西川 シングルス・プラス ザ・ブーム 3460030005234 C 763 ﾌﾞ 2 邦楽 ハ行
西川 シングルス・プラス ザ・ブーム 3460030005225 C 763 ﾌﾞ 2 邦楽 ハ行
西川 ＴＨＩＳ　ＢＯＯＷＹ ＢＯφＷＹ 3460030005243 C 763 ﾎﾞ  邦楽 ハ行
西川 ツイン・パック　細川たかし 細川たかし 1813100010749 C 766 ﾎ  邦楽 ハ行
西川 本田美奈子　ゴールデン☆ベスト 本田美奈子 3460030007758 C 763 ﾎ  邦楽 ハ行
西川 松崎しげる《ＮＥＷ　ＢＥＳＴ　ＯＮＥ》 3460030005252 C 763 ﾏ  邦楽 マ行
西川 ザ・プレミアムベスト　松山千春 松山千春 1813100010838 C 763 ﾏ  邦楽 マ行
西川 全曲集２０００～川の流れのように２０００ 美空ひばり 3460030005270 C 763 ﾐ  邦楽 マ行
西川 オール・ザ・ベスト 南こうせつ 3460030005280 C 763 ﾐ  邦楽 マ行
西川 ～歌芸の軌跡～三波春夫全曲集 三波春夫 3460030005305 C 763 ﾐ 2 邦楽 マ行
西川 0.246527778 みほりょうすけ 1813100010613 C 763 ﾐ  邦楽 マ行
西川 Ｌｅａｆ みほりょうすけ 1813100010391 C 763 ﾐ  邦楽 マ行
西川 都はるみゴールデンベスト 都はるみ 3460030007622 C 763 ﾐ  邦楽 マ行
西川 最新ベスト 森山良子 3460030006680 C 763 ﾓ  邦楽 マ行
西川 最新ベスト 森山良子 1813000000848 C 763 ﾓ  邦楽 マ行
西川 ｍａｒａｓｙ　ｐｉａｎｏ　ｗｏｒｌｄ まらしぃ 1813000000187 C 767 ﾏ  邦楽 マ行
西川 八神純子　ゴールデン★ベスト 八神純子 1813100010023 C 763 ﾔ  邦楽 ヤ行
西川 ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ　山口百恵～ＰＬＡＹＢＡＣＫ　ＭＯＭＯＥ　ｐａｒｔ２ 山口百恵 3460030005323 C 763 ﾔ 2 邦楽 ヤ行
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西川 ＨＯＢＯ’ｓ　ＭＵＳＩＣ 山崎まさよし 1813100010220 C 763 ﾔ  邦楽 ヤ行
西川 グレイテスト・ヒッツ！ 山下達郎 3460030005332 C 763 ﾔ  邦楽 ヤ行
西川 グレイテスト・ヒッツ！ 山下達郎 1813000000857 C 763 ﾔ  邦楽 ヤ行
西川 1969 由紀さおり ピンク・マティーニ 1813100010990 C 763 ﾕ  邦楽 ヤ行
西川 歌・うた・唄～あなたが選ぶＢＥＳＴ２０～ 由紀さおり・安田祥子 3460030007749 C 763 ﾕ  邦楽 ヤ行
西川 吉田拓郎ベスト《２０００　ＢＥＳＴ》 吉田拓郎 3460030005341 C 763 ﾖ  邦楽 ヤ行
西川 ＲＡＭ　ＷＩＲＥ　ＢＥＳＴ ＲＡＭ　ＷＩＲＥ 1813000000178 C 763 ﾗ  邦楽 ラ行
西川 ４０周年記念盤！～別れても好きな人 ロス・インディオス 3460030005360 C 763 ﾛ 2 邦楽 ラ行
西川 ４０周年記念盤！～別れても好きな人 ロス・インディオス 3460030005350 C 763 ﾛ 2 邦楽 ラ行
西川 ＵＣ　ＹＭＯ ＹＭＯ 3460030007239 C 763 ﾜ 2 邦楽 ワ行
西川 軌跡　ＢＥＳＴ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ＋ 和楽器バンド 1813000000561 C 763 ﾜ  邦楽 ワ行
西川 和田弘とマヒナスターズ　ベスト 和田弘とマヒナスターズ 3460030009289 C 763 ﾜ  邦楽 ワ行
西川 日本の名歌　ベストコレクション 3460030005717  321 ﾆﾂ 5 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 日本の名歌　ベストコレクション 3460030005691  321 ﾆﾂ 5 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 日本の名歌　ベストコレクション 3460030005682  321 ﾆﾂ 5 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 日本の名歌　ベストコレクション 3460030005708  321 ﾆﾂ 5 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 愛の囁き！デュエット特選集 3460030009304 C 763 ｱ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 アジアの歌，こころの唄～ＡＳＩＡＮ　ＶＯＩＣＥＳ 3460030005735 C 763 ｱ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 オールスター９０’ｓベスト 1813000000211 C 763 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 １９８１～１９８３　ＣＤ選書ベスト 3460030006732 C 763 ｼ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 １９８４～１９９２　ＣＤ選書ベスト 3460030006741 C 763 ｼ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 青春歌年鑑　演歌歌謡編　１９６０年代ベスト （オムニバス） 西田佐知子 3460030007373 C 763 ｾ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 青春歌年鑑　演歌歌謡編　１９８０年代ベスト （オムニバス） 竜鉄也 1813100010720 C 763 ｾ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 青春のフォーク＆ポップス　７０’ｓ （オムニバス） 1813100010847 C 763 ｾ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 ｄｏｒｉｋｏ　１０ｔｈ　ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　ｔｒｉｂｕｔｅ ｄｏｒｉｋｏ 1813000000730 C 763 ﾄﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 ニューミュージック・ベストヒット 3460030005539 C 763 ﾆ 2 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 演歌　スーパーデラックス （オムニバス） 都はるみ 1813100010266 C 766 ｴ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 戦時歌謡　ベスト 1813000000768 C 766 ｾ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 プラチナムベスト～永遠の昭和歌謡名曲集 1813000000801 C 766 ﾌﾟ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 武人・合戦唄絵巻～武蔵・源平・田原坂～ 1813000000570 C 768 ﾌﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 守破離の絲　ＳＨＵ－ＨＡ－ＲＩ－ＮＯ－ＩＴＯ 史佳Ｆｕｍｉｙｏｓｈｉ 1813000000721 C 761 ﾌ  純邦楽琴三味線

西川 ＴＡＴＡＫＵ～ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＫＯＤＯ２　１９９４－１９９９ 鼓童 3460030007328 C 761 ｺ  純邦楽打楽器類

西川 竹のうた 狩野泰一 1813100010168 C 761 ｶ  純邦楽笛/尺八等

西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（１０）－映画主題歌－ 3460030005468  111 ﾆﾂ  日本のうた
西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（１）－ラジオ歌謡－ 3460030005379  111 ﾆﾂ  日本のうた
西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（２）－青春の歌－ 3460030005388  111 ﾆﾂ  日本のうた
西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（３）－スターこの歌－ 3460030005397  111 ﾆﾂ  日本のうた
西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（４）－童謡・唱歌－ 3460030005403  111 ﾆﾂ  日本のうた
西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（５）－演歌スタンダー

ド－
3460030005412  111 ﾆﾂ  日本のうた
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西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（６）－演歌スタンダー

ド－
3460030005421  111 ﾆﾂ  日本のうた

西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（７）－日本の名唱－ 3460030005430  111 ﾆﾂ  日本のうた
西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（８）－懐かしのメロ

ディスタンダード（戦前編）－
3460030005440  111 ﾆﾂ  日本のうた

西川 和楽器　日本情緒　１００曲選　さくらさくら／赤とんぼ 和楽器　日本情緒　１００曲選　さくらさくら 3460030005790  212 ﾜｶﾞ 5 日本のうた
西川 和楽器　日本情緒　１００曲選　さくらさくら／赤とんぼ 和楽器　日本情緒　１００曲選　さくらさくら 3460030005780  212 ﾜｶﾞ 5 日本のうた
西川 和楽器　日本情緒　１００曲選　さくらさくら／赤とんぼ 和楽器　日本情緒　１００曲選　さくらさくら 3460030005806  212 ﾜｶﾞ 5 日本のうた
西川 和楽器　日本情緒　１００曲選　さくらさくら／赤とんぼ 和楽器　日本情緒　１００曲選　さくらさくら 3460030005815  212 ﾜｶﾞ 5 日本のうた
西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（１１）－赤とんぼ－ 3460030005477  322 ﾆﾂ  日本のうた
西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（１２）－時代と青春－ 3460030005486  322 ﾆﾂ  日本のうた
西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（１３）－青春の夢－ 3460030005495  322 ﾆﾂ  日本のうた
西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（１４）－ある愛の詩－ 3460030005501  322 ﾆﾂ  日本のうた
西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（１５）－この道～人の

世の詩～－
3460030005510  322 ﾆﾂ  日本のうた

西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（１６）－ラジオ深夜便
アンカーによるリクエスト集－

3460030005520  322 ﾆﾂ  日本のうた

西川 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」にっぽんの歌　こころの歌（９）－懐かしのメロ
ディスタンダード（戦後編）－

3460030005459  322 ﾆﾂ  日本のうた

西川 ＮＨＫみんなのうた最新ベスト《ＫＩＮＧ　ＴＷＩＮ　ＢＥＳＴ》 3460030005673 C 769 ｴ  日本のうた
西川 ＮＨＫみんなのうた最新ベスト《ＫＩＮＧ　ＴＷＩＮ　ＢＥＳＴ》 3460030005664 C 769 ｴ  日本のうた
西川 日本の歌 3460030001683  816 ﾆﾂ  日本のうた
西川 おけさぶし 伊藤多喜雄 3460030006859  211 ｲﾄ  日本民謡
西川 決定版　日本の民謡６　新潟 3460030006830  211 ｹﾂ  日本民謡
西川 決定版　ふるさとの民謡　関東・中部・新潟・北陸編 3460030006840  211 ｹﾂ  日本民謡
西川 あいのかぜ～つるとかめ２ 澤田勝秋，木津茂理 3460030006966  211 ﾂﾙ  日本民謡
西川 民謡いちばん１２～佐渡おけさ《コロムビア音得盤シリーズ》 3460030006868  211 ﾐﾝ  日本民謡
西川 村田文三全集 村田文三 3460030008657  211 ﾑﾗ 3 日本民謡
西川 琉球詩歌（りゅうきゅううた） 3460030005548 C 763 ﾘ  日本民謡
西川 東京五輪音頭　-2020- 東京2020組織委員会 宮田　隆／作詞 1813100011094 C 766 ﾄ  日本民謡
西川 四季の民謡～秋冬編～ 1813000000623 C 766 ｼ 2 日本民謡ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 四季の民謡～春夏編～ 1813000000614 C 766 ｼ 1 日本民謡ｵﾑﾆﾊﾞｽ

西川 ありがとう　新潟 新潟市／製作 秋川　雅史／歌 3460030008693 C 90 ｱ  郷土
西川 ありがとう　新潟 新潟市／製作 秋川　雅史／歌 3460030008700 C 90 ｱ  郷土
西川 越後絶唱／四季の新潟 小林 幸子 1813100010570 C 90 ｺ  郷土
西川 新潟市 チューリップ愛唱歌 新潟市 1813100010589 C 90 ﾆ  郷土
西川 「イザベラ・バードが見た明治の新潟」 小野沢　裕子（朗読） 1813100011100 C 92 ｲ  郷土
西川 新潟県立西川竹園高等学校閉校記念 新潟県立西川竹園高等学校閉校記念事

業実行委員会／編
1813100010382 C 93 ﾆ  郷土

西川 わたしは未来 海野美栄／指揮 斎藤　愛子／Pf 1813100010767 C 93 ﾜ  郷土
西川 いま，地球が美しい 日本海夕日キャンペーン実行委員会 1813100010598 C 97 ｲ  郷土
西川 総おどり体操 新潟市福祉部／企画・監修 パパイヤ鈴木／振付制作 1813100010758 C 97 ｿ  郷土
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西川 今すぐ使える新潟弁　日常生活編～スティーブとジェーンの新潟ライフ 3460030007785  321 ｲﾏ  郷土
西川 今すぐ使える新潟弁　文法編～若手アナの新潟生活 3460030007776  321 ｲﾏ  郷土
西川 今すぐ使える新潟弁　結婚・出産編～スティーブとジェーン　その愛～ 3460030008380  322 ｲﾏ  郷土
西川 今すぐ使える新潟弁　ラブラブ編～スティーブとジェーンのにいがた見

聞録～
3460030008399  322 ｲﾏ  郷土

西川 水鏡 加藤　登紀子 「水鏡」を歌う市民合唱団 1813100010014 C 763 ｶ  郷土
西川 ママとクッキング 堀江真美／歌 信濃川一平／作詞 1813100010678 C 763 ﾎ  郷土
西川 かさぼんのうた 江村　香織／作詞・作曲 1813100010408 C 769 ｶ  郷土
西川 声ものがたり～アリババと４０人の盗賊｜ラプンツェル 3460030006939  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～オズの魔法使い｜六羽の白鳥 3460030006957  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～ジャックと豆の木｜マッチ売りの少女 3460030006895  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～白雪姫｜幸福な王子 3460030006886  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～シンデレラ｜みにくいあひるの子 3460030006901  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～人魚姫｜おおかみと七匹の子やぎ 3460030006910  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～ハーメルンの笛吹き男｜わがままな大男 3460030006975  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～ヘンゼルとグレーテル｜いばら姫 3460030006920  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～雪の女王｜はだかの王様 3460030006948  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 新美南吉童話選集（１）～ごん狐・牛をつないだ椿の木・でんでんむし

のかなしみ～
岸田今日子 3460030009242  313 ﾆｲ  文学（朗読）

西川 新美南吉童話選集（２）～手袋を買いに・おじいさんのランプ～ 岸田今日子 3460030009251  313 ﾆｲ  文学（朗読）
西川 新美南吉童話選集（３）～花のき村と盗人たち・狐～ 岸田今日子 3460030009260  313 ﾆｲ  文学（朗読）
西川 昔話ふるさとへの旅～新潟 3460030006877  313 ﾑｶ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」愛誦したい日本の名詩 3460030007570  322 ｱｲ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　芥川龍之介 上川隆也 3460030008227  322 ｱｸ 2 文学（朗読）
西川 新井満の朗読詩集～青春とは 新井満 3460030008325  322 ｱﾗ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　有島武郎 萬田久子 3460030008209  322 ｱﾘ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」暗誦したい万葉の歌 3460030007444  322 ｱﾝ  文学（朗読）
西川 美しい日本語　尾崎喜八詩集 加藤剛 3460030007892  322 ｵｻﾞ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」覚えておきたい短歌１５０

選
3460030007551  322 ｵﾎﾞ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」語りつぎたい日本の昔話 3460030007480  322 ｶﾀ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　金子みすゞ 3460030008129  322 ｶﾈ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　川端康成 喜多嶋洋子 3460030008236  322 ｶﾜ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」聴いて味わう日本の三大

古典
3460030007524  322 ｷｲ  文学（朗読）

西川 美しい日本語　串田孫一随想集 西沢利明 3460030007909  322 ｸｼ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　国木田独歩 山谷初男 3460030008183  322 ｸﾆ  文学（朗読）
西川 瀬戸内寂聴訳　声にして楽しむ源氏物語 3460030009340  322 ｺｴ 2 文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」心にしみいる名俳句２００

選
3460030007453  322 ｺｺ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」心にひびく大切な人生の
言葉

3460030007542  322 ｺｺ  文学（朗読）
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西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」心にひびく日本語の手紙 3460030007462  322 ｺｺ  文学（朗読）
西川 古典落語入門　ベスト 3460030009350  322 ｺﾃ 2 文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」ことば世界遺産 江守徹 3460030007490  322 ｺﾄ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」小林秀雄エッセイ集 山本学 3460030007927  322 ｺﾊﾞ  文学（朗読）
西川 日本の詩歌（３）～斎藤茂吉 石橋蓮司 3460030008058  322 ｻｲ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」無常の歌人　西行 竹脇無我 3460030007972  322 ｻｲ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　佐藤春夫 佐藤慶 3460030008094  322 ｻﾄ  文学（朗読）
西川 「星の王子さま」サウンドストーリー 川江美奈子 3460030008307  322 ｻﾝ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　志賀直哉 紺野美沙子 3460030008218  322 ｼｶﾞ  文学（朗読）
西川 日本の詩歌（１）～島崎藤村 藤村志保 3460030008030  322 ｼﾏ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」夭折の文学少女　清水

澄子の世界
紺野美沙子 3460030007883  322 ｼﾐ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」白洲正子の世界 奈良岡朋子 3460030007918  322 ｼﾗ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」そらんじたい和歌１７０選

（百人一首全首収録）
3460030007515  322 ｿﾗ  文学（朗読）

西川 日本の詩歌（４）～高村光太郎 中井貴一 3460030008067  322 ﾀｶ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　太宰治 市原悦子 3460030008245  322 ﾀﾞｻﾞ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」放浪の俳人　山頭火 山谷初男 3460030007963  322 ﾀﾈ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」伝えたい美しい日本のこ

とば
3460030007471  322 ﾂﾀ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　中原中也 篠田三郎 3460030008110  322 ﾅｶ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本のことば名調子 3460030007560  322 ﾆﾂ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　萩原朔太

郎
風間杜夫 3460030008076  322 ﾊｷﾞ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」たけくらべ 幸田弘子 3460030007936  322 ﾋｸﾞ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　樋口一葉 幸田弘子 3460030008192  322 ﾋｸﾞ 2 文学（朗読）
西川 暗黒剣千鳥 3460030002831  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
西川 遅いしあわせ 3460030002850  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
西川 踊る手 3460030002869  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
西川 隠し剣鬼ノ爪 1813100011110  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
西川 孤立剣残月 3460030002822  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
西川 女難剣雷切り 3460030002840  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
西川 平家物語～祗園精舎 平幹二朗 3460030008334  322 ﾍｲ  文学（朗読）
西川 平家物語～木曽最期 平幹二朗 3460030008361  322 ﾍｲ  文学（朗読）
西川 平家物語～橋合戦 平幹二朗 3460030008343  322 ﾍｲ  文学（朗読）
西川 平家物語～福原落 平幹二朗 3460030008352  322 ﾍｲ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」漂泊の旅人　芭蕉 寺田農 3460030007990  322 ﾏﾂ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　宮沢賢治 上川隆也 3460030008100  322 ﾐﾔ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」宮沢賢治「銀河鉄道の

夜」（抜粋）
榎木孝明 3460030008020  322 ﾐﾔ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　室生犀星 萩尾みどり 3460030008085  322 ﾑﾛ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名訳で味わう世界の名詩 3460030007589  322 ﾒｲ  文学（朗読）
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西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　森鴎外 加藤剛 3460030008174  322 ﾓﾘ  文学（朗読）
西川 日本の詩歌（２）～与謝野晶子 市原悦子 3460030008049  322 ﾖｻ  文学（朗読）
西川 よみがえる自作朗読の世界 3460030008316  322 ﾖﾐ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」里の自由人　良寛 久米明 3460030007981  322 ﾘﾖ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」こどもと聴く名作童話 喜多嶋洋子 3460030008002  322 ﾛｳ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」児童文学名作集 上川隆也 3460030008011  322 ﾛｳ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」川柳の楽しみ 山本圭，春風亭小柳枝 3460030007954  322 ﾛｳ  文学（朗読）
西川 朗読で聴く昭和の流行歌 3460030007945  322 ﾛｳ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　名作選１ 日下武史 3460030008138  322 ﾛｳ1  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　近代小説集

１
久米明，市原悦子，五大路子 3460030008254  322 ﾛｳ1  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　名作選２ 平野啓子 3460030008147  322 ﾛｳ2  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　近代小説集

２
山谷初男，藤村志保，紺野美沙子 3460030008263  322 ﾛｳ2  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　名作選３ 3460030008156  322 ﾛｳ3  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　名作選４ 3460030008165  322 ﾛｳ4  文学（朗読）
西川 落語名演ガイド集（１０）「授業中」「ラブレター」「雑俳」「電車風景」 三遊亭歌奴，柳亭痴楽，五代目　春風亭

柳昇，四代目　桂米丸
3460030009369  322 ﾗｸ10  落語/浪曲/漫才

西川 浪曲さわり集 1813000000220 C 766 ﾛ  落語/浪曲/漫才

西川 桂枝雀　落語選集 桂枝雀 1813100010337 C 790 ｶ  落語/浪曲/漫才

西川 特選古典落語入門ベスト【春の巻】 1813100010785 C 790 ﾄ 1 落語/浪曲/漫才

西川 特選古典落語入門ベスト【夏の巻】 1813100010794 C 790 ﾄ 2 落語/浪曲/漫才

西川 特選古典落語入門ベスト【秋の巻】 1813100010800 C 790 ﾄ 3 落語/浪曲/漫才

西川 特選古典落語入門ベスト【冬の巻】 1813100010810 C 790 ﾄ 4 落語/浪曲/漫才

西川 ＣＤツイン　親子でうたう　どうよう　ベスト６０ 3460030005600  312 ﾄﾞｳ 2 児童（童謡）/学芸

西川 ミッフィー　こどもベストヒット 3460030007426  312 ﾐﾂ  児童（童謡）/学芸

西川 みんなのどうよう～ほいくえん・ようちえんでうたう歌～ （童謡） 森の木児童合唱団 3460030007650  312 ﾐﾝ 2 児童（童謡）/学芸

西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ 1 3460030009387  321 ｼﾖ 1 児童（童謡）/学芸

西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ 2 3460030009396  321 ｼﾖ 2 児童（童謡）/学芸

西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ 3 3460030009402  321 ｼﾖ 3 児童（童謡）/学芸

西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ 4 3460030009411  321 ｼﾖ 4 児童（童謡）/学芸

西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ 5 3460030009420  321 ｼﾖ 5 児童（童謡）/学芸

西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ 6 3460030009430  321 ｼﾖ 6 児童（童謡）/学芸

西川 決定盤　よいこのＴＶアニメ　ベスト 1813100010945 C 768 ﾖ  児童（童謡）/学芸

西川 あそびうた大全集 3460030007435 C 769 ｱ  児童（童謡）/学芸

西川 歌ってあそぼう・楽しいえいご 3460030007613 C 769 ｳ  児童（童謡）/学芸

西川 うたって覚えＹｏ！日本史＆世界史　年号語呂あわせソング 小日向　えり／ラップ・監修 1813100011020 C 769 ｳ  児童（童謡）/学芸

西川 ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」最新ベスト～あおうよ！ 1813000000169 C 769 ｴ  児童（童謡）/学芸

西川 お母さんと赤ちゃんのためのふれあいあそびうた 1813100011058 C 769 ｵ  児童（童謡）/学芸

西川 ガチャピン＆ムックが選ぶ ポンキッキーズ・ベスト３０ （オムニバス） ガチャピン 3460030009449 C 769 ｶﾞ  児童（童謡）/学芸

西川 くまのがっこう　心つながる　ともだちソング 1813000000632 C 769 ｸ  児童（童謡）/学芸

西川 くまのがっこう　世界はともだち！いっしょにうたおう　世界のこどもうた 1813000000641 C 769 ｸ  児童（童謡）/学芸
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西川 コロムビアキッズ　耳から覚える英語の歌 1813000000712 C 769 ｺ  児童（童謡）/学芸

西川 ＣＤツイン　親子でうたう　どうよう　ベスト６０ 3460030005619 C 769 ﾄﾞ  児童（童謡）/学芸

西川 決定盤　どうよう　ベスト７０ 1813100010954 C 769 ﾄﾞ  児童（童謡）/学芸

西川 ザ・ベスト　懐かしの童謡 1813000000605 C 769 ﾅ  児童（童謡）/学芸

西川 ザ・ベスト　日本の唱歌 1813000000599 C 769 ﾆ  児童（童謡）/学芸

西川 ＮＥＷ！キッズ・ヒットソングうたっちゃおう！　ぼくコッシー・天装戦隊ゴ
セイジャー

（キッズ） 山野さと子 1813100010121 C 769 ﾆ  児童（童謡）/学芸

西川 はじめてのえいご BASIC ENGLISH ～FOR THE YEAR 2020～ 1813100010981 C 769 ﾊ  児童（童謡）/学芸

西川 よいこのどうよう《ＫＩＮＧ　ＴＷＩＮ　ＢＥＳＴ》 3460030005628 C 769 ﾖ  児童（童謡）/学芸

西川 よいこのどうよう《ＫＩＮＧ　ＴＷＩＮ　ＢＥＳＴ》 3460030005637 C 769 ﾖ  児童（童謡）/学芸

西川 わらべあそびうた 1813100010453 C 769 ﾜ  児童（童謡）/学芸

西川 「ルパン三世」～テーマ・ヒストリー 3460030007417  311 ﾙﾊﾟ 2 ｱﾆﾒ ﾀｲﾄﾙ
西川 これだけは知っておきたい５０曲のアニメソング 1813100010936 C 768 ｺ  ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 スタジオジブリの歌 （アニメーション） 安田成美 1813100010041 C 768 ｽ  ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 吹奏楽による「ドラゴンクエスト」Ｐａｒｔ．Ⅰ すぎやまこういち／指揮 東京メトロポリタン・ウィン

ド・アンサンブル／指揮
1813100010130 C 768 ｽ  ゲーム

西川 吹奏楽による「ドラゴンクエスト」Ｐａｒｔ．Ⅱ すぎやまこういち／指揮 東京メトロポリタン・ウィン
ド・アンサンブル／指揮

1813100010140 C 768 ｽ  ゲーム

西川 「ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ」～ＢＲＡ★ＢＲＡ　ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　ＢＲＡＳ
Ｓ　ｄｅ　ＢＲＡＶＯ

植松伸夫 シエナ・ウインド・オーケス
トラ

1813000000202 C 768 ﾌ  ゲーム

西川 「ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ」～ＢＲＡ★ＢＲＡ　ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　ＢＲＡＳ
Ｓ　ｄｅ　ＢＲＡＶＯ　２

植松伸夫 栗田博文／指揮 1813000000679 C 768 ﾌ 2 ゲーム

西川 決定盤！！　卒業ソングベスト 1813100010293 C 762 ｹ  効果音
西川 運動会たいそうベスト 1813100011049 C 769 ｳ  効果音
西川 音楽の世界遺産　ベスト 3460030009171  322 ｵﾝ 2 自然音
西川 アラビアの音楽～砂漠のアラベスク 3460030009224  322 ｱﾗ  民族音楽
西川 世界音楽紀行　●アフリカの旅 （オムニバス） ラミン・コンテ 3460030009180  322 ｾｶ  民族音楽
西川 世界音楽紀行　●東南・東アジアの旅 （オムニバス） グヌン・ジャティ 3460030009190  322 ｾｶ  民族音楽
西川 世界音楽紀行　●南北アメリカの旅 （オムニバス） エライジャ・マンギタク 3460030009215  322 ｾｶ  民族音楽
西川 世界音楽紀行　●南アジアの旅 （オムニバス） ヌスラット・ファテ・アリ・

ハーン
3460030009206  322 ｾｶ  民族音楽

西川 ボサ・ノヴァ・ブリーズ～リラックス・ウィズ・ボサ・ノヴァ・スタンダード・ソ
ングス

1813100010355 C 764 ﾎﾞ  民族音楽

西川 決定盤　「ケルトの音楽」ベスト 1813000000150 C 766 ｹ  民族音楽
西川 ふるさとの昔話とわらべうた《ＫＩＮＧ　ＴＷＩＮ　ＢＥＳＴ》 3460030005646  313 ﾌﾙ 2 その他
西川 ふるさとの昔話とわらべうた《ＫＩＮＧ　ＴＷＩＮ　ＢＥＳＴ》 3460030005655  313 ﾌﾙ 2 その他
西川 君が代のすべて～永久保存版 3460030007604  322 ｷﾐ  その他
西川 吟じたい漢詩８０選 3460030007506  322 ｷﾞﾝ  その他
西川 心にのこる日本の名作童話 3460030007533  322 ｺｺ  その他
西川 最新版　世界の国歌ベスト１０１ 3460030007598  322 ｾｶ 2 その他
西川 ふるさとの昔ばなし　ベスト 3460030008290  322 ﾌﾙ  その他
西川 オリエント急行 3460030005870  611 ｵﾘ  その他
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西川 カラヤン／アヴェ・マリア ヘルベルト・フォン・カラヤン／指揮 レオンティン･プライス／ソ

プラノ
1813100010506 C 762 ｱ  その他

西川 卒業式定番ソング　ベスト 1813100010687 C 762 ｿ  その他
西川 うたって覚えＹＯ！　百人一首 1813100011030 C 769 ｳ  その他
西川 ベスト・セレクション　クリスマス・ソング　えいごのうた 1813000000249 C 769 ｴ  その他
西川 決定版　ラジオ体操　ベスト 1813100010373 C 781 ﾗ  その他
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