
令和3年4月現在豊栄図書館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

豊栄 レディ・バード：チャーリー・パーカーに捧ぐ／アーチー・シェップ アーチー・シェップ（Ａ．ＳＡＸ） ジャッキー・バイアード（ＰＦ） 140003450  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 フォア・フォー・トレーン／アーチー・シェップ アーチー・シェップ（ＳＡＸ） ジョン・チカイ（ＳＡＸ） 140017666  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オン・ディス・ナイト／アーチー・シェップ アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ，ＰＦ） ボビー・ハッチャーソン（ＶＩＢ）（６除く）ほか 140003518  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 デュエット／アーチー・シェップ＆ダラー・ブランド アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ，Ａ．ＳＡＸ） ダラー・ブランド（ＰＦ） 140003476  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 変転の時／アーチー・シェップ アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） ジョー・リー・ウィルソン（Ｖ） 140003559  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ザ・ウェイ・アヘッド／アーチー・シェップ アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ） ジミー・オウエンス（ＴＲＰ） 140003542  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ザ・マジック・オブ・ジュジュ／アーチー・シェップ アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ） マーティン・バンクス（ＴＲＰ，ＦＬＨ） 140003484  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ファイアー・ミュージック／アーチー・シェップ アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ） テッド・カーソン（ＴＲＰ）（除３） 140003492  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ママ・トゥー・タイト／アーチー・シェップ アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ） トミー・タレンタイン（ＴＲＰ） 140003500  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ワン・フォーザ・トレーン／アーチ・シェップ アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ） ラッド，ラズウェル 140003567  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アッティカ・ブルース／アーチー・シェップ アーチー・シェップ（ＴＳ，ＳＳ） ジョー・リー・ウィルソン（Ｖ） 140003534  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 シェップ・ライヴ／アーチー・シェップ・カルテット アーチー・シェップ・カルテット： アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140003468  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 トゥルー・バラード／アーチー・シェップ・カルテット アーチー・シェップ・カルテット： アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ） 140012253  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 トゥルー・ブルー／アーチー・シェップ・カルテット アーチー・シェップ・カルテット： アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ，Ｖ） 140003575  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アーチー・シェップ・ライヴ・イン・サンフランシスコ アーチー・シップ（ＳＡＸ，ＰＦ） ラズウェル・ラッド（ＴＲＢ） 140003526  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アーティ・ショウ アーティ・ショウ（ＣＬ，Ｃ） 140003732  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アイ・ガット・リズム／アート・テイタム アート・テイタム（ＰＦ）（１～２） アート・テイタム・スモール・グループ（３～１１） 140003757  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アート・テイタム－ベン・ウェブスター・クァルテット＋３ アート・テイタム（ＰＦ） ベン・ウェブスター（Ｔ．ＳＡＸ） 140003799  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 クラシック・アーリー・ソロ：１９３４－１９３７／アート・テイタム アート・テイタム（ＰＦ） 140003740  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ザ・Ｖ－ディスクス／アート・テイタム アート・テイタム（ＰＦ） 140003773  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ジ・アート・テイタム・トリオ アート・テイタム（ＰＦ） レッド・カレンダー（ＣＢ） 140012261  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ジ・アート・テイタム・トリオ アート・テイタム（ＰＦ） レッド・カレンダー（ＣＢ） 140003781  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 スタンダード・セッションズ１９３５～１９３９／アート・テイタム アート・テイタム（ＰＦ） 140003807  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ピアノ・ディスカヴァリーズ：２０世紀最大の巨匠／アート・テイタム アート・テイタム（ＰＦ） 140003765  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アート・ブレイキー アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） 共演リー・モーガン，ベニー・ゴルソン，ボビー・ティモンズ，ほか 140003955  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
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豊栄 アート・ブレイキー ブレイキー，アート 140003823  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ア・ジャズ・メッセージ／アート・ブレイキー・カルテット アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） ソニー・スティット（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） 140017674  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オージー・イン・リズム：Ｖｏｌ．１／アート・ブレイキー アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） アート・テイラー（ＤＲＵＭ） 140003880  C2 ｱ 1 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オージー・イン・リズム：Ｖｏｌ．２／アート・ブレイキー アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） ハービー・マン（ＦＬ） 140003898  C2 ｱ 2 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 キャラヴァン／アート・ブレイキー・アンド・ザ・ジャズ・メッセンジャーズ＋２ アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） フレディ・ハバード（ＴＲＰ） 140019175  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ザ・ジャズ・メッセンジャーズ＋５／アート・ブレイキー アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） ホレス・シルヴァー（ＰＦ） 140003856  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 フリー・フォー・オール／アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ）＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 140004177  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ジ・アフリカン・ビート／アート・ブレイキー アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） ユセフ・ラティーフ（ＦＬ，ＯＢ） 140003922  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 バードランドの夜：Ｖｏｌ．１／アート・ブレイキー アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） クリフォード・ブラウン（ＴＲＰ） 140003864  C2 ｱ 1 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 バードランドの夜：Ｖｏｌ．２／アート・ブレイキー アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） クリフォード・ブラウン（ＴＲＰ） 140003872  C2 ｱ 2 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ベスト・オブ・アート・ブレイキー：モーニン アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ）ほか 140003849  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ホリデイ・フォー・スキンズ：ＶＯＬ．１／アート・ブレイキー アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） アート・テイラー（ＤＲＵＭ） 140003930  C2 ｱ 1 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ホリデイ・フォー・スキンズ：ＶＯＬ．２／アート・ブレイキー アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） フィリー・ジョー・ジョーンズ（ＤＲＵＭ） 140003948  C2 ｱ 2 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 モーニン／アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） ベニー・ゴルソン（ＳＡＸ） 140004102  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ブハイナ／アート・ブレイキー・アンド・ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー・アンド・ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 140004185  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アート・ブレイキー＆オールスター・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆オールスター・ジャズ・メッセンジャーズ 140003906  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アート・ブレイキー＆オール・スター・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆オール・スター・ジャズ・メッセンジャーズ 140017682  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アット・ザ・ジャズ・コーナー・オブ・ザ・ワールド：Ｖｏｌ．１ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 140004110  C2 ｱ 1 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アット・ザ・ジャズ・コーナー・オブ・ザ・ワールド：Ｖｏｌ．２ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 140004128  C2 ｱ 2 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 イン・マイ・プライム：Ⅰ／アートブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アートブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 140004052  C2 ｱ 1 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ザ・ビッグ・ビート／アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 140004136  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ジャズ・コーナーで会いましょう：Ｖｏｌ．１／アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 140004151  C2 ｱ 1 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ジャズ・コーナーで会いましょう：Ｖｏｌ．２／アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 140004169  C2 ｱ 2 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 チュニジアの夜／アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ： リー・モーガン（ＴＲＰ） 140003914  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 テアトル・シャンゼリゼのジャズ・メッセンジャーズ／アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 140003989  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
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豊栄 ニュー・イヤーズ・イブ・アット・スイート・ベイジル／アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 140004029  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ライヴ・アット・モントルー＆ノースシー／アートブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ・ビッグバンド アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ・ビッグ・バンド 140004060  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 プレイ・ラーナー・アンド・ロウ／アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 140003971  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ライブ・アット・スイート・ベイジル／アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ： アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） 140004011  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アーツ・ブレイク！／アート・ブレイキー・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー・ジャズ・メッセンジャーズ： アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） 140004003  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アルバム・オブ・ジ・イヤー／アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ 140004078  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オー・バイ・ザ・ウェイ／アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ： テレンス・ブランチャード（ＴＲＰ） 140004086  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ゲット・ザ・メッセージ／アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ： チャック・マンジョーネ（ＴＲＰ） 140004037  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ヒート・ウエイヴ／アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ 140004045  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ヒート・ウエイヴ／アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ 140003831  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ライヴ・イン・ヨーロッパ１９５９／アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ： リー・モーガン（ＴＲＰ） 140004094  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アート・ブレイキーズ・ジャズ・メッセンジャーズ・ウィズ・セロニアス・モンク：デラックス・エディション アート・ブレイキーズ・ジャズ・メッセンジャーズ セロニアス・モンク（ＰＦ） 140003815  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ 140003997  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 チュニジアの夜（＋２）／アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ 140004144  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 キャラバン／アート・ブレイキー＆オール・スター・ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレキー＆オール・スター・ジャズ・メッセンジャーズ： アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ） 140003963  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アーリー・ショウ／アート・ペッパー アート・ペーパー（Ａ．ＳＡＸ，ＣＬ） ハンプトン・ホーズ（ＰＦ） 140004201  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アート・ペッパー・プラス・イレヴン＋３ アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ，ＣＬ） マーティ・ペイチ（Ｃ）ほか 140004326  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アート・オブ・ペッパー／アート・ペッパー アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ） カール・パーキンス（ＰＦ） 140004250  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アート・ペッパー・ウィズ・ウォーン・マーシュ アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ） ウォーン・マーシュ（Ｔ．ＳＡＸ） 140004268  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズム・セクション＋１ アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140004292  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズム・セクション＋１ アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140004276  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズム・セクション＋１ アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140004284  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 インテンシティ＋２／アート・ペッパー アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ） ドロ・コーカー（ＰＦ） 140004300  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ザ・レイト・ショウ／アート・ペッパー アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ） ハンプトン・ホーズ（ＰＦ） 140004219  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 サンフランシスコ・サンバ／アート・ペッパー アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ） ジョージ・ケイブルス（ＰＦ） 140004334  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
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豊栄 アート・ペッパー・プラス・イレブン＋３ アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ）ほか 140004318  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 サーフ・ライド＋４／アート・ペッパー アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ）ほか 140004193  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ポポ／アート・ペッパー＆ショーティ・ロジャース アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ） ショーティ・ロジャース（ＴＲＰ） 140004227  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 モダン・アート／アート・ペッパー アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ） ラス・フリーマン（ＰＦ） 140004235  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 リターン・オブ・アート・ペッパー アート・ペッパー（Ａ．ＳＡＸ） ジャック・シェルダン（ＴＲＰ） 140004243  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 阿川泰子 阿川泰子（Ｖ） 140019613  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ティー・フォー・トゥ／阿川泰子 阿川泰子（Ｖ） 140019621  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 秋吉敏子 秋吉敏子（ＰＦ） 140003237  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 秋吉敏子１９６１ 秋吉敏子（ＰＦ） 秋吉敏子トリオ（１－５） 140003351  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 秋吉敏子ベスト：ゴールド：８９－９６ 秋吉敏子（ＰＦ） ルイス・ナッシュ（ＤＲＵＭ）（１～３，６） 140003252  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 秋吉敏子ベスト：シルバー：８９－９６ 秋吉敏子（ＰＦ） ルイス・ナッシュ（ＤＲＵＭ）（１，２，４，７） 140003260  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アメイジング・トシコ・アキヨシ／秋吉敏子 秋吉敏子（ＰＦ） ハーブ・エリス（ＧＴ）（１～８） 140003369  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 イエス・アイ・ハブ・ノー・フォー・ビート・トゥデイ／秋吉敏子ｗｉｔｈブラジリアン・フレンズ 秋吉敏子（ＰＦ） バルチーニョ・アナスタシオ（ＰＥＲＣ） 140003336  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 花魁譚／秋吉敏子－ルー・タバキン・ビッグ・バンド 秋吉敏子（ＰＦ） ルー・タバキン・ビッグ・バンド 140003179  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 孤軍／秋吉敏子－ルー・タバキン・ビッグ・バンド 秋吉敏子（ＰＦ） ルー・タバキン・ビッグ・バンド 140003153  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 塩銀杏／秋吉敏子－ルー・タバキン・ビッグ・バンド 秋吉敏子（ＰＦ） ルー・タバキン・ビッグ・バンド 140003195  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 シック・レディ／秋吉敏子 秋吉敏子（ＰＦ） ピーター・ワシントン（ＣＢ） 140003302  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 スケッチ・オブ・ジャパン／秋吉敏子 秋吉敏子（ＰＦ） フィリップ・アーツ（ＣＢ） 140003278  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 すみ絵／秋吉敏子；ルー・タバキン・ビッグ・バンド’７９ 秋吉敏子（ＰＦ） ルー・タバキン・ビッグ・バンド 140003245  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 タイム・ストリーム／秋吉敏子トリオ 秋吉敏子（ＰＦ） ジョージ・ムラーツ（ＣＢ） 140003443  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ディグ／秋吉敏子 秋吉敏子（ＰＦ） コンテ・カンドリ（ＴＲＰ） 140003310  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 トシコから愛をこめて／秋吉敏子－ルー・タバキン・ビッグ・バンド 秋吉敏子（ＰＦ） ルー・タバキン・ビッグ・バンド 140003211  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 トシコ・プレイズ・トシコ：時の流れ…（タイム・ストリーム）／秋吉敏子 秋吉敏子（ＰＦ） ジョージ・ムラツ（ＣＢ） 140003344  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 トシコ－マリアーノ・カルテット／秋吉敏子＆チャーリー・マリアーノ 秋吉敏子（ＰＦ） アルバート・ヒース（ＤＲＵＭ） 140003427  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 トリオ＆カルテット／秋吉敏子 秋吉敏子（ＰＦ） 共演オスカー・ペティフォード，ロイ・ヘインズ，ブーツ・ムッスリ，ほか 140003393  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
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豊栄 ナイト・アンド・ドリーム／秋吉敏子 秋吉敏子（ＰＦ） ミッキー・ロッカー（ＤＲＵＭ） 140003328  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 フェアウェル／秋吉敏子－ルー・タバキン・ビッグ・バンド 秋吉敏子（ＰＦ） ルー・タバキン・ビッグ・バンド 140003203  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 四季（フォー・シーズンズ）／秋吉敏子 秋吉敏子（ＰＦ） ジョージ・ムラツ（ＣＢ） 140003286  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 マーチ・オブ・ザ・タッドポールズ／秋吉敏子－ルー・タバキン・ビッグ・バンド 秋吉敏子（ＰＦ） ルー・タバキン・ビッグ・バンド 140003187  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 メニー・サイズ・オブ・トシコ／秋吉敏子 秋吉敏子（ＰＦ） ジーン・チェリコ（ＣＢ） 140003377  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 メモワール／秋吉敏子；ルー・タバキン・ビッグ・バンド 秋吉敏子（ＰＦ） ルー・タバキン・ビッグ・バンド 140003229  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 リメンバリング・バド：クレオパトラの夢／秋吉敏子 秋吉敏子（ＰＦ） ジョージ・ムラツ（ＣＢ）（２～８） 140003294  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ロング・イエロー・ロード／秋吉敏子－ルー・タバキン・ビッグ・バンド 秋吉敏子（ＰＦ） ルー・タバキン・ビッグ・バンド 140003161  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 フォー・シーズンズ／秋吉敏子ジャズ・オーケストラ・フィーチャリング・ルー・タバキン 秋吉敏子ジャズ・オーケストラ ルー・タバキン（Ｔ．ＳＡＸ，ＦＬ） 140003401  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 モノポリー・ゲーム／秋吉敏子ジャズ・オーケストラ・フィーチャリング・ルー・タバキン 秋吉敏子ジャズ・オーケストラ ルー・タバキン（Ｔ．ＳＡＸ，ＦＬ）（１，２，５，６） 140003146  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 秋吉敏子トリオ 秋吉敏子トリオ： 秋吉敏子（ＰＦ） 140003435  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 テンペランス／アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ）（９以外）ほか 140003666  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ） 140003674  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 アストラッド・ジルベルト・ベスト・ヒッツ アストラッド・ジルベルト（Ｖ） 140003716  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 あなたと夜を／アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ） 140003625  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 いそしぎ／アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ） 140003609  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ウィンディ／アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ） 140003633  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 おいしい水／アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ） アントニオ・カルロス・ジョビン（ＧＴ，Ｖ） 140003591  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 サマー・サンバ／アストラッド・ジルベルト＆ワルター・ワンダレイ アストラッド・ジルベルト（Ｖ） ワルター・ワンダレイ（ＥＯＲＧ）ほか 140003708  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ジルベルト・イン・セプテンバー／アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ） 140003682  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ジルベルト・ウイズ・タレンタイン／アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ） スタンリー・タレンタイン（Ｔ．ＳＡＸ）ほか 140003641  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 トーキン・ヴァーヴ／アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ） 140003583  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ビーチ・サンバ／アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ） 140003690  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ライヴ・イン・ＮＹ／アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ） 140003658  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ルック・トゥ・ザ・レインボウ＋６／アストラッド・ジルベルト アストラッド・ジルベルト（Ｖ） 共演ギル・エヴァンス，アル・コーン，ワルター・ワンダレイ，ほか 140003617  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
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豊栄 ザ・トシコ・トリオ／秋吉敏子 ザ・トシコ・トリオ： 秋吉敏子（ＰＦ） 140003385  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 モーニン／１９５８・パリ・オリンピアのジャズ・メッセンジャーズ ジャズ・メッセンジャーズ： リー・モーガン（ＴＲＰ） 140017690  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 イースト＆ウェスト／秋吉敏子とチャーリー・マリアーノ チャーリー・マリアーノ（Ａ．ＳＡＸ）（除４） 秋吉敏子（ＰＦ）（除２） 140003419  C2 ｱ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ジャンプ・スタート；ジャズ／ウイントン・マルサリス ウイントン・マルサリス（ＴＲＰ，Ｃ） リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ 140004342  C2 ｳ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 スタンダード・タイム：ＶＯＬ．２：四月の想い出／ウイントン・マルサリス ウイントン・マルサリス（ＴＲＰ）ほか 140004359  C2 ｳ 2 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 スタンダード・タイム，：ＶＯＬ．３：ザ・リゾリューション・オブ・ロマンス／ウイントン・マルサリス ウイントン・マルサリス（ＴＲＰ，Ｖ）ほか 140004367  C2 ｳ 3 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 スタンダード・タイム：Ｖｏｌ．４：プレイズ・モンク／ウイントン・マルサリス ウイントン・マルサリス（ＴＲＰ） 共演ウェス・アンダーソン，ヴィクター・ゴーインズ，ウォルター・ブランディング，ほか 140004375  C2 ｳ 4 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ミッドナイト・ブルース：スタンダード・タイムＶｏｌ．５／ウイントン・マルサリス ウイントン・マルサリス（ＴＲＰ） リード，エリック 140004383  C2 ｳ 5 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 スタンダード・タイム：Ｖｏｌ．６：Ｍｒ．ジェリー・ロード／ウイントン・マルサリス ウイントン・マルサリス（ＴＲＰ）（除６，１２） レジナルド・ヴィール（ＣＢ）（除６，１２，１５） 140004391  C2 ｳ 6 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 スターダスト／ウイントン・マルサリス ウイントン・マルサリス（ＴＲＰ） ブランフォード・マルサリス（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140004458  C2 ｳ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ビッグ・トレイン組曲／ウイントン・マルサリス ウイントン・マルサリス（ＴＲＰ） 140004433  C2 ｳ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ジャイアンツ・オブ・ジャズ／ウイントン・マルサリス＆リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ ウイントン・マルサリス（ＴＲＰ）ほか 140004417  C2 ｳ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ブラッド・オン・ザ・フィールズ／ウイントン・マルサリス＆リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ ウイントン・マルサリス＆リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ 140004409  C2 ｳ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 スウィンギン・ウィズ・ザ・デューク／ウイントン・マルサリス＆リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ： ウイントン・マルサリス（ＴＲＰ） 140004425  C2 ｳ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ＆ベイシー エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） カウント・ベイシー・オーケストラ 140004615  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 コンプリート・エラ＆ルイ・オン・ヴァーヴ：ＤＩＳＣ １ エラ・フィッツジェラルド（Ｖ）（１３以外） ルイ・アームストロング（Ｖ，ＴＲＰ）（１５以外） 140004698  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ＆フレンズ／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） ルイ・アームストロング（Ｖ，ＴＲＰ）（１－５） 140004482  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ・アット・ジ・オペラ・ハウス／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） オスカー・ピーターソン（ＰＦ） 140004581  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ・アンド・オスカー／エラ・フィッツジェラルド＆オスカー・ピーターソン エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） オスカー・ピーターソン（ＰＦ） 140004730  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エア・アンド・ルイ／エラ・フィッツジェラルド；ルイ・アームストロング エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） ルイ・アームストロング（ＴＲＰ，Ｖ） 140004599  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ・イン・ハリウッド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） ルー・レヴィー（ＰＦ） 140004649  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ・イン・ハンブルグ エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） トミー・フラナガン・トリオ： 140004664  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ・イン・ベルリン完全版＋４／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） 140004540  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ・スウィングズ・ブライトリー・ウィズ・ネルソン エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） ネルソン・リドル（Ｃ） 140004656  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） 共演エリス・ラーキンス，レイ・ブラウン，ベニー・カーター，ほか 140004474  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
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豊栄 エラ・フィッツジェラルド・イン・ブダペスト エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） トミー・フラナガン（ＰＦ） 140004748  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ・フィッツジェラルド・シングス・ザ・コール・ポーター・ソング・ブック・ＶＯＬ．１ エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） 140004524  C2 ｴ 1 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ・フィッツジェラルド・シングス・ザ・コール・ポーター・ソング・ブック：ＶＯＬ．２ エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） 140004532  C2 ｴ 2 ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エラ・リターン・トゥ・ベルリン／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） ルー・レヴィー（ＰＦ） 140004508  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 わが恋はここに／エラ・フィッツジェラルド＆ルイ・アームストロング エラ・フィッツジェラルド（Ｖ）（除３，１０，１３，１５） ルイ・アームストロング（Ｖ，ＴＲＰ）（１，３～５，８～１３，１５） 140004623  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 スウィート・アンド・ホット／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） 140004466  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 テイク・ラヴ・イージー／エラ・フィッツジェラルド＆ジョー・パス エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） ジョー・パス（ＧＴ） 140004714  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 テイク・ラヴ・イージー／エラ・フィッツジェラルド＆ジョー・パス エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） ジョー・パス（ＧＴ） 140004722  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ハロー・ラヴ／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） フランク・デヴォル・オーケストラ 140004672  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ベスト・オブ・エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） 140004490  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ベスト・オブ・ザ・ソングブックス：バラッド篇／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） ネルソン・リドル・オーケストラ，ほか 140004565  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ベスト・オブ・ソングブック／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） 140004557  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ポーギーとベス／エラ＆ルイ エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） ルイ・アームストロング（ＴＲＰ，Ｖ） 140004607  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 マック・ザ・ナイフ：エラ・イン・ベルリン／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） 140004573  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ミスティ／エラ・フィッツジェラルド＆ポール・スミス エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） ポール・スミス（ＰＦ） 140004516  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ライヴ・アット・カーネギー・ホール＋７／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） 共演トミー・フラナガン，アル・グレイ，ほか 140004706  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ライク・サムワン・イン・ラヴ／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） フランク・デヴォル・オーケストラ 140004631  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ラヴ・ソング：ベスト・オブ・ヴァーヴ・ソングブック／エラ・フィッツジェラルド エラ・フィッツジェラルド（Ｖ） 140004680  C2 ｴ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ウォーキン・ダウン・レキシントン／大坂昌彦 大坂昌彦（ＤＲＵＭ） マルグリュー・ミラー（ＰＦ） 140004755  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 トゥエルブ・カラーズ／大坂昌彦 大坂昌彦（ＤＲＵＭ） 荒巻茂生（ＣＢ） 140004763  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 クインタプレッツ／大坂昌彦＆原朋直クインテット 大坂昌彦＆原朋直クインテット： 大坂昌彦（ＤＲＵＭ） 140004797  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ドーン・ブレイクス／大坂昌彦＆原朋直クインテット 大坂昌彦＆原朋直クインテット： 大坂昌彦（ＤＲＵＭ） 140004789  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ブラック・ボックス／大坂昌彦 大坂昌彦ブラック・ボックス・ユニット： 大坂昌彦（ＤＲＵＭ） 140004771  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 フラジャイル／大西順子 大西順子（ＰＦ，ＥＫＥＹ） レジナルド・ヴィール（ＣＢ，ＥＢ） 140004870  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 クルージン／大西順子トリオ 大西順子（ＰＦ） ロドニー・ウィテカー（ＣＢ） 140004813  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
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豊栄 セルフ・ポートレイト／大西順子 大西順子（ＰＦ） 共演レジナルド・ヴィール，ハーラン・ライリー，米木康志，ほか 140004862  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ピアノ・クインテット・スイート／大西順子 大西順子（ＰＦ） マーカス・ベルグレイヴ（ＴＲＰ，Ｖ） 140004847  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ビレッジ・バンガード：Ⅱ／大西順子 大西順子（ＰＦ） レジナルド・ヴィール（ＣＢ） 140004839  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ビレッジ・バンガードの大西順子 大西順子（ＰＦ） レジナルド・ヴィール（ＣＢ） 140004821  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ＷＯＷ／大西順子トリオ 大西順子（ＰＦ）ほか 140004805  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 プレイ・ピアノ・プレイ：大西順子トリオ・イン・ヨーロッパ 大西順子トリオ： 大西順子（ＰＦ） 140004854  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オスカー・ピーターソン・トリビュート・コンサート’９６ オスカー・ピーターソン（ＰＦ）（８，１１以外） 共演ベニー・グリーン，ミルト・ジャクソン，クラーク・テリー，ほか 140004920  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 イン・パリ／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） サム・ジョーンズ（ＣＢ） 140004888  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オスカー・アンド・ベニー／オスカー・ピーターソン；ベニー・グリーン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） ベニー・グリーン（ＰＦ） 140004946  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オスカー・ピーターソン・トリオ・ライヴ・アット・ザ・ロンドン・ハウス オスカー・ピーターソン（ＰＦ） レイ・ブラウン（ＣＢ） 140005000  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オスカー・ピーターソンの世界 オスカー・ピーターソン（ＰＦ） サム・ジョーンズ（ＣＢ） 140005109  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オスカー・ピーターソン・ライヴ・イン・パリ オスカー・ピーターソン（ＰＦ） ローン・ロフスキー（ＧＴ） 140004938  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ガーシュウィン・ソングブック／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） レイ・ブラウン（ＣＢ） 140005042  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ガール・トーク／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） サム・ジョーンズ（ＣＢ）（１，２，３） 140019191  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 コンプリート・ロンドン・ハウス・セッション／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） レイ・ブラウン（ＣＢ） 140005190  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 サイド・バイ・サイド／オスカー・ピーターソン＆イツァーク・パールマン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） イツァーク・パールマン（ＶＬＮ） 140004896  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 サッチ＆ジョシュ／オスカー・ピーターソン＆カウント・ベイシー オスカー・ピーターソン（ＰＦ） カウント・ベイシー（ＰＦ，ＯＲＧ） 140005216  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 サマー・ナイト・イン・ミュンヘン／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） ウルフ・ワケニウス（ＧＴ） 140004953  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 シェークスピア・フェスティヴァルのオスカー・ピーターソン＋２ オスカー・ピーターソン（ＰＦ） ハーブ・エリス（ＧＴ） 140005141  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 「ジャズ・ソウル・オブ・オスカー・ピーターソン」＋「アフィニティ」／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） レイ・ブラウン（ＣＢ） 140005208  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ソフト・サンズ／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） ハーブ・エリス（ＧＴ） 140005158  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ソロ！！／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） 140019183  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 デューク・エリントン・ソング・ブック／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） レイ・ブラウン（ＣＢ） 140005174  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 テンダリー／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） レイ・ブラウン（ＣＢ）（１～８） 140005117  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 パステル・ムーズ／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） レイ・ブラウン（ＣＢ） 140005125  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
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豊栄 ベスト・オブ・オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） 140004961  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 エクスクルーシヴリー・フォー・マイ・フレンズ～ザ・ロスト・テープ／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ）ほか 140005034  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ）ほか 140004987  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 酒とバラの日々：ベスト・オブ・オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ）ほか 140004995  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 マイ・フーリッシュ・ハート／オスカー・ピーターソン・ミーツ・ロイ・ハーグローヴ＆ラルフ・ムーア オスカー・ピーターソン（ＰＦ） ロイ・ハーグローヴ（ＴＲＰ） 140004912  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 マイ・フェア・レディ；フィオレッロ／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン（ＰＦ） レイ・ブラウン（ＣＢ） 140005026  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 モア・アイ・シー・ユー／オスカー・ピーターソン［ほか］ オスカー・ピーターソン（ＰＦ） ベニー・カーター（Ａ．ＳＡＸ） 140004904  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ロマンス：オスカー・ピーターソン・シングズ オスカー・ピーターソン（Ｖ，ＰＦ） レイ・ブラウン（ＣＢ） 140005133  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 イン・ア・ロマンティック・ムード／オスカー・ピーターソン・ウィズ・ストリングス オスカー・ピーターソン・ウィズ・ストリングス 140005166  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ウェスト・サイド・ストーリー／オスカー・ピーターソン・トリオ オスカー・ピーターソン・トリオ： オスカー・ピーターソン（ＰＦ） 140005091  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 リスペクト・トゥ・ナット／オスカー・ピーターソン オスカー・ピーターソン・トリオ＆オーケストラ 140004979  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オスカー・ピーターソン・トリオ・アット・ザ・コンセルトヘボウ＋５ オスカー・ピーターソン・トリオ： オスカー・ピーターソン（ＰＦ） 140005018  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オスカー・ピーターソン・トリオ・プレイズ オスカー・ピーターソン・トリオ： オスカー・ピーターソン（ＰＦ） 140005083  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 オン・ザ・タウン／オスカー・ピーターソン・トリオ オスカー・ピーターソン・トリオ： オスカー・ピーターソン（ＰＦ） 140005182  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ザ・トリオ：オスカー・ピーターソン・トリオの真髄 オスカー・ピーターソン・トリオ： オスカー・ピーターソン（ＰＦ） 140005075  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ナイト・トレイン／オスカー・ピーターソン・トリオ オスカー・ピーターソン・トリオ： オスカー・ピーターソン（ＰＦ） 140005067  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 プリーズ・リクエスト／オスカー・ピーターソン・トリオ オスカー・ピーターソン・トリオ： オスカー・ピーターソン（ＰＦ） 140005059  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ネイチャー・ボーイズ／小曽根真 小曽根真（ＰＦ） ジョン・パティトゥッチ（ＣＢ）（９以外） 140005224  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ザ・トリオ／小曽根真 小曽根真（Ｖ） 北川潔（ＣＢ） 140005232  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 スリー・ウィッシズ／小曽根真トリオ 小曽根真トリオ： 小曽根真（ＰＦ） 140005240  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ディア・オスカー／小曽根真トリオ 小曽根真トリオ： 小曽根真（ＰＦ） 140005257  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ノー・ストリングス・アタッチト／小曽根真トリオ 小曽根真トリオ： 小曽根真（ＰＦ） 140005265  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 サトリズム／尾田悟＆ハンク・ジョーンズ・グレイト・ジャズ・クインテット 尾田悟（ＳＡＸ） スライド・ハンプトン（ＴＲＢ） 140005273  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 イン・テューン／オスカー・ピーターソン・トリオ；ザ・シンガーズ・アンリミテッド ザ・シンガーズ・アンリミテッド オスカー・ピーターソン・トリオ： 140019217  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 ハロー・ハービー／オスカー・ピーターソン・トリオ；ハーブ・エリス ハーブ・エリス（ＧＴ） オスカー・ピーターソン・トリオ： 140019209  C2 ｵ  ｼﾞｬｽﾞ ア行
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豊栄 ＭＯＶＥ 上原ひろみ　ザ・トリオ・プロジェクト 上原ひろみ／ｐ 1113000001110  C3 ｳ  ｼﾞｬｽﾞ ア行

豊栄 イン・コンサート～コンプリート・バージョン～ クリフォード・ブラウン／ｔｐ マックス・ローチ／ｄｓ 1113000003859 C 764 ﾌﾞ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ワン・オクロック・ジャンプ：ベスト・オブ・カウント・ベイシー カウント・ベイシー（Ｃ，ＰＦ） 140005364  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ザ・ベスト・オブ・アーリー・ベイシー／カウント・ベイシー カウント・ベイシー（ＰＦ，Ｃ） 140005349  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 カンサス・シティ・セヴン／カウント・ベイシー カウント・ベイシー（ＰＦ，ＥＯＲＧ） サド・ジョーンズ（ＴＲＰ） 140005315  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ベスト・オブ・カウント・ベイシー カウント・ベイシー（ＰＦ，ＥＯＲＧ）ほか 140005414  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 オール・オブ・ミー／カウント・ベイシー カウント・ベイシー（ＰＦ） ソニー・ペイン（ＤＲＵＭ） 140005398  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 黄金時代のカウント・ベイシー：完全版 カウント・ベイシー（ＰＦ）ほか 140005323  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ジス・タイム・バイ・ベイシー：ヒッツ・オブ・ザ・５０’ｓ＆６０’ｓ／カウント・ベイシー カウント・ベイシー（ＰＦ）ほか 140005430  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 アトミック・ベイシー／カウント・ベイシー カウント・ベイシー・オーケストラ 140005422  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 エイプリル・イン・パリ／カウント・ベイシー・オーケストラ カウント・ベイシー・オーケストラ 140005372  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ストレイト・アヘッド／カウント・ベイシー カウント・ベイシー・オーケストラ 140005307  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ベイシー・イン・ロンドン＋４ カウント・ベイシー・オーケストラ ジョー・ウィリアムス（Ｖ）（７～９） 140005380  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ベイシーズ・バグ：カウント・ベイシー・オーケストラ・ライヴ カウント・ベイシー・オーケストラ 140005356  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ベイシーズ・ビートル・バッグ／カウント・ベイシー・オーケストラ カウント・ベイシー・オーケストラ 140005406  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ベイシー・ビッグ・バンド／カウント・ベイシー・オーケストラ カウント・ベイシー・オーケストラ 140005471  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ライヴ・アット・エル・モロッコ／カウント・ベイシー・オーケストラ カウント・ベイシー・オーケストラ 140005455  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 リル・オル・グルーヴメイカー／カウント・ベイシー・オーケストラ カウント・ベイシー・オーケストラ 140005463  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ロング・リヴ・ザ・チーフ／カウント・ベイシー・オーケストラ カウント・ベイシー・オーケストラ 140005281  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ライヴ・アット・ザ・サンズ／カウント・ベイシー カウント・ベイシー楽団 140005448  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 キミコ・イズ・ヒア／笠井紀美子ｗｉｔｈシダー・ウォルトン・トリオ 笠井紀美子（Ｖ） シダー・ウォルトン（ＰＦ） 140005505  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 バタフライ／笠井紀美子；ハービー・ハンコック 笠井紀美子（Ｖ） ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ，Ｖ） 140005513  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 マイ・フェイヴァリット・ソングス：Ｖｏｌ．１：ＬＯＶＥ／笠井紀美子 笠井紀美子（Ｖ） 140005489  C2 ｶ 1 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 マイ・フェイヴァリット・ソングス：Ｖｏｌ．２：ＥＭＯＴＩＯＮ／笠井紀美子 笠井紀美子（Ｖ） 140005497  C2 ｶ 2 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 カウント・ベイシー ベイシー，カウント 140005299  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行
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豊栄 カウント・ベイシーとミルス・ブラザース ミルス・ブラザース カウント・ベイシー・オーケストラ 140005331  C2 ｶ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ，ＰＥＲＣ） 共演デューイ・レッドマン，チャーリ・ヘイデン，ほか 140005653  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 エル・ジュイシオ／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ，Ｓ．ＳＡＸ，ＦＬ） デューイ・レッドマン（Ｔ．ＳＡＸ） 140005638  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ミステリーズ：ザ・インパルス・イヤーズ１９７５－１９７６：キース・ジャレットＢＯＸ キース・ジャレット（ＰＦ，Ｓ．ＳＡＸ，ＰＥＲＣ） デューイ・レッドマン（Ｔ．ＳＡＸ，ＰＥＲＣ） 140005661  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 インパルス・イヤーズ：１９７３－１９７４：キース・ジャレットＢＯＸ キース・ジャレット（ＰＦ，Ｓ．ＳＡＸ） デューイ・レッドマン（ＳＡＸ，ＣＬ） 140005679  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 エクスペクテイションズ／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ，Ｓ．ＳＡＸ） デューイ・レッドマン（Ｔ．ＳＡＸ） 140005976  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 宝島／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ，Ｓ．ＳＡＸ） デューイ・レッドマン（Ｔ．ＳＡＸ） 140005695  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ＴＯＫＹＯ’９６／キース・ジャレット・トリオ キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140005752  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 アット・ザ・ブルーノート／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140005729  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 アット・ザ・ブルーノート：ザ・コンプリート・レコーディング：Ⅰ／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140005737  C2 ｷ 1 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 アット・ザ・ブルーノート：ザ・コンプリート・レコーディング：Ⅱ／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140049362  C2 ｷ 2 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 アット・ザ・ブルーノート：ザ・コンプリート・レコーディング：Ⅲ／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140049370  C2 ｷ 3 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 アット・ザ・ブルーノート：ザ・コンプリート・レコーディング：Ⅴ／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140049396  C2 ｷ 5 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 アット・ザ・ブルーノート：ザ・コンプリート・レコーディング：Ⅵ／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140049404  C2 ｷ 6 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 祈り：グルジェフの世界／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140005877  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ウィーン・コンサート／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140005901  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 オール・オブ・ユー：キース・ジャレット・スタンダーズ・ケルン・コンサート キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140005828  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 キース・ジャレット・スタンダーズ・スティル・ライヴ：枯葉＋１ キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140005802  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ザ・ケルン・コンサート／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140005851  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 サンベア・コンサート：［１］／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140005612  C2 ｷ 1 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 サンベア・コンサート：［２］／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140049263  C2 ｷ 2 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 サンベア・コンサート：［３］／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140049271  C2 ｷ 3 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 サンベア・コンサート：［４］／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140049289  C2 ｷ 4 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 サンベア・コンサート：［５］／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140049297  C2 ｷ 5 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 サンベア・コンサート：［６］／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140049305  C2 ｷ 6 ｼﾞｬｽﾞ カ行
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豊栄 スタンダーズＶＯＬ．１／キース・ジャレット・トリオ キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140005760  C2 ｷ 1 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 スタンダーズ：Ｖｏｌ．２／キース・ジャレット・トリオ キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140005778  C2 ｷ 2 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ステアケイス／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140005869  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ソロ・コンサート／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140005844  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 チェンジズ／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140005786  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 チェンジレス／キース・ジャレット・トリオ キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140005810  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 パリ・コンサート／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140017716  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 フェイシング・ユー／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140017708  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 フォート・ヤウ／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） デューイ・レッドマン（Ｔ．ＳＡＸ） 140005703  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ブレゲンツ・コンサート／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） 140005885  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 生と死の幻想／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ，ほか） デューイ・レッドマン（Ｔ．ＳＡＸ，ＰＥＲＣ） 140005687  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 星影のステラ／キース・ジャレット・トリオ キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140005794  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ボディ・アンド・ソウル／キース・ジャレット・トリオ キース・ジャレット（ＰＦ） ゲイリー・ピーコック（ＣＢ） 140005836  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ラ・スカラ：キース・ジャレット・ソロ・コンサート キース・ジャレット（ＰＦ） 140005745  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 流星／キース・ジャレット キース・ジャレット（ＰＦ） チャーリー・ヘイデン（ＣＢ） 140005620  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 レストレーション・ルーイン／キース・ジャレット キース・ジャレット（Ｖ，ＧＴ，ＰＦ） 140005646  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 心の瞳／キース・ジャレット・クァルテット キース・ジャレット・クァルテット： キース・ジャレット（ＰＦ，Ｓ．ＳＡＸ） 140005968  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 サンシャイン・ソング／キース・ジャレット・クァルテット キース・ジャレット・クァルテット： キース・ジャレット（ＰＦ，ＰＥＲＣ） 140005943  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 残氓／キース・ジャレット・クァルテット キース・ジャレット・クァルテット： キース・ジャレット（ＰＦ，Ｓ．ＳＡＸ） 140005950  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 パーソナル・マウンテンズ／キース・ジャレット・クァルテット キース・ジャレット・クァルテット： キース・ジャレット（ＰＦ，ＰＥＲＣ） 140005935  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ビロンギング／キース・ジャレット・クァルテット キース・ジャレット・クァルテット： キース・ジャレット（ＰＦ） 140005919  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 マイ・ソング／キース・ジャレット・クァルテット キース・ジャレット・クァルテット： キース・ジャレット（ＰＦ，ＰＥＲＣ） 140005927  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 スタンダーズ・イン・ノルウェイ／キース・ジャレット・トリオ キース・ジャレット・トリオ： キース・ジャレット（ＰＦ） 140005711  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ススト／菊地雅章 菊地雅章（ＥＫＥＹ，ＳＹＮ） スティーヴ・グロスマン（ＳＡＸ） 140005562  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ／菊地雅章 菊地雅章（ＰＦ） 140005521  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行
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豊栄 Ｍ／菊地雅章 菊地雅章（ＰＦ） 140005547  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ＰＯＳＥＳＳＥＤ／菊地雅章 菊地雅章（ＰＦ） 140005539  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 イースト・ウィンド／菊地雅章 菊地雅章（ＰＦ） 日野皓正（ＴＲＰ） 140005554  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ランデヴー／木住野佳子 木住野佳子（ＰＦ，ｆｅｎｄｅｒ ｒｈｏｄｅｓ） フィリップ・セス（ＳＹＮ）（４，７，１０除く）ほか 140005570  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 フォトグラフ／木住野佳子 木住野佳子（ＰＦ） マーク・ジョンソン（ＣＢ）ほか 140005604  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 フェアリー・テイル／木住野佳子 木住野佳子（ＰＦ）ほか 140005596  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ユー・アー・ソー・ビューティフル／木住野佳子 木住野佳子（ＰＦ） 古野光昭（ＣＢ）（１，３，５－７，１０） 140005588  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 北村英治と仲間たち：１ 北村英治（ＣＬ） 与田輝雄（Ｔ．ＳＡＸ） 140005984  C2 ｷ 1 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 北村英治と仲間たち：２ 北村英治（ＣＬ） 与田輝雄（Ｔ．ＳＡＸ） 140005992  C2 ｷ 2 ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ヒット・キット・パーティー／北村英治 北村英治（ＣＬ） 秋満義孝（ＰＦ） 140006008  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 アルト・ジャイアント／キャノンボール・アダレイ キャノンボール・アダレイ（Ａ．ＳＡＸ） ナット・アダレイ（ＴＲＰ） 140006016  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ノウ・ホワット・アイ・ミーン？＋２／キャノンボール・アダレイ・ウィズ・ビル・エヴァンス キャノンボール・アダレイ（Ａ．ＳＡＸ） ビル・エヴァンス（ＰＦ） 140006081  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ノウ・ホワット・アイ・ミーン＋２／キャノンボール・アダレイ・ウィズ・ビル・エヴァンス キャノンボール・アダレイ（Ａ．ＳＡＸ） ビル・エヴァンス（ＰＦ） 140006065  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ポートレイト・オブ・キャノンボール＋３／キャノンボール・アダレイ・ウィズ・ビル・エヴァンス キャノンボール・アダレイ（Ａ．ＳＡＸ） ブルー・ミッチェル（ＴＲＰ） 140006032  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ワーク・ソング：ライヴ・イン・パリス１９６０／キャノンボール・アダレイ キャノンボール・アダレイ（Ａ．ＳＡＸ） ナット・アダレイ（ＣＲ） 140006073  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 枯葉～サムシン・エルス／キャノンボール・アダレイ キャノンボール・アダレイ（ＳＡＸ） マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ） 140006024  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 シングス・アー・ゲティング・ベター＋２／キャノンボール・アダレイ・ウィズ・ミルト・ジャクソン キャノンボール・アダレイ（ＳＡＸ） ミルト・ジャクソン（ＶＩＢ） 140006040  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 キャノンボール・アダレイ・イン・サンフランシスコ＋１ キャノンボール・アダレイ・クインテット： キャノンボール・アダレイ（Ａ．ＳＡＸ） 140006099  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 キャノンボール・アダレイ・イン・サンフランシスコ＋１ キャノンボール・アダレイ・クインテット： キャノンボール・アダレイ（Ａ．ＳＡＸ） 140006057  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 マーシー・マーシー・マーシー／キャノンボール・アダレイ キャノンボール・クインテット 140017724  C2 ｷ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 イントゥ・ザ・ホット／ギル・エヴァンス ギル・エヴァンス（Ｃ） 140006149  C2 ｷﾞ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ニューヨーク１９８０：ギル・エヴァンス・ライヴ・アット・ザ・パブリック・シアター ギル・エヴァンス（ＥＫＥＹ） 菊地雅章（ＥＫＥＹ） 140006107  C2 ｷﾞ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ギル・エヴァンス ギル・エヴァンス（ＰＦ）（１，４，７，１０） 140006123  C2 ｷﾞ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ギル・エヴァンスの個性と発展＋５ ギル・エヴァンス（ＰＦ，Ｃ） 共演エリック・ドルフィー，ウェイン・ショーター，ロン・カーター，ほか 140006156  C2 ｷﾞ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 スヴェンガリ／ギル・エヴァンス ギル・エヴァンス（ＰＦ，Ｃ） 共演スーザン・エヴァンス，デッド・ダンバー，ハーブ・プッシャー，ほか 140006115  C2 ｷﾞ  ｼﾞｬｽﾞ カ行
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豊栄 アウト・オブ・ザ・クール／ギル・エヴァンス ギル・エヴァンス（ＰＦ） 140006131  C2 ｷﾞ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 私の考えるジャズ／クインシー・ジョーンズ アート・ファーマー（ＴＲＰ） ジミー・クリーヴランド（ＴＲＢ） 140006172  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ゴー・ウエスト・マン／クインシー・ジョーンズ クインシー・ジョーンズ（Ｃ）ほか 140006180  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 愛のコリーダ／クインシー・ジョーンズ クインシー・ジョーンズ（ＰＬＡＹ） 140017732  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 スタッフ・ライク・ザット／クインシー・ジョーンズ クインシー・ジョーンズ（ＰＬＡＹ） 140017740  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 バック・オン・ザ・ブロック／クインシー・ジョーンズ クインシー・ジョーンズ（ＰＬＡＹ）ほか 140006248  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ムーヴ・オン・マイ・ハート／クインシー・ジョーンズｗｉｔｈ ＴＡＭＩＡ クインシー・ジョーンズ（ＰＬＡＹ） 140006222  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 Ｑ’Ｓジューク・ジョイント／クインシー・ジョーンズ（プロデュース） クインシー・ジョーンズ（ＰＲＤ） スティービー・ワンダー，レイ・チャールズ，ほか 140006230  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／クインシー・ジョーンズ クインシー・ジョーンズ（Ｖ，ＰＬＡＹ） 共演ミニー・リパートン，レオン・ウエア，ブラザーズ・ジョンソン，ほか 140006206  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ザ・クインテッセンス／クインシー・ジョーンズ クインシー・ジョーンズ・オーケストラ： クラーク・テリー，ジョー・ニューマン，メルバ・リストン，ほか 140006164  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ヒップ・ホップ・ジャズ・ベスト：ソウル・ボサノヴァ／クインシー・ジョーンズ クインシー・ジョーンズ＆ヒズ・オーケストラ 140006198  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 Ｑライヴ・イン・パリ：１９６０／クインシー・ジョーンズ・ビッグ・バンド クインシー・ジョーンズ・ビッグ・バンド： クラーク・テリー（ＴＲＰ，ＦＬＨ，Ｖ） 140006255  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ベスト・オブ・クインシー・ジョーンズ：フロム・Ｑ・ウィズ・ラヴ／クインシー・ジョーンズ（ＰＲＤ） サラ・ヴォーン，マイケル・ジャクソン，アレサ・フランクリン，ほか 140006263  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 アイ・ネヴァー・トールド・ユー／クインシー・ジョーンズｆｅａｔｕｒｉｎｇトゥーツ・シールマンス トゥーツ・シールマンス（ＨＣＡ，ＧＴ） 140006214  C2 ｸ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 コールマン・ホーキンス・アルバム コールマン・ホーキンス（Ｔ．ＳＡＸ） サド・ジョーンズ（ＴＲＰ） 140006404  C2 ｺ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ジェリコの戦い＋２／コールマン・ホーキンス コールマン・ホーキンス（Ｔ．ＳＡＸ） トミー・フラナガン（ＰＦ） 140006388  C2 ｺ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 デサフィナード／コールマン・ホーキンス コールマン・ホーキンス（Ｔ．ＳＡＸ） バリー・ガルブレイス（ＧＴ） 140006354  C2 ｺ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 トゥデイ＆ナウ／コールマン・ホーキンス コールマン・ホーキンス（Ｔ．ＳＡＸ） トミー・フラナガン（ＰＦ） 140006362  C2 ｺ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ハイ・アンド・マイティ・ホーク／コールマン・ホーキンス コールマン・ホーキンス（Ｔ．ＳＡＸ） バック・クレイトン（ＴＲＰ） 140006396  C2 ｺ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 バック・イン・ビーンズ・バッグ／コールマン・ホーキンス＆クラーク・テリー コールマン・ホーキンス（Ｔ．ＳＡＸ） クラーク・テリー（ＴＲＰ） 140006412  C2 ｺ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 ラップト・タイト／コールマン・ホーキンス コールマン・ホーキンス（Ｔ．ＳＡＸ） バリー・ハリス（ＰＦ） 140006370  C2 ｺ  ｼﾞｬｽﾞ カ行

豊栄 スティット、パウエル＆Ｊ．Ｊ．＋３ ソニー・スティット（Ｔ．ＳＡＸ） マックス・ローチ（ＤＲＵＭ） 140007857 C 764 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ：コンプリート・ＲＣＡ・レコーディングス ＣＤ  １ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140007865 C 764 ｿ 1 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ：コンプリート・ＲＣＡ・レコーディングス ＣＤ  ２ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140049040 C 764 ｿ 2 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ：コンプリート・ＲＣＡ・レコーディングス ＣＤ  ３ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140049057 C 764 ｿ 3 ｼﾞｬｽﾞ サ行
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豊栄 ソニー・ロリンズ：コンプリート・ＲＣＡ・レコーディングス ＣＤ  ４ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140049065 C 764 ｿ 4 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ：コンプリート・ＲＣＡ・レコーディングス ＣＤ  ５ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140049073 C 764 ｿ 5 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ：コンプリート・ＲＣＡ・レコーディングス ＣＤ  ６ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140049081 C 764 ｿ 6 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 クリスマス・コレクション：聖なる賛歌／サイラス・チェスナット サイラス・チェスナット（ＰＦ） 140006438  C2 ｻ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 サイラス・チェスナット サイラス・チェスナット（ＰＦ） アニタ・ベイカー（Ｖ）（２，６） 140006446  C2 ｻ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ビフォー・ザ・ドーン／サイラス・チェスナット サイラス・チェスナット（ＰＦ） クラレンス・ペン（ＤＲＵＭ） 140006420  C2 ｻ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・ジェリー・マリガン・クァルテット ザ・ジェリー・マリガン・クァルテット： ジェリー・マリガン（Ｂ．ＳＡＸ） 140006560  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コルトレーンの真髄～ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット・コンプリート・インパルス・スタジオ・レコーディングス Ｄｉｓｃ  １ ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット： ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140006842  C2 ｼﾞ 1 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コルトレーンの真髄～ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット・コンプリート・インパルス・スタジオ・レコーディングス Ｄｉｓｃ  ２ ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット： ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140049099  C2 ｼﾞ 2 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コルトレーンの真髄～ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット・コンプリート・インパルス・スタジオ・レコーディングス Ｄｉｓｃ  ３ ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット： ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140049107  C2 ｼﾞ 3 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コルトレーンの真髄～ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット・コンプリート・インパルス・スタジオ・レコーディングス Ｄｉｓｃ  ４ ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット： ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140049115  C2 ｼﾞ 4 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コルトレーンの真髄～ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット・コンプリート・インパルス・スタジオ・レコーディングス Ｄｉｓｃ  ５ ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット： ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140049123  C2 ｼﾞ 5 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コルトレーンの真髄～ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット・コンプリート・インパルス・スタジオ・レコーディングス Ｄｉｓｃ  ６ ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット： ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140049131  C2 ｼﾞ 6 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コルトレーンの真髄～ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット・コンプリート・インパルス・スタジオ・レコーディングス Ｄｉｓｃ  ７ ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット： ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140049149  C2 ｼﾞ 7 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コルトレーンの真髄～ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット・コンプリート・インパルス・スタジオ・レコーディングス Ｄｉｓｃ  ８ ザ・ジョン・コルトレーン・カルテット： ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140049156  C2 ｼﾞ 8 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジェリー・マリガン・プレゼンツ・ア・コンサート・イン・ジャズ ジェリー・マリガン（ＢＲ．ＳＡＸ，ＰＦ） ニック・トラヴィス（ＴＲＰ） 140006552  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジェリー・マリガン ジェリー・マリガン（ＢＲ．ＳＡＸ） ブルックマイヤー，ボブ 140006511  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 オリジナル・ジェリー・マリガン・カルテット ジェリー・マリガン（Ｂ．ＳＡＸ） チェット・ベイカー（ＴＲＰ） 140006586  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ストリーヴィルのジェリー・マリガン ジェリー・マリガン（Ｂ．ＳＡＸ） ボブ・ブルックマイヤー（ＴＲＢ） 140006578  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジェリー・マリガン・カルテット ジェリー・マリガン・カルテット： ジェリー・マリガン（Ｂ．ＳＡＸ） 140006529  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 アイ・ラヴ・パリ／ジャッキー・テラソン ジャッキー・テラソン（ＰＦ） ウゴンナ・オケグウォ（ＣＢ） 140006594  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ホワット・イット・イズ／ジャッキー・テラソン ジャッキー・テラソン（ＰＦ） ミノ・シネル（ＰＥＲＣ，ＤＲＵＭ，ＧＴ）ほか 140006628  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ライヴ！／ジャッキー・テラソン ジャッキー・テラソン（ＰＦ） ウゴンナ・オゲグォ（ＣＢ） 140006610  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 リーチ／ジャッキー・テラソン ジャッキー・テラソン（ＰＦ） ウゴンナ・オケグウォ（ＣＢ） 140006602  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ラバー・マン／ジャッキー・テラソン・ジャズ・トリオ ジャッキー・テラソン・ジャズ・トリオ： ジャッキー・テラソン（ＰＦ） 140006636  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
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豊栄 ＪＧ／ジョニー・グリフィン ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） ジュニア・マンス（ＰＦ） 140006651  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 イントロデューシング・ジョニー・グリフィン／ジョニー・グリフィン ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） ウィントン・ケリー（ＰＦ） 140006685  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ウエイ・アウト！／ジョニー・グリフィン ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） ケニー・ドリュー（ＰＦ） 140006719  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・ケリー・ダンサーズ／ジョニー・グリフィン ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） バリー・ハリス（ＰＦ） 140006735  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・ケリー・ダンサーズ／ジョニー・グリフィン ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） バリー・ハリス（ＰＦ） 140006743  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・コングリゲーション／ジョニー・グリフィン ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） ソニー・クラーク（ＰＦ） 140006701  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・リトル・ジャイアント／ジョニー・グリフィン ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） サム・ジョーンズ（ＣＢ） 140006768  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・リトル・ジャイアント／ジョニー・グリフィン ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） サム・ジョーンズ（ＣＢ） 140006727  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 シカゴ・コーリング／ジョニー・グリフィン ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） ウィントン・ケリー（ＰＦ） 140006669  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジャズ・アンデュレイション／ジョニー・グリフィン＆デクスター・ゴードン ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） ハンプトン・ホース（ＰＦ） 140006644  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 リターン・オブ・ザ・グリフィン／ジョニー・グリフィン ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） ロニー・マシューズ（ＰＦ） 140006750  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ナイト・レディ／ジョニー・グリフィン ジョニー・グリフィン・カルテット： ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） 140017757  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・ベツレヘム・イヤーズ／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（ＳＡＸ） アート・ブレイキー（ＤＲＵＭ）ほか 140006784  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 スタンダード・コルトレーン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（ＳＡＸ） ウイルバー・ハーディン（ＴＲＰ） 140007147  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 トレーニング・イン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140007097  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 インフィニティ／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（ＳＡＸ）ほか 140017799  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジョン・コルトレーン・ライヴ・イン・ジャパン ジョン・コルトレーン（Ｓ．ＳＡＸ，Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ，ＰＥＲＣ） ファラオ・サンダース（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ，ＢＣＬ，ＰＥＲＣ） 140006990  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コンプリート１９６１ヴィレッジ・ヴァンガード・レコーディングス：［１］／ジョン・コルトレーン Disc１ ジョン・コルトレーン（Ｓ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） エリック・ドルフィー（Ａ．ＳＡＸ，ＢＳ．ＣＬ） 140006834  C2 ｼﾞ 1 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コンプリート１９６１ヴィレッジ・ヴァンガード・レコーディングス：［２］／ジョン・コルトレーン Disc２ ジョン・コルトレーン（Ｓ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） エリック・ドルフィー（Ａ．ＳＡＸ，ＢＳ．ＣＬ） 140049164  C2 ｼﾞ 2 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コンプリート１９６１ヴィレッジ・ヴァンガード・レコーディングス：［３］／ジョン・コルトレーン Disc３ ジョン・コルトレーン（Ｓ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） エリック・ドルフィー（Ａ．ＳＡＸ，ＢＳ．ＣＬ） 140049172  C2 ｼﾞ 3 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コンプリート１９６１ヴィレッジ・ヴァンガード・レコーディングス：［４］／ジョン・コルトレーン Disc４ ジョン・コルトレーン（Ｓ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） エリック・ドルフィー（Ａ．ＳＡＸ，ＢＳ．ＣＬ） 140049180  C2 ｼﾞ 4 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｓ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） 共演マッコイ・タイナー，ジミー・ギャリソン，ほか 140006818  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 バイーア／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（ＴＲＰ） ポール・チェンバース（ＣＢ） 140007162  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コズミック・ミュージック／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｂ．ＣＬ）（１，３） アリス・コルトレーン（ＰＦ） 140006982  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ニュー・シング・アット・ニューポート／ジョン・コルトレーン；アーチー・シェップ ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ）（２） アーチー・シェップ（Ｔ．ＳＡＸ）（３～６）ほか 140006966  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
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豊栄 バラード・トレーン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ，ＢＣＬ） 共演マッコイ・タイナー，ジミー・ギャリソン，ほか 140007006  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード・アゲイン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ，ＢＣＬ） ファラオ・サンダース（Ｔ．ＳＡＸ，ＦＬ） 140006909  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 スピリチュアル・トレーン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ，ＦＬ） 共演マッコイ・タイナー，ジミー・ギャリソン，ほか 140007022  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 アフリカ～ブラス／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） マッコイ・タイナー（ＰＦ） 140006883  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 インプレッションズ／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） エリック・ドルフィー（ＢＣＬ）（１，３） 140006917  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 オム／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） マッコイ・タイナー（ＰＦ） 140017781  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コルトレーン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） マッコイ・タイナー（ＰＦ） 140006875  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コルトレーン・サウンド：夜は千の眼を持つ：デラックス・エディション／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） スティーヴ・デイヴィス（ＣＢ） 140006776  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） マッコイ・タイナー（ＰＦ） 140006826  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジョン・コルトレーン・アンソロジー：１９５９－１９６７ ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140006792  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 スタンダード・トレーン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） マッコイ・タイナー（ＰＦ）ほか 140007014  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） エルヴィン・ジョーンズ（ＤＲＵＭ） 140006941  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 アセンション／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） フレディ・ハバード（ＴＲＰ） 140019266  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 エクスプレッション／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） ジミー・ギャリソン（ＣＢ） 140017773  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 クル・セ・ママ／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） マッコイ・タイナー（ＰＦ） 140006891  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 クレッセント／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） マッコイ・タイナー（ＰＦ） 140019258  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コルトレーン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） ポール・チェンバース（ＣＢ） 140007212  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・ビリーヴァー／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140007105  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・ラスト・トレーン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） ドナルド・バード（ＴＲＰ）（１，４） 140019241  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 キャッティン・ウィズ・コルトレーン・アンド・クイニシェット＋１ ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ）（除６） ポール・クイニシェット（Ｔ．ＳＡＸ） 140007071  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 至上の愛／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） マッコイ・タイナー（ＰＦ） 140006867  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） 共演ポール・チェンバース，ドナルド・バード，ホレス・シルヴァー，ほか 140007063  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジョン・コルトレーン・アンド・ジョニー・ハートマン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） ジョニー・ハートマン（Ｖ） 140017765  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジョン・コルトレーン・プレイズ・バラード ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） 共演デューク・エリントン，セロニアス・モンク，ほか 140007170  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 スターダスト／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140007220  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
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豊栄 スターダスト／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140007154  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ステラー・リージョンズ／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） アリス・コルトレーン（ＰＦ） 140006800  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セティン・ザ・ペース／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） レッド・ガードランド（ＰＦ） 140007121  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セルフレスネス・フィーチャリング・マイ・フェイヴァリット・シングス／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） マッコイ・タイナー（ＰＦ） 140006933  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソウルトレーン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140007113  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソウルトレーン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140007204  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソウルトレーン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140017807  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ダカール／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） セシル・ペイン（Ｂ．ＳＡＸ） 140019233  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 トランジション／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） マッコイ・タイナー（ＰＦ） 140006958  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 トレーンズ・ブルース／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） 共演リー・モーガン，ケニー・ドリュー，ポール・チェンバース，ほか 140007055  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 バラード／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） マッコイ・タイナー（ＰＦ） 140006859  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ブラック・パールズ／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） ドナルド・バード（ＴＲＰ） 140007139  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ブルー・トレイン／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） リー・モーガン（ＴＲＰ） 140007048  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ）ほか 140007196  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ラッシュ・ライフ／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ）ほか 140007089  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 メディテーションズ／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） ファラオ・サンダース（Ｔ．ＳＡＸ） 140006974  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ラッシュ・ライフ／ジョン・コルトレーン ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） 共演レッド・ガーランド，ポール・チェンバース，アート・テイラー，ほか 140007238  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジョン・コルトレーン・カルテット・プレイズ ジョン・コルトレーン・カルテット： ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140006925  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 エヴォリューション／ジョン・ルイス ジョン・ルイス（ＰＦ） 140007246  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 グランド・エンカウンター／ジョン・ルイス ジョン・ルイス（ＰＦ） パーシー・ヒース（ＣＢ） 140007329  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ゴールドベルグ・ヴァリエーション：パート１／Ｊ．Ｓ．バッハ（作曲）；ジョン＆ミリヤナ・ルイス ジョン・ルイス（ＰＦ） ミリヤナ・ルイス（ＨＰＳＣ） 140007295  C2 ｼﾞ 1 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ゴールドベルグ・ヴァリエーション：パート２／Ｊ．Ｓ．バッハ（作曲）；ジョン＆ミリヤナ・ルイス ジョン・ルイス（ＰＦ） ミリヤナ・ルイス（ＨＰＳＣ） 140007303  C2 ｼﾞ 2 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 素描／ジョン・ルイス ジョン・ルイス（ＰＦ） 140007311  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 プレリュードとフーガ：ＶＯＬ．１：Ｊ．Ｓ．バッハ「平均律クラヴィーア曲集」第１巻より／ジョン・ルイス ジョン・ルイス（ＰＦ） ハワード・コリンズ（ＧＴ） 140007253  C2 ｼﾞ 1 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 プレリュードとフーガ：ＶＯＬ．２：Ｊ．Ｓ．バッハ「平均律クラヴィーア曲集」第１巻より／ジョン・ルイス ジョン・ルイス（ＰＦ） ハワード・コリンズ（ＧＴ） 140007261  C2 ｼﾞ 2 ｼﾞｬｽﾞ サ行
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豊栄 プレリュードとフーガ：ＶＯＬ．３：Ｊ．Ｓ．バッハ「平均律クラヴィーア曲集」第１巻より／ジョン・ルイス ジョン・ルイス（ＰＦ） ハワード・コリンズ（ＧＴ） 140007279  C2 ｼﾞ 3 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 プレリュードとフーガ：ＶＯＬ．４：Ｊ．Ｓ．バッハ「平均律クラヴィーア曲集」第１巻より／ジョン・ルイス ジョン・ルイス（ＰＦ） ハワード・コリンズ（ＧＴ） 140007287  C2 ｼﾞ 4 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 カーネギー・ホール・コンサート／ジェリー・マリガン＆チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＴＲＰ） ジェリー・マリガン（Ｂ．ＳＡＸ） 140006537  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ア・ブローイング・セッション／ジョニー・グリフィン リー・モーガン（ＴＲＰ） ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ） 140006693  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ア・ブローイング・セッション／ジョニー・グリフィン リー・モーガン（ＴＲＰ） ジョニー・グリフィン（ＳＡＸ） 140006677  C2 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 恋のバカンス／澄淳子＆ストーン・アライアンス 澄淳子（Ｖ） ストーン・アライアンス 140007386  C2 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジャズ色・歌謡浪漫／澄淳子 澄淳子（Ｖ） ブルース・バース（ＰＦ） 140007378  C2 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ウインズ・オブ・マイ・ハート／鈴木重子 鈴木重子（Ｖ） 140019639  C2 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 クローズ・ユア・アイズ／鈴木重子 鈴木重子（Ｖ） 140019654  C2 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ブリーザ／鈴木重子 鈴木重子（Ｖ） 140019647  C2 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジョイライド／スタンリー・タレンタイン スタンリー・タレンタイン（Ｔ．ＳＡＸ） ハービー・ハンコック（ＰＦ） 140007352  C2 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 スタンリー・タレンタイン－シャーリー・スコット スタンリー・タレンタイン（Ｔ．ＳＡＸ） シャーリー・スコット（ＥＯＲＧ） 140007337  C2 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ルック・アウト／スタンリー・タレンタイン スタンリー・タレンタイン（Ｔ．ＳＡＸ） ホレス・パーラン（ＰＦ） 140007360  C2 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 レット・イット・ゴー／スタンリー・タレンタイン スタンリー・タレンタイン（Ｔ．ＳＡＸ） シャーリー・スコット（ＨＡＭＯ） 140007345  C2 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 スティット、パウエル＆Ｊ．Ｊ．＋３ ソニー・スティット（Ｔ．ＳＡＸ） マックス・ローチ（ＤＲＵＭ） 140017815  C2 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 モンクス・ミュージック＋２／セロニアス・モンク コールマン・ホーキンス（Ｔ．ＳＡＸ）ほか 140007519  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 モンクス・ミュージック＋２／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ）（除１） コールマン・ホーキンス（Ｔ．ＳＡＸ） 140007592  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ブリリアント・コーナーズ／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ，ＣＥＬ） ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ）（除４） 140007584  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 アローン・イン・サンフランシスコ＋１／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） 140007634  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 アローン・イン・サンフランシスコ＋１／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） 140007543  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・ユニーク／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） オスカー・ペティフォード（ＣＢ）（１，３～７） 140007626  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・ユニーク／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） オスカー・ペティフォード（ＣＢ）（１，３～７） 140007485  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジーニアス・オブ・モダン・ミュージック：ＶＯＬ．１／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） 共演、サヒブ・シハブ，ジーン・ラミー，アート・ブレイキー，ほか 140007451  C2 ｾ 1 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジーニアス・オブ・モダン・ミュージック：ＶＯＬ．２／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） 共演、ケニー・ドーハム，ルー・ドナルドソン，マックス・ローチ，ほか 140007469  C2 ｾ 2 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セロニアス・ヒムセルフ＋１／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ）（８） 140007550  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

19 / 130 ページ



令和3年4月現在豊栄図書館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

豊栄 セロニアス・ヒムセルフ＋１／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ）（８） 140007576  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ストレイト・ノー・チェイサー＋３／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） チャーリー・ラウズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140007428  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セロニアス・イン・アクション＋３／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） ジョニー・グリフィン（ＳＡＸ）（除８） 140007535  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） ミルト・ジャクソン（ＶＩＢ）（４，５，９，１５～１８） 140007477  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セロニアス・モンク・ウィズ・ジョン・コルトレーン セロニアス・モンク（ＰＦ） ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ）（除６） 140007618  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セロニアス・モンク・クインテット セロニアス・モンク（ＰＦ） 共演フランク・フォスター，ソニー・ロリンズ，ジュリアス・ワトキンス，ほか 140017831  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セロニアス・モンク・プレイズ・デューク・エリントン セロニアス・モンク（ＰＦ） オスカー・ペティフォード（ＣＢ）（７以外） 140017856  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソロ・モンク＋１／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） 140007436  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ブリリアント・コーナーズ／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ）（４以外）ほか 140007493  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジーニアス・オブ・モダン・ミュージック：Ｖｏｌ．２／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ）ほか 140007444  C2 ｾ 2 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セロニアス・ヒムセルフ／セロニアス・モンク＋１ セロニアス・モンク（ＰＦ）ほか 140007501  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セロニアス・モンク・トリオ セロニアス・モンク（ＰＦ）ほか 140007568  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ベスト・オブ・セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ）ほか 140007394  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ミステリオーソ＋２／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ）（１～４，６～８） 140007642  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ミステリオーソ＋２／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ）（１～４，６～８） 140007527  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 モンク・アローン：コンプリート・ソロ・レコーディングス／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） 140007410  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ライヴ・アット・ジ・イット・クラブ／セロニアス・モンク セロニアス・モンク（ＰＦ） チャーリー・ラウズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140007402  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セロニアス・モンク・トリオ セロニアス・モンク・トリオ 140017823  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ＢＵＳＯＮ ＳＥＭＢＡ／仙波清彦 仙波清彦（ＰＥＲＣ，ＣＯＭＰ）ほか 140007659  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セロニアス・モンク・アンド・ソニー・ロリンズ モンク，セロニアス 140007600  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 セロニアス・モンク・アンド・ソニー・ロリンズ モンク，セロニアス 140017849  C2 ｾ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 クール・ストラッティン／ソニー・クラーク ソニー・クラーク（ＰＦ） アート・ファーマー（ＴＲＰ） 140007683  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・クラーク ソニー・クラーク（ＰＦ） 共演アート・ファーマー，カーティス・フラー，ハンク・モブレー，ほか 140007717  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ダイアル・Ｓ・フォー・ソニー／ソニー・クラーク ソニー・クラーク（ＰＦ） ウィルバー・ウェア（ＣＢ） 140007691  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 メモリアル・アルバム／ソニー・クラーク ソニー・クラーク（ＰＦ） サイモン・ブレーム（ＣＢ） 140007667  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
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豊栄 リーピン・アンド・ローピン／ソニー・クラーク ソニー・クラーク（ＰＦ） ブッチ・ウォーレン（ＣＢ） 140007709  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・クラーク・トリオ ソニー・クラーク・トリオ： ソニー・クラーク（ＰＦ） 140007675  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 １２！／ソニー・スティット ソニー・スティット（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） バリー・ハリス（ＰＦ） 140007790  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 オンリー・ザ・ブルース／ソニー・スティット ソニー・スティット（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） ロイ・エルドリッジ（ＴＲＰ） 140007766  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コンステレイション／ソニー・スティット ソニー・スティット（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） バリー・ハリス（ＰＦ） 140007808  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・スティット＋１ ソニー・スティット（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） バリー・ハリス（ＰＦ） 140007741  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソルト＆ペッパー／ソニー・スティット＆ポール・ゴンザルヴェス ソニー・スティット（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） ポール・ゴンザルヴェス（Ｔ．ＳＡＸ） 140007725  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 オール・オブ・ユー／ソニー・スティット・ウィズ・ストリングス ソニー・スティット（Ａ．ＳＡＸ） ラルフ・バーンズ・オーケストラ 140007774  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソー・ドッグゴーン・グッド／ソニー・スティット ソニー・スティット（ＳＡＸ） ハプトン・ホーズ（ＰＦ） 140007840  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ペン・オブ・クインシー／ソニー・スティット ソニー・スティット（ＳＡＸ） サド・ジョーンズ（ＴＲＰ） 140007816  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ３７ミニッツ・アンド・４８セカンズ／ソニー・スティット ソニー・スティット（Ｔ．ＳＡＸ） ドロ・コーカー（ＰＦ） 140007824  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 スティッツ・ビッツ／ソニー・スティット ソニー・スティット（Ｔ．ＳＡＸ）ほか 140007832  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・ハード・スウィング／ソニー・スティット・クァルテット ソニー・スティット・クァルテット： ソニー・スティット（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） 140007782  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 パーソナル・アピアランス／ソニー・スティット・クァルテット ソニー・スティット・クァルテット： ソニー・スティット（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ） 140007758  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ウェイ・アウト・ウエスト＋３／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（ＳＡＸ） レイ・ブラウン（ＣＢ） 140008046  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 オン・インパルス／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（ＳＡＸ） レイ・ブライアント（ＰＦ） 140017898  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コンテンポラリー・リーダーズ＋３／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（ＳＡＸ） バーニー・ケッセル（ＧＴ） 140008061  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（ＳＡＸ） トミー・フラナガン（ＰＦ） 140007907  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ブラス・アンド・トリオ／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（ＳＡＸ） ヘンリー・グライムス（ＣＢ）ほか 140017906  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ネクスト・アルバム／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ，Ａ．ＳＡＸ） ジョージ・ケイブルス（ＰＦ，ＥＯＲＧ） 140008103  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ドント・アスク／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ，ＬＹＲＩＣＯＮ，ＰＦ） ラリー・コリエル（ＧＴ）（２－５，７） 140008186  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 イージー・リヴィング／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） ジョージ・デューク（ＥＫＥＹ） 140008160  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ホーン・カルチャー／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 増尾好秋（ＧＴ） 140008111  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 アルフィー／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ジミー・クリーヴランド（ＴＲＢ） 140007899  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 アワ・マン・イン・ジャズ／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ドン・チェリー（ＴＲＰ） 140007873  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
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豊栄 イースト・ブロードウェイ・ラン・ダウン／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） フレディ・ハバード（ＴＲＰ） 140007915  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ヴィレッジ・ヴァンガードの夜／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ウィルバー・ウェア（ＣＢ）（５除く） 140007923  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ヴィレッジ・ヴァンガードの夜：Ｖｏｌ．３／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ウィルバー・ウェア（ＣＢ） 140007931  C2 ｿ 3 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ウェイ・アウト・ウエスト＋３／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） レイ・ブラウン（ＣＢ） 140008087  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 グローバル・ウォーミング／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ステファン・スコット（ＰＦ） 140008095  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 コンテンポラリー・リーダーズ＋３／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） バーニー・ケッセル（ＧＴ） 140008194  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・ウェイ・アイ・フィール／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） リー・リトナー（ＧＴ） 140008152  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・カッティング・エッジ／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 増尾好秋（ＧＴ） 140008137  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 サキソフォン・コロッサス／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） トミー・フラナガン（ＰＦ） 140008020  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 サキソフォン・コロッサス／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） トミー・フラナガン（ＰＦ） 140019274  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 サキソフォン・コロッサス／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） トミー・フラナガン（ＰＦ） 140008210  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ザ・サウンド・オブ・ソニー＋１／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ソニー・クラーク（ＰＦ）（２～７，９，１０） 140017880  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ・ＳＡＸ） ドナルド・バード（ＴＲＰ）（５，８） 140007964  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 共演マックス・ローチ，ケニー・ドリュー，ほか 140008079  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 共演レイ・ブライアント，ウォルター・ブッカー，ミッキー・ローカー，ほか 140007881  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ：ＶＯＬ．１ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ドナルド・バード（ＴＲＰ） 140007956  C2 ｿ 1 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ：ＶＯＬ．２ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） Ｊ．Ｊ．ジョンソン（ＴＲＢ） 140007949  C2 ｿ 2 ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ・イン・ジャパン ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 増尾好秋（ＧＴ） 140008129  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ・プラス・スリー ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ボブ・クランショウ（ＣＢ）ほか 140007972  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ・プラス・フォー ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） リッチー・パウエル（ＰＦ） 140007998  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ・プラス・フォー ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） リッチー・パウエル（ＰＦ） 140008251  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 テナー・マドネス／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140008004  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 テナー・マドネス／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140008228  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 トゥア・デ・フォース＋１／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ケニー・ドリュー（ＰＦ） 140008038  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ドント・ストップ・ザ・カーニヴァル／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） マーク・ソスキン（ＰＦ，ＥＫＥＹ） 140008178  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行
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豊栄 ニュークリアス／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ベニー・モウピン（Ｔ．ＳＡＸ，ＢＣＬ） 140008145  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 フリーダム・スイート／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） オスカー・ペティフォード（ＣＢ） 140008053  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ）ほか 140008202  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ワークタイム／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ）ほか 140007980  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ムーヴィング・アウト／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ケニー・ドーハム（ＴＲＰ）（１～４） 140017872  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ロリンズ・プレイズ・フォー・バード＋１／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） ウエイド・レッグ（ＰＦ） 140008012  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ワークタイム／ソニー・ロリンズ ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） レイ・ブライアント（ＰＦ） 140008244  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ・ウィズ・ザ・モダン・ジャズ・クァルテット ロリンズ，ソニー 140017864  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ソニー・ロリンズ・ウィズ・ザ・モダン・ジャズ・クァルテット ロリンズ，ソニー 140008236  C2 ｿ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 Ｌｏｖｅ，ｐａｉｎｆｕｌ ｌｏｖｅ／鈴木祥子 鈴木祥子（Ｖ，ＧＴ，ＥＢ，ＥＫＥＹ，ＤＲＵＭ） 140025990  C3 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ジャスト・ビサイド・ユー／鈴木重子 鈴木重子（Ｖ） 140025818  C3 ｽ  ｼﾞｬｽﾞ サ行

豊栄 ホエン・アイ・ルック・イン・ユア・アイズ／ダイアナ・クラール ダイアナ・クラール（Ｖ，ＰＦ） 140025826  C2 ﾀﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 グランド・エンカウンター／ダイアン・リーヴス ダイアン・リーヴス（Ｖ） ケニー・バロン（ＰＦ） 140008277  C2 ﾀﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ブリッジズ／ダイアン・リーヴス ダイアン・リーヴス（Ｖ） 140008293  C2 ﾀﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 マイ・ファニー・ヴァレンタイン／ダイアン・リーヴス ダイアン・リーヴス（Ｖ）ほか 140008269  C2 ﾀﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ラヴ・ソングをあなたに／ダイアン・リーヴス ダイアン・リーヴス（Ｖ） マルグリュー・ミラー（ＰＦ） 140008285  C2 ﾀﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 IN CONCERT; ZURICH; OCTOBER 28; 1979 / CHICK COREA AND GARY BURTON コリア，チック バートン，ゲイリー 140017922  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 サークル：１：ライヴ・イン・ジャーマニー・コンサート／チック・コリア サークル： チック・コリア（ＰＦ） 140008517  C2 ﾁ 1 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 カミン・オン／チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＦＬＨ） ジョージ・コールマン（Ｔ．ＳＡＸ） 140019290  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 クール・バーニン／チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＦＬＨ） ジョージ・コールマン（Ｔ．ＳＡＸ） 140019308  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 グルーヴィン／チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＦＬＨ） ジョージ・コールマン（Ｔ．ＳＡＸ） 140008467  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 バッピン／チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＦＬＨ） ジョージ・コールマン（Ｔ．ＳＡＸ） 140019316  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ヤング・チェット／チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＴＲＰ，Ｖ）（１１，１２以外）ほか 140008384  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー：チェット・ベイカー・シングス チェット・ベイカー（ＴＲＰ，Ｖ） ケニ・ドリュー（ＰＦ）ほか 140008418  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 枯葉／チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＴＲＰ，Ｖ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140008327  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行
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豊栄 チェット・ベイカー・イン・トーキョー：愛蔵版 チェット・ベイカー（ＴＲＰ，Ｖ） ハロルド・ダンコ（ＰＦ） 140008335  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＴＲＰ，Ｖ）ほか 140008319  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 マイ・ファニー・ヴァレンタイン／チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＴＲＰ，Ｖ） トニー・マン（ＤＲＵＭ） 140008350  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 マイ・ファニー・ヴァレンタイン＋１／チェット・ベイカー・ウィズ・ストリングス チェット・ベイカー（ＴＲＰ，Ｖ） フィフティ・イタリアン・ストリングス，ほか 140008426  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ラヴ・ソング／チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＴＲＰ，Ｖ） ハロルド・ダンコ（ＰＦ） 140008301  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ウェスト・コースト・ライヴ：Ｖｏｌ．２／チェット・ベイカー＆スタン・ゲッツ チェット・ベイカー（ＴＲＰ） スタン・ゲッツ（Ｔ．ＳＡＸ） 140008392  C2 ﾁ 2 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 サインレント・ナイツ／チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＴＲＰ） クリストファー・メイソン（Ａ．ＳＡＸ）ほか 140008459  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チェット＋１／チェット・ベイカー・ウィズ・ビル・エヴァンス チェット・ベイカー（ＴＲＰ） ビル・エヴァンス（ＰＦ）（除３，６） 140008491  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チェット＋１／チェット・ベイカー・ウィズ・ビル・エヴァンス チェット・ベイカー（ＴＲＰ） ポール・チェンバース（ＣＢ） 140008434  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チェット・ベイカー・プレイズ・ラーナー＆ロウ チェット・ベイカー（ＴＲＰ） ハービー・マン（ＦＬ，Ｔ．ＳＡＸ）（１～３，５，７，８） 140008442  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ワンス・アポン・ア・サマータイム／チェット・ベイカー チェット・ベイカー（ＴＲＰ） グレゴリー・ハーバート（Ｔ．ＳＡＸ） 140008475  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チェット・ベイカー・シングス チェット・ベイカー（Ｖ，ＴＲＰ） ラス・フリーマン（ＰＦ，ＣＥＬ）ほか 140008376  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チェット・ベイカー・シングス・アンド・プレイズ チェット・ベイカー（Ｖ，ＴＲＰ） ラス・フリーマン（ＰＦ）ほか 140008368  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ハートブレイク／チェット・ベイカー・ウィズ・ストリングス チェット・ベイカー（Ｖ，ＴＲＰ） 共演ハロルド・ダンコ，ジョン・バー，ほか 140008343  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チェット・ベイカー チェット・ベイカー（Ｖ，ＴＲＰ）ほか 140008483  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チェット・ベイカー・シングス：ステレオ・ヴァージョン チェット・ベイカー（Ｖ，ＴＲＰ）ほか 140008400  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チェット・ベイカー・シングス・アゲイン チェット・ベイカー・カルテット： チェット・ベイカー（ＴＲＰ，Ｖ） 140019282  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チック・コリア チック・コリア（ＰＦ，ＥＫＥＹ，ＳＹＮ） ジョン・パティトゥッチ（ＣＢ）（１０除く） 140008541  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 タップ・ステップ／チック・コリア チック・コリア（ＰＦ，ＥＫＥＹ） バニー・ブルネル（除１） 140008566  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 フロム・ナッシング：チック・コリア・ソロ・ピアノ チック・コリア（ＰＦ，ＳＹＮ） 140008533  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 クリスタル・サイレンス／チック・コリア；ゲイリー・バートン チック・コリア（ＰＦ） ゲイリー・バートン（ＶＩＢ） 140017930  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ザ・ソング・オブ・シンギング／チック・コリア チック・コリア（ＰＦ） デイヴ・ホランド（ＣＢ） 140008665  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 スリー・カルテッツ＋４／チック・コリア チック・コリア（ＰＦ） マイケル・ブレッカー（ＳＡＸ） 140008558  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 タイム・ワープ／チック・コリア・カルテット チック・コリア（ＰＦ） ジョン・パティトゥッチ（ＣＢ） 140008731  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チック・コリア・ソロ：ＶＯＬ．１ チック・コリア（ＰＦ） 140019324  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行
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豊栄 チック・コリア・ソロ：Ｖｏｌ．２ チック・コリア（ＰＦ） 140019332  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チック・コリア－ハービー・ハンコック・デュオ・ライヴ チック・コリア（ＰＦ） ハービー・ハンコック（ＰＦ） 140008624  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デュエット／チック・コリア＆ゲイリー・バートン チック・コリア（ＰＦ） ゲイリー・バートン（ＶＩＢ） 140008657  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 トーンズ・フォー・ジョーンズ・ボーンズ／チック・コリア チック・コリア（ＰＦ） ジョー・ファレル（Ｔ．ＳＡＸ） 140008509  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ナウ・ヒー・シングス・ナウ・ヒー・ソブス／チック・コリア チック・コリア（ＰＦ） ミロスラフ・ヴィトウス（ＣＢ） 140008673  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ネイティヴ・センス／チック・コリア；ゲイリー・バートン チック・コリア（ＰＦ） ゲイリー・バートン（ＶＩＢ） 140008699  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 バド・パウエルへの追想／チック・コリア・アンド・フレンズ チック・コリア（ＰＦ） ロイ・ヘインズ（ＤＲＵＭ）（８，１１以外） 140008707  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 スペイン：ベスト・オブ・チック・コリア チック・コリア（ＰＦ）ほか 140008608  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ライヴ・イン・モントルー／チック・コリア チック・コリア（ＰＦ） ジョー・ヘンダーソン（ＳＡＸ） 140008574  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ライヴ・フロム・ザ・カントリー・クラブ／チック・コリア”ザ・トリオ” チック・コリア（ＰＦ） ロイ・ヘインズ（ＤＲＵＭ） 140008525  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 第７銀河への帰還：リターン・トゥ・フォーエヴァー・アンソロジー／チック・コリア＆ＲＴＦ チック・コリア＆ＲＴＦ 140008715  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ライヴ・フロム・ザ・ブルーノート東京／チック・コリア・アコースティック・バンド チック・コリア・アコースティック・バンド 140008681  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ライヴ・フロム・エラリオズ／チック・コリア・エレクトリック・バンド チック・コリア・エレクトリック・バンド 140008723  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ア・ウィーク・アット・ザ・ブルーノート：［１］／チック・コリア＆オリジン Disc１ チック・コリア＆オリジン 140008582  C2 ﾁ 1 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ア・ウィーク・アット・ザ・ブルーノート：［２］／チック・コリア＆オリジン Disc２ チック・コリア＆オリジン 140049198  C2 ﾁ 2 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ア・ウィーク・アット・ザ・ブルーノート：［３］／チック・コリア＆オリジン Disc３ チック・コリア＆オリジン 140049206  C2 ﾁ 3 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ア・ウィーク・アット・ザ・ブルーノート：［４］／チック・コリア＆オリジン Disc４ チック・コリア＆オリジン 140049214  C2 ﾁ 4 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ア・ウィーク・アット・ザ・ブルーノート：［５］／チック・コリア＆オリジン Disc５ チック・コリア＆オリジン 140049222  C2 ﾁ 5 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ア・ウィーク・アット・ザ・ブルーノート：［６］／チック・コリア＆オリジン Disc６ チック・コリア＆オリジン 140049230  C2 ﾁ 6 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チェンジ／チック・コリア＆オリジン チック・コリア＆オリジン 140008590  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 Ａ．Ｒ．Ｃ．／チック・コリア チック・コリア・トリオ： チック・コリア（ＰＦ） 140008632  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 夜も昼も：チック・コリア・トリオ・ライヴ・イン・ヨーロッパ チック・コリア・トリオ： チック・コリア（ＰＦ） 140008640  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ライト・アズ・ア・フェザー：完全盤／チック・コリア＆リターン・トゥ・フォーエヴァー チック・コリア＆リターン・トゥ・フォーエヴァー： チック・コリア（ＥＫＥＹ） 140008616  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 スウェディッシュ・シュナップス＋４／チャーリー・パーカー チャーリー・パーカー（Ａ．ＳＡＸ） 共演マイルス・デイヴィス，ケニー・ドーハム，レッド・ロドニー，ほか 140008798  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チャーリー・パーカー・ストーリー・オン・ダイアル：ＶＯＬ．１ チャーリー・パーカー（Ａ．ＳＡＸ） 共演ディジー・ガレスピー，マイルス・デイヴィス，ほか 140008855  C2 ﾁ 1 ｼﾞｬｽﾞ タ行
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豊栄 チャーリー・パーカー・ストーリー・オン・ダイアル：ＶＯＬ．２ チャーリー・パーカー（Ａ．ＳＡＸ） マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ） 140008863  C2 ﾁ 2 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チャーリー・パーカー・オン・ダイアル：Ｖｏｌ．２ パーカー，チャーリー 140008889  C2 ﾁ 2 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チャーリー・パーカー・オン・ダイアル：Ｖｏｌ．４ チャーリー・パーカー・クインテット（１－５），セクステット（６－２１） チャーリー・パーカー（Ａ．ＳＡＸ） 140008897  C2 ﾁ 4 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チャーリー・パーカー・メモリアル：ＶＯＬ．１ チャーリー・パーカー（Ａ．ＳＡＸ） マックス・ローチ（ＤＲＵＭ）ほか 140008749  C2 ﾁ 1 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ナウズ・ザ・タイム＋１／チャーリー・パーカー チャーリー・パーカー（Ａ．ＳＡＸ） マックス・ローチ（ＤＲＵＭ） 140008772  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 バード：オリジナル・レコーディング・オブ・チャーリー・パーカー チャーリー・パーカー（Ａ．ＳＡＸ） 共演アル・ヘイグ，パーシー・ヒース，マックス・ローチ，ほか 140008814  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 バード・アンド・ディズ＋３：チャーリー・パーカーの真髄 チャーリー・パーカー（Ａ．ＳＡＸ） ディジー・ガレスピー（ＴＲＰ） 140008780  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ベスト・オブ・チャーリー・パーカー チャーリー・パーカー（Ａ．ＳＡＸ） 共演マイルス・デイヴィス，エロール・ガーナー，ハワード・マギー，ほか 140008848  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 バード：サヴォイ・レコーディングス（マスター・テイクス）／チャーリー・パーカー チャーリー・パーカー（Ａ．ＳＡＸ）ほか 140008756  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 エイプリル・イン・パリ＋４／チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス 140008806  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 チャリー・パーカー・ウィズ・ストリングス：コンプリート・マスター・テイク チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス 140008764  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ナイト・アンド・ザ・シティ／チャーリー・ヘイデン＆ケニー・バロン チャーリー・ヘイデン（ＣＢ） ケニー・バロン（ＰＦ） 140008954  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ミズーリの空高く／チャーリー・ヘイデン＆パット・メセニー チャーリー・ヘイデン（ＣＢ） パット・メセニー（ＧＴ，ＳＹＮ） 140008905  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ライヴ・アット・モントリオール：Ⅲ／チャーリー・ヘイデン＆ジェリ・アレン チャーリー・ヘイデン（ＣＢ） ジェリ・アレン（ＰＦ） 140008939  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ライヴ・アット・モントリオール：Ⅳ／チャーリー・ヘイデン＆ゴンサロ・ルバルカバ チャーリー・ヘイデン（ＣＢ） ゴンサロ・ルバルカバ（ＰＦ） 140008947  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 リベレーション・ミュージック・オーケストラ／チャーリー・ヘイデン チャーリー・ヘイデン（ＣＢ） カーラ・ブレイ（ＰＦ） 140017914  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 アート・オブ・ザ・ソング／チャーリー・ヘイデン・クァルテット・ウェスト チャーリー・ヘイデン・クァルテット・ウェスト： チャーリー・ヘイデン（ＣＢ，Ｖ） 140008913  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ナウ・イズ・ザ・アワー／チャーリー・ヘイデン・クァルテット・ウェスト チャーリー・ヘイデン・クァルテット・ウェスト： チャーリー・ヘイデン（ＣＢ） 140008962  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ライヴ・アット・モントリオール：Ⅴ／チャーリー・ヘイデン・リベレイション・ミュージック・オーケストラ チャーリー・ヘイデン・リベレイション・ミュージック・オーケストラ 140008921  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ディズ・ン・バード・アット・カーネギー／チャーリー・パーカー；ディジー・ガレスピー ディジー・ガレスピー（ＴＲＰ，Ｖ） チャーリー・パーカー（Ａ．ＳＡＸ）（１～５） 140008871  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ジャズ・パレニアル／チャーリー・パーカー パーカー，チャーリー 140008822  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 フィエスタ／チャーリー・パーカー パーカー，チャーリー 140008830  C2 ﾁ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：１ エリントン，デューク 140009408  C2 ﾃ 1 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：2 エリントン，デューク 140048638  C2 ﾃﾞ 2 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：3 エリントン，デューク 140048646  C2 ﾃﾞ 3 ｼﾞｬｽﾞ タ行
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豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：4 エリントン，デューク 140048653  C2 ﾃﾞ 4 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：5 エリントン，デューク 140048661  C2 ﾃﾞ 5 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：6 エリントン，デューク 140048679  C2 ﾃﾞ 6 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：7 エリントン，デューク 140048687  C2 ﾃﾞ 7 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：8 エリントン，デューク 140048695  C2 ﾃﾞ 8 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：9 エリントン，デューク 140048703  C2 ﾃﾞ 9 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：10 エリントン，デューク 140048711  C2 ﾃﾞ 10 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：11 エリントン，デューク 140048729  C2 ﾃﾞ 11 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：12 エリントン，デューク 140048737  C2 ﾃﾞ 12 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：13 エリントン，デューク 140048745  C2 ﾃﾞ 13 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：14 エリントン，デューク 140048752  C2 ﾃﾞ 14 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：15 エリントン，デューク 140048760  C2 ﾃﾞ 15 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：16 エリントン，デューク 140048778  C2 ﾃﾞ 16 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：17 エリントン，デューク 140048786  C2 ﾃﾞ 17 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：18 エリントン，デューク 140048794  C2 ﾃﾞ 18 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：19 エリントン，デューク 140048802  C2 ﾃﾞ 19 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：20 エリントン，デューク 140048810  C2 ﾃﾞ 20 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：21 エリントン，デューク 140048828  C2 ﾃﾞ 21 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：22 エリントン，デューク 140048836  C2 ﾃﾞ 22 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：23 エリントン，デューク 140048844  C2 ﾃﾞ 23 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・コンプリート：ＲＣＡ・レコーディングス１９２７－１９７３：24 エリントン，デューク 140048851  C2 ﾃﾞ 24 ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 サキソフォン・ムーズ／デクスター・ゴードン 140009341  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ウィズ・ジミー・ラッシング＋１／デイヴ・ブルーベック ジミー・ラッシング（Ｖ） デイヴ・ブルーベック・カルテット： 140009143  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 イン・ゼア・オウン・スウィート・ウェイ／デイヴ・ブルーベックと息子たち デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） クリス・ブルーベック（ＥＢ，ＴＲＢ）（除４，６） 140008996  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 エンジェル・アイズ／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009119  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行
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豊栄 風と共に去りぬ／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009069  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 サザン・シーン／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009077  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ジャスト・ユー、ジャスト・ミー：デイヴ・ブルーベック・ソロ デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） 140008988  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 タイム・アウト／デイブ・ブルーベック・カルテット デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009036  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デイヴ・ディグズ・ディズニー／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009044  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デイヴ・ブルーベック・アット・カーネギー・ホール デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009093  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ナイトシフト：ライヴ・アット・ブルーノート／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ボビー・ミリテロ（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ，ＦＬ） 140008970  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 日本の印象／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009101  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ニューポート１９５８／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009051  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ブルーベック・プレイズ・ブルーベック／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） 140009168  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 プレミアム・ベスト／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） 140009010  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ベスト・オブ・デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009002  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ボサ・ノヴァＵ．Ｓ．Ａ．／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009085  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 マイ・フェイヴァリット・シングス／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009127  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 秘宝：テイク・ファイヴ・イン・メキシコ’６７／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック・カルテット： デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） 140009028  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ブラボー！ブルーベック＋１／デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック・カルテット： デイヴ・ブルーベック（ＰＦ） 140009150  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 アット・ニューポート／デイヴ・ブルーベック－ジェイ＆カイ デイヴ・ブルーベック・クァルテット（１～４） Ｊ．Ｊ．ジョンソン＆Ｋ．ウィンディング・クインテット（５～７） 140009135  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ヴェリー・ベスト／ディオンヌ・ワーウィック ディオンヌ・ワーウィック（Ｖ） 140042748  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ディジー・ガレスピー・アンド・モダン・トランペッツ 140009283  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 クローサー・トゥ・ザ・ソース／ディジー・ガレスピー ディジー・ガレスピー（ＴＲＰ） 共演マーカス・ミラー，スティーヴィー・ワンダー，ほか 140009184  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ザ・ファイナル／ディジー・ガレスピー＆オールスター・サクソフォニスツ ディジー・ガレスピー（ＴＲＰ） ダニーロ・ペレス（ＰＦ） 140009234  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 トゥ・ディズ、ウィズ・ラヴ／ディジー・ガレスピー＆オールスター・トランペッツ ディジー・ガレスピー（ＴＲＰ） ジュニア・マンス（ＰＦ） 140009218  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 バードに愛をこめて／ディジー・ガレスピー＆オール・スター・サクソフォニスツ ディジー・ガレスピー（ＴＲＰ） ダニロ・ペレス（ＰＦ） 140009226  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 グルーヴィン・ハイ／ディジー・ガレスピー ディジー・ガレスピー（ＴＲＰ）ほか 140009200  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 バークス・ワークス／ディジー・ガレスピー ディジー・ガレスピー・アンド・ヒズ・オーケストラ： ディジー・ガレスピー（ＴＲＰ） 140009275  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行
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豊栄 ナイト・アンド・デイ／ディジー・ガレスピー・ウィズ・ストリングス ディジー・ガレスピー・ウィズ・ストリングス 140009259  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 マンテカ／ディジー・ガレスピー ディジー・ガレスピー・オーケストラ（１） ディジー・ガレスピー＆ラテン・アメリカン・リズム（２～４） 140009267  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ディジー・ガレスピー・アット・ニューポート＋３ ディジー・ガレスピー＆ヒズ・オーケストラ 140009242  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ブルーベック～デスモンド＋８／デイブ・ブルーベック・クァルテット デイブ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140017948  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ブルーベック～デスモンド＋８／デイブ・ブルーベック・クァルテット デイブ・ブルーベック（ＰＦ） ポール・デスモンド（Ａ．ＳＡＸ） 140009176  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ダディ・プレイズ・ザ・ホーン／デクスター・ゴードン デクスター・ゴードン（ＳＡＸ） ケニー・ドリュー（ＰＦ） 140009291  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ア・デイ・イン・コペンハーゲン／デクスター・ゴードン＆スライド・ハンプトン デクスター・ゴードン（Ｔ．ＳＡＸ） スライド・ハンプトン（ＴＲＢ） 140009309  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 アワ・マン・イン・パリ／デクスター・ゴードン デクスター・ゴードン（Ｔ．ＳＡＸ） バド・パウエル（ＰＦ） 140009358  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 カーネギー・ホール１９７８／デクスター・ゴードン デクスター・ゴードン（Ｔ．ＳＡＸ） ジョージ・ケイブルス（ＰＦ） 140009317  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ゲッティン・アラウンド／デクスター・ゴードン デクスター・ゴードン（Ｔ．ＳＡＸ） ボビー・ハッチャーソン（ＶＩＢ） 140009366  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ザ・スカーラル：デクスター・ゴードン・ライヴ・アット・モンマルトル１９６７ デクスター・ゴードン（Ｔ．ＳＡＸ） ケニー・ドリュー（ＰＦ） 140009333  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ザ・タワー・オブ・パワー！／デクスター・ゴードン デクスター・ゴードン（Ｔ．ＳＡＸ） ジェームス・ムーディ（Ｔ．ＳＡＸ）（１） 140019357  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ジェネレイション＋１／デクスター・ゴードン デクスター・ゴードン（Ｔ．ＳＡＸ） フレディ・ハバード（ＴＲＰ，ＦＬＨ） 140009374  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 モア・パワー！／デクスター・ゴードン デクスター・ゴードン（Ｔ．ＳＡＸ） ジェームス・ムーディ（Ｔ．ＳＡＸ）（１，５） 140019365  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ワン・フライト・アップ／デクスター・ゴードン デクスター・ゴードン（Ｔ．ＳＡＸ） ドナルド・バード（ＴＲＰ） 140009325  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ザ・ポピュラー・デューク・エリントン：Ⅱ デューク・エリントン（ＰＦ） 140009390  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 デューク・エリントン・シアトル・コンサート デューク・エリントン楽団 140009382  C2 ﾃﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ブラック・バード／ドナルド・バード ドナルド・バード（ＴＲＰ，ＦＬＨ，Ｖ） ジョー・サンプル（ＰＦ，ＥＫＥＹ） 140009473  C2 ﾄﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 アイム・トライン・トゥ・ゲット・ホーム／ドナルド・バード ドナルド・バード（ＴＲＰ，ＦＬＨ） スタンリー・タレンタイン（Ｔ．ＳＡＸ） 140009440  C2 ﾄﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 エチオピアン・ナイツ／ドナルド・バード ドナルド・バード（ＴＲＰ） ハロルド・ランド（Ｔ．ＳＡＸ） 140009432  C2 ﾄﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 オフ・トゥ・ザ・レイシス／ドナルド・バード ドナルド・バード（ＴＲＰ） ジャッキー・マクリーン（Ａ．ＳＡＸ） 140009481  C2 ﾄﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 バード・イン・ハンド／ドナルド・バード ドナルド・バード（ＴＲＰ） チャーリー・ラウズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140009499  C2 ﾄﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ブラックジャック／ドナルド・バード ドナルド・バード（ＴＲＰ） ソニー・レッド（Ａ．ＳＡＸ） 140009465  C2 ﾄﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 ムスタング／ドナルド・バード ドナルド・バード（ＴＲＰ） ソニー・レッド（Ａ．ＳＡＸ） 140009457  C2 ﾄﾞ  ｼﾞｬｽﾞ タ行

豊栄 アフター・ミッドナイト／ナット・キング・コール ナット・キング・コール（Ｖ，ＰＦ） ハリー・エディソン（ＴＲＰ） 140009507  C2 ﾅ  ｼﾞｬｽﾞ ナ行
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豊栄 ヴォーカル・クラシックス＆ピアノ・クラシックス／ナット・キング・コール ナット・キング・コール（Ｖ，ＰＦ） 共演オスカー・ムーア，ジョニー・ミラー，ジョー・コンフォート，ほか 140009515  C2 ﾅ  ｼﾞｬｽﾞ ナ行

豊栄 アンフォゲッタブル：デラックス版／ナット・キング・コール ナット・キング・コール（Ｖ） 140009523  C2 ﾅ  ｼﾞｬｽﾞ ナ行

豊栄 恋こそはすべて：アンド・モア／ナット・キング・コール ナット・キング・コール（Ｖ） ゴードン・ジェキンス・オーケストラ 140017955  C2 ﾅ  ｼﾞｬｽﾞ ナ行

豊栄 スタンダーズ／ナット・キング・コール ナット・キング・コール（Ｖ） 140009531  C2 ﾅ  ｼﾞｬｽﾞ ナ行

豊栄 ナット・キング・コール ナット・キング・コール（Ｖ） 140009549  C2 ﾅ  ｼﾞｬｽﾞ ナ行

豊栄 ライヴ・アット・ザ・サークル・ルーム／ナット・キング・コール・トリオ ナット・キング・コール・トリオ： ナット・キング・コール（Ｖ，ＰＦ） 140009556  C2 ﾅ  ｼﾞｬｽﾞ ナ行

豊栄 マジック・タッチ／ヌスラット・ファテ・アリ・ハーン ヌスラット・ファテ・アリ・ハーン（Ｖ） バリー・サグー（ＰＲＤ） 140027822  C2 ﾇ  ｼﾞｬｽﾞ ナ行

豊栄 ｃｏｍｅ ａｗａｙ ｗｉｔｈ ｍｅ／ノラ・ジョーンズ ノラ・ジョーンズ（Ｖ，ＰＦ） 140050782  C2 ﾉ  ｼﾞｬｽﾞ ナ行

豊栄 サンライト／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ，ＰＦ，Ｖ） 共演 ワゥ・ワゥ・ワトソン，レイ・パーカーＪｒ．，ほか 140009945  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 パーフェクト・マシーン／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ，ＰＦ） ブーツィ・コリンズ（ＣＢ） 140010000  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 サウンド・システム／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ，Ｐ） ビル・ラズウェル（ＥＢ）（１，２，４，６） 140009994  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ライト・ミー・アップ／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ，ＳＹＮ，ＰＦ，Ｖ） 共演 スティーヴ・ルカサー，ウェイン・アンソニー，ほか 140009978  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 フューチャー・ショック／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ，ＳＹＮ，ＰＦ） ビル・ラズウェル（ＥＢ）ほか 140009986  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ダイレクトステップ／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ，ＳＹＮ，Ｖ）ほか 140017963  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ダンシン・グルーヴス／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ，Ｖ） 140009812  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 フィーツ／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ，Ｖ） レイ・オビエド（ＧＴ） 140009952  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 シークレッツ／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ） ベニー・モウピン（ＳＡＸ，ＢＣＬ） 140009879  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 スラスト：突撃／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ） ポール・ジャクソン（ＥＢ） 140009911  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ヘッド・ハンターズ／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ） ベニー・モウピン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ，ＢＣＬ，Ａ．ＦＬ） 140009861  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 マン・チャイルド／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ） ウェイン・ショーター（Ｓ．ＳＡＸ） 140009937  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 モンスター／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＥＫＥＹ） ワゥ・ワゥ・ワトソン（ＧＴ） 140009960  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ニューポートの追想／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＫＢＤ） 共演ロン・カーター，トニー・ウイリアムス，レイ・パーカーＪｒ．，ほか 140009838  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 洪水：ライヴ・イン・ジャパン’７５／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ，ＥＫＥＹ，ＳＹＮ） ベニー・モウピン（ＳＡＸ） 140009887  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 デディケイション／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ，ＥＫＥＹ，ＳＹＮ） 140009895  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 イン・コンサート／ハービー・ハンコック＆チック・コリア ハービー・ハンコック（ＰＦ） チック・コリア（ＰＦ） 140009903  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
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豊栄 ウィ・ラヴ・ハービー／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） 140010034  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 エンピリアン・アイルズ／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） フレディ・ハバード（ＣＲ，ＴＲＰ） 140010059  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ガーシュウィン・ワールド／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） 共演スティーヴィー・ワンダー，ジョニ・ミッチェル，ほか 140009788  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ザ・ニュー・スタンダード／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） マイケル・ブレッカー（ＳＡＸ） 140009762  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ザ・ピアノ／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） 140009846  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 処女航海／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） フレディ・ハバード（ＴＲＰ） 140010018  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 スピーク・ライク・ア・チャイルド／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） ロン・カーター（ＣＢ） 140010067  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 スピーク・ライク・ア・チャイルド／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） ロン・カーター（ＣＢ） 140010026  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 セクスタント／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） ベニー・モウピン（ＳＡＸ，ＢＣＬ） 140009853  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） 共演ロン・カーター，トニー・ウィリアムス，ほか 140010083  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ハービー・ハンコック・トリオ’７７ ハービー・ハンコック（ＰＦ） トニー・ウィリアムス（ＤＲＵＭ） 140009796  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ハービー・ハンコック・トリオ’８１ ハービー・ハンコック（ＰＦ） トニー・ウィリアムス（ＤＲＵＭ） 140009820  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ベスト・オブ・ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） 共演フレディ・ハバード，ロン・カーター，トニー・ウィリアムス，ほか 140010042  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ザ・プリズナー／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ）ほか 140017971  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ライオット／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＰＦ） 共演ドナルド・バード，ハンク・モブレー，グラント・グリーン，ほか 140010075  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 １＋１（ワン・プラス・ワン）／ハービー・ハンコック；ウェイン・ショーター ハービー・ハンコック（ＰＦ） ウェイン・ショーター（Ｓ．ＳＡＸ） 140009770  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ＭＲ．ハンズ／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（ＳＹＮ，ＰＦ） 共演ロン・カーター，トニー・ウィリアムス，ビル・サマーズ，ほか 140009929  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ダンス・シングルズ／ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック（Ｖ） 140009804  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 モンクス・ムード／林栄一トリオ；渋谷毅 林栄一（Ａ．ＳＡＸ）ほか 140010091  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 モナ・リザ：山下洋輔プレゼンツ！／林栄一 林栄一（Ａ．ＳＡＸ） 加藤崇之（ＧＴ） 140010117  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 マズル／林栄一＆マズル 林栄一＆マズル 140010109  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 カム・バイ・ミー／ハリー・コニック，ＪＲ． ハリー・コニック，ＪＲ．（Ｖ，ＰＦ） 140010141  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 トゥ・シー・ユー／ハリー・コニック，Ｊｒ． ハリー・コニック，Ｊｒ．（Ｖ，ＰＦ） 140010133  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 スター・タートル／ハリー・コニック，ＪＲ． ハリー・コニック，ＪＲ．（Ｖ，ＰＦ）ほか 140010125  C2 ﾊ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 アルフィー～グレイテスト・ヒッツ／バート・バカラック バート・バカラック（ＰＬＡＹ，Ｖ） 140042839  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
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豊栄 キャノンボールに捧ぐ／バド・パウエル；ドン・バイアス バド・パウエル（ＰＦ） ドン・バイアス（Ｔ．ＳＡＸ） 140009630  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ザ・ジニアス・オブ・バド・パウエル＋２ バド・パウエル（ＰＦ） レイ・ブラウン（ＣＢ）（１～４） 140009572  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ジ・アメイジング・バド・パウエル：Ｖｏｌ．１／バド・パウエル ファッツ・ナヴァロ（ＴＲＰ） ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140009671  C2 ﾊﾞ 1 ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ジ・アメイジング・バド・パウエル：Ｖｏｌ．４：タイム・ウェイツ バド・パウエル（ＰＦ） サム・ジョーンズ（ＣＢ） 140009689  C2 ﾊﾞ 4 ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ザ・シーン・チェンジズ：ジ・アメイジング・バド・パウエル：ＶＯＬ．５ バド・パウエル（ＰＦ） ポール・チェンバース（ＣＢ） 140009697  C2 ﾊﾞ 5 ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 バド！：アメイジング・バド・パウエルＶＯＬ．３ バド・パウエル（ＰＦ） ポール・チェンバース（ＣＢ）（除４） 140009713  C2 ﾊﾞ 3 ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ザ・タイム・ウェイツ：アメイジング・バド・パウエルＶＯＬ．４ バド・パウエル（ＰＦ） サム・ジョーンズ（ＣＢ） 140009721  C2 ﾊﾞ 4 ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 バド・イン・パリ／バド・パウエル バド・パウエル（ＰＦ） ジョニー・グリフィン（Ｔ．ＳＡＸ）（１，２） 140009655  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 バド・パウエル バド・パウエル（ＰＦ） デュビビエ，ジョージ 140009564  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 バド・パウエル／ｓｅｌｅｃｔｅｄ ｂｙチック・コリア バド・パウエル（ＰＦ） 共演レイ・ブラウン，マックス・ローチ，ほか 140009622  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 バド・パウエル’５７ バド・パウエル（ＰＦ） パーシー・ヒース（ＣＢ）（１－３，５） 140009598  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 バド・パウエル・イン・パリ バド・パウエル（ＰＦ） ロヴェール，ジルベール 140009754  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ベスト・オブ・バド・パウエル バド・パウエル（ＰＦ） 共演カーリー・ラッセル，マックス・ローチ，アート・テイラー，ほか 140009705  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ポートレイト・オブ・セロニアス＋１／バド・パウエル バド・パウエル（ＰＦ） ピエール・ミシュロット（ＣＢ） 140009648  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 クレオパトラの夢／バド・パウエル バド・パウエル（ＰＦ）ほか 140009739  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 バド・パウエルの芸術／バド・パウエル バド・パウエル（ＰＦ）ほか 140009663  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 真夜中のカフェ・ブルーノート／バド・パウエル バド・パウエル（ＰＦ） ピエール・ミシェロ（ＣＢ） 140009747  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ムーズ／バド・パウエル バド・パウエル（ＰＦ） ジョージ・デュヴィヴィエ（ＣＢ）（１－４） 140009580  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ピアノ・インタープリテーションズ・バイ・バド・パウエル バド・パウエル・トリオ： バド・パウエル（ＰＦ） 140009606  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ブルース・イン・ザ・クロゼット／バド・パウエル・トリオ バド・パウエル・トリオ： バド・パウエル（ＰＦ） 140009614  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 パッショーネ／バルネ・ウィラン・クインテット バルネ・ウィラン（ＳＡＸ） エンリコ・ラバ（ＴＲＰ） 140010224  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 バルネ／バルネ・ウィラン バルネ・ウィラン（ＳＡＸ） デューク・ジョーダン（ＰＦ） 140010158  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ラ・ノート・ブルー／バルネ・ウィラン バルネ・ウィラン（ＳＡＸ） アラン・ジャン・マリー（ＰＦ） 140010190  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 モア・フロム・バルネ／バルネ・ウィラン バルネ・ウィラン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） デューク・ジョーダン（ＰＦ） 140010166  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 オート・ジャズ／バルネ・ウィラン バルネ・ウィラン（Ｔ．ＳＡＸ） フランソワ・テュスク（ＰＦ，ＥＯＲＧ） 140010174  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
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豊栄 サンクチュアリー／バルネ・ウィラン バルネ・ウィラン（Ｔ．ＳＡＸ） キャサリーン・フィリップ（ＧＴ） 140010216  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ニッティー・グリッティー／バルネ・ウィラン バルネ・ウィラン（Ｔ．ＳＡＸ） エマニュエル・ベックス（ＥＯＲＧ） 140010182  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ワイルド・ドッグス・オブ・ザ・ルウェンゾリ／バルネ・ウィラン バルネ・ヴィラン（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） アラン・ジャン・マリー（ＰＦ） 140010208  C2 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 イントゥ・ザ・ヘヴン／日野晧正クインテット 日野晧正クインテット： 日野皓正（ＴＲＰ，ＦＬＨ） 140010307  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 日野皓正 日野皓正（ＣＲ，ＦＬＨ）ほか 140010372  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ブルーストラック／日野皓正 日野皓正（ＣＲ）ほか 140017989  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 Ａ・パート／日野皓正 日野皓正（ＴＲＰ，ＦＬＨ） レジー・ワークマン（ＣＢ） 140010257  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 アローン・トゥゲザー／日野皓正 日野皓正（ＴＲＰ，ＦＬＨ） スティーヴ・グロスマン（ＳＡＸ） 140010281  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ジャーニー・トゥー・エアー／日野皓正 日野皓正（ＴＲＰ，ＦＬＨ） デイヴ・リーブマン（Ｔ．ＳＡＸ，Ａ．ＳＡＸ） 140010232  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 オフ・ダ・コースト／日野皓正；バニー・プロジェクト 日野皓正（ＴＲＰ） バニー・プロジェクト 140010323  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ピース・アンド・ラブ／日野皓正 日野皓正（ＴＲＰ） レジー・ワークマン（ＣＢ） 140010240  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 フィーリン・グッド／日野皓正 日野皓正（ＴＲＰ） 菊池雅章（ＰＦ） 140010273  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 日野皓正コンサート 日野皓正（ＴＲＰ）ほか 140010299  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 モメント／日野皓正・菊池雅章クインテット 日野皓正（ＴＲＰ） 菊池雅章（ＰＦ）ほか 140010364  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ライヴ・イン・コンサート／日野皓正 日野皓正（ＴＲＰ） 杉本喜代志（ＧＴ）ほか 140010315  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ラウンド・ミッドナイト／日野皓正ミーツ・マンハッタン・ジャズ・クインテット 日野皓正（ＴＲＰ） マンハッタン・ジャズ・クインテット： 140010331  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ラブ・ネーチャー／日野皓正 日野皓正（ＴＲＰ） ゲイリー・バーツ（Ａ．ＳＡＸ） 140010265  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 リ・カバー／日野皓正 日野皓正（ＴＲＰ） オリバー・レイク（Ａ．ＳＡＸ） 140010349  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 アコーステック・ブギ／日野皓正・菊地雅章クインテット 日野皓正・菊地雅章クインテット： 日野皓正（ＴＲＰ） 140010356  C2 ﾋ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 オールド・ランプライター／ビング・クロスビー ビング・クロスビー（Ｖ） 140010380  C2 ﾋﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 クラシック・イヤーズ／ビング・クロスビー ビング・クロスビー（Ｖ） 140010398  C2 ﾋﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ビング・クロスビー ビング・クロスビー（Ｖ） 140010414  C2 ﾋﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ビング・クロスビー ビング・クロスビー（Ｖ） 140010422  C2 ﾋﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ビング・シングズ・ワイルスト・ブレグマン・スウィングズ／ビング・クロスビー ビング・クロスビー（Ｖ） バディ・ブレグマン・オーケストラ 140010430  C2 ﾋﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ホワイト・クリスマス／ビング・クロスビー ビング・クロスビー（Ｖ） 140010406  C2 ﾋﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
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豊栄 リンガ・ディン・ディン！／フランク・シナトラ フランク・シナトラ（Ｖ） 140010448  C2 ﾌ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ベニー・グッドマン グッドマン，ベニー 140010455  C2 ﾍﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 Ｂ．Ｇ．＆ビッグ・ティー・イン・ＮＹＣ／ベニー・グッドマン＆ジャック・ティーガーデン ベニー・グッドマン（ＣＬ） ジャック・ティーガーデン（ＴＲＢ）ほか 140010463  C2 ﾍﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ベニー・グッドマン物語／ベニー・グッドマン ベニー・グッドマン（ＣＬ） ハリー・ジェイムス（ＴＲＰ）（９，１０） 140010489  C2 ﾍﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ベスト・オブ・ベニー・グッドマン ベニー・グッドマン（ＣＬ）ほか 140010471  C2 ﾍﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ＦＵＮＫＹ！／ベニー・グリーン ベニー・グリーン（ＰＦ） ベン・ウォルフ（ＣＢ） 140010521  C2 ﾍﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 カレイドスコープ／ベニー・グリーン ベニー・グリーン（ＰＦ） アントニオ・ハート（Ａ．ＳＡＸ）（１，２，７，９） 140010497  C2 ﾍﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ジーズ・アー・ソウルフル・デイズ／ベニー・グリーン ベニー・グリーン（ＰＦ） ラッセル・マローン（ＧＴ） 140010539  C2 ﾍﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ソウル・スターリン／ベニー・グリーン ベニー・グリーン（ＴＲＢ） ジーン・アモンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140010513  C2 ﾍﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 バック・オン・ザ・シーン／ベニー・グリーン ベニー・グリーン（ＴＲＢ） チャーリー・ラウズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140010505  C2 ﾍﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ＢＬＵＥ ＮＯＴＥＳ／ベニー・グリーン・トリオ ベニー・グリーン・トリオ： ベニー・グリーン（ＰＦ） 140010547  C2 ﾍﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 トータル・レスポンス／ホレス・シルヴァー セシル・ブリッジウォーター（ＴＲＰ，ＦＬＨ） ハロルド・ヴィック（Ｔ．ＳＡＸ） 140010604  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 フィンガー・ポッピン／ホレス・シルヴァー ブルー・ミッチェル（ＴＲＰ） ジュニア・クック（Ｔ．ＳＡＸ） 140010679  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ザ・ケープ・ヴァーディーン・ブルース／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） ウディ・ショウ（ＴＲＰ） 140010638  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ザ・ジョディ・グラインド／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） ウディ・ショウ（ＴＲＰ） 140010646  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ザ・スタイリングス・オブ・シルヴァー／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） アート・ファーマー（ＴＲＰ） 140010687  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ザ・トーキョー・ブルース／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） ブルー・ミッチェル（ＴＲＰ） 140010653  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ザ・ハードバップ・グランドポップ／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） クラウディオ・ロディッティ（ＴＲＰ，ＦＬＨ） 140010554  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ジャズ・ハズ・ア・センス・オブ・ユーモア／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） ライアン・カイザー（ＴＲＰ） 140010570  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 シルヴァー・ン・パーカッション／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） トム・ハレル（ＴＲＰ，ＦＬＨ） 140010612  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ソング・フォー・マイ・ファーザー／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） カーメル・ジョーンズ（ＴＲＰ）（１，２，４，５） 140010661  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ファーザー・エクスプロレイションズ／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） アート・ファーマー（ＴＲＰ） 140010596  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ブルースに処方箋／ホセス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） マイケル・ブレッカー（Ｔ．ＳＡＸ）（８以外） 140010562  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ソング・フォー・マイ・ファーザー／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ）ほか 140010620  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） ブルー・ミッチェル（ＴＲＰ）（１，５～７，１０，１２） 140010703  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行
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豊栄 ホレス・スコープ／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー（ＰＦ） ブルー・ミッチェル（ＴＲＰ） 140010695  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ６ピーシズ・オブ・シルヴァー／ホレス・シルヴァー ホレス・シルヴァー・クインテット： ホレス・シルヴァー（ＰＦ） 140010588  C2 ﾎ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ボビー・コールドウェル・グレイテスト・ヒッツ ボビー・コールドウェル（Ｖ） 140028044  C2 ﾎﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 栄光の黙示録：完全版／ボブ・マーリィ ボブ・マーリィ（Ｖ） 140020074  C2 ﾎﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ガボン／ボブ・マーリィ＆ザ・ウェイラーズ ボブ・マーリィ＆ザ・ウェイラーズ 140020108  C2 ﾎﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ブリスベーン：オーストラリア’７９／ボブ・マーリィ＆ザ・ウェイラーズ ボブ・マーリィ＆ザ・ウェイラーズ 140020090  C2 ﾎﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 マイアミ：Ｕ．Ｓ．Ａ．’８０／ボブ・マーリィ＆ザ・ウェイラーズ ボブ・マーリィ＆ザ・ウェイラーズ 140020082  C2 ﾎﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ハ行

豊栄 ＭＹ ＢＡＬＬＡＤＳ／ＭＡＬＴＡ ＭＡＬＴＡ（Ａ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ）ほか 140011552  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 シネマトリックス／ＭＡＬＴＡ ＭＡＬＴＡ（Ａ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） トニー・メイソン（ＤＲＵＭ） 140011586  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ＭＡＬＴＡ ＭＡＬＴＡ（ＳＡＸ） 140011578  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ＵＫアンダーグラウンド／ＭＡＬＴＡ ＭＡＬＴＡ（ＳＡＸ） トニー・メイソン（ＤＲＵＭ）ほか 140011495  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 アパシオナド／ＭＡＬＴＡ ＭＡＬＴＡ（ＳＡＸ） 共演ダニー・ジェイコブ，ニック・マイロ，オスカー・カータヤ，ほか 140011602  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 オブセッション／ＭＡＬＴＡ ＭＡＬＴＡ（ＳＡＸ） 140011560  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 サマー・ベスト／ＭＡＬＴＡ ＭＡＬＴＡ（ＳＡＸ） 140011594  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 スパークリング／ＭＡＬＴＡ ＭＡＬＴＡ（ＳＡＸ） 140011537  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ＭＡＬＴＡ ＭＡＬＴＡ（ＳＡＸ）ほか 140011503  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス／ザ・ニュー・マイルス・デイビス・クインテット ザ・ニュー・マイルス・デイビス・クインテット： マイルス・デイビス（ＴＲＰ） 140011255  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス／ザ・ニュー・マイルス・デイビス・クインテット ザ・ニュー・マイルス・デイビス・クインテット： マイルス・デイビス（ＴＲＰ） 140018052  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 白い道・黒い雨／マル・ウォルドロン ジーン・リー（Ｖ） マル・ウォルドロン（ＰＦ） 140011420  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス・デイビス・アンド・ホーンズ＋１ マイルス・デイヴィス＆ホーンズ マイルス・デイヴィス／ｔｐ 140017997  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 レア・ライブ／マイルス・デイヴィス；スタン・ゲッツ マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ）（１－４） スタン・ゲッツ（Ｔ．ＳＡＸ）（５－７）ほか 140010711  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ワーキン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ）（１～５，７，８） ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ）（１～５，７，８） 140011222  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ワーキン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ）（１～５，７，８） ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ）（１～５，７，８） 140011131  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 １９５８マイルス／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） 140010794  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 スター・ピープル／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ，ＥＫＥＹ） ビル・エバンス（Ｓ．ＳＡＸ，Ｔ．ＳＡＸ）（１以外） 140010919  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行
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豊栄 マイルス・イン・コンサート／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ，ＥＯＲＧ） マイケル・ヘンダーソン（Ｂ） 140011016  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 Ｅ．Ｓ．Ｐ．／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ウェイン・ショーター（Ｔ．ＳＡＸ） 140010844  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルストーンズ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ，ＦＬＨ）（５以外） キャノンボール・アダレイ（Ａ．ＳＡＸ）（５以外） 140010802  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ゲット・アップ・ウィズ・イット／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ，ＨＡＭＯ）ほか 140010885  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ダーク・メイガス／マイルス・デイビス（ＴＲＰ，ＯＲＧ） マイルス・デイビス（ＴＲＰ，ＯＲＧ）ほか 140011024  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 デコイ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ，ＳＹＮ） ブランドード・マルサリス（Ｓ．ＳＡＸ）（１，３，６） 140010927  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ＴＵＴＵ／マイルス・デイヴィス マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ） マーカス・ミラー（ＣＢ） 140011271  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 アマンドラ／マイルス・デイヴィス マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ） マーカス・ミラー（ＥＢ，ＥＫＥＹ，ＤＲＵＭ，ＧＴ） 140011297  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ウイ・ウォント・マイルス／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ビル・エヴァンス（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140010901  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ウォーキン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ホレス・シルヴァー（ＰＦ） 140011198  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ウォーター・ベイビーズ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ウェイン・ショーター（Ｔ．ＳＡＸ） 140010976  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 エッセンシャル・ライヴ・イン・ストックホルム／マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ）；［ほか］ マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ） ソニー・スティット（ＳＡＸ）ほか 140011321  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 エッセンシャル・ライヴ・イン・ストックホルム／マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ）；［ほか］ マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ） ジョン・コルトレーン（ＳＡＸ）ほか 140011313  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 オーラ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） パレ・ミケルボルグ（ＴＲＰ，ＡＲＲ，Ｃ） 140019431  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 キリマンジャロの娘／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ウェイン・ショーター（Ｔ．ＳＡＸ） 140010968  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 クールの誕生／マイルス・デイヴィス マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ） Ｊ．Ｊ．ジョンソン（ＴＲＢ） 140011057  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 クッキン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140011206  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 クッキン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140018060  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 クッキン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140011156  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 クワイエット・ナイト／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ギル・エヴァンス（ＡＲＲ，Ｃ）・オーケストラ（１－６） 140019407  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 コレクターズ・アイテムズ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140018011  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 コンプリート・クールの誕生／マイルス・デイヴィス マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ） リー・コニッツ（Ａ．ＳＡＸ） 140011065  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 サークル・イン・ザ・ラウンド／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） 共演ウェイン・ショーター，ハービー・ハンコック，ロン・カーター，ほか 140010984  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ザ・ミュージングス・オブ・マイルス／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140011263  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ザ・ミュージングス・オブ・マイルス／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140018037  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行
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豊栄 ザ・ミュート／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） 140011172  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ジェミニ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ウェイン・ショーター（Ｔ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） 140010737  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ジャズ・アット・ザ・プラザ：ＶＯＬ．１／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） キャノンボール・アダレイ（Ａ．ＳＡＸ） 140010943  C2 ﾏ 1 ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 スケッチ・オブ・スペイン／マイルス・デイビスｗｉｔｈギル・エヴァンス・オーケストラ マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ギル・エヴァンス・オーケストラ 140010810  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 スティーミン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140011230  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 スティーミン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） レッド・ガーランド（ＰＦ） 140011149  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 スティーミン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ）（１，２，４，５） 140019456  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ロン・カーター（ＣＢ） 140010828  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ソーサラー／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ウェイン・ショーター（Ｔ．ＳＡＸ）ほか 140010851  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ダブル・イメージ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ウェイン・ショーター（ＳＡＸ） 140010745  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ディグ＋２／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ソニー・ロリンズ（Ｔ．ＳＡＸ） 140018003  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ディレクションズ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） 共演ウェイン・ショーター，ハービー・ハンコック，チック・コリア，ほか 140010992  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ネフェルティティ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ウェイン・ショーター（Ｔ．ＳＡＸ） 140010869  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 バグス・グルーヴ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） パーシー・ヒース（ＣＢ） 140011107  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 バグス・グルーヴ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） パーシー・ヒース（ＣＢ） 140011180  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 パリ・フェスティヴァル・インターナショナル／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） タッド・ダメロン（ＰＦ） 140010935  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 パンゲア／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ソニー・フォーチュン（ＳＡＸ，ＦＬ） 140010893  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 パンサラッサＲＥＭＩＸ：マイルス・デイヴィス／ビル・ラズウェル，［ほか］ マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ビル・ラズウェル，ほか（リミックス） 140010760  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ファースト・マイルス／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） 共演チャーリー・パーカー，ジョン・ルイス，ほか 140010729  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ブラック・ビューティー／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） スティーヴ・グロスマン（Ｓ．ＳＡＸ） 140011008  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ブルー・ヘイズ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） パーシー・ヒース（ＣＢ） 140018029  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ブルー・ムーズ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ブリット・ウッドマン（ＴＲＢ） 140019449  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ウォーキン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ）ほか 140011099  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ザ・ドゥー・バップ・ソングＥＰ／マイルス・デイヴィス マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ）ほか 140011305  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ドゥー・バップ／マイルス・デイヴィス マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ）ほか 140011289  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行
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豊栄 ビッグ・ファン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ）ほか 140019423  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス・デイヴィス・オールスターズ：Ｖｏｌ．１ マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ） Ｊ．Ｊ．ジョンソン（ＴＲＢ） 140011032  C2 ﾏ 1 ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス・デイヴィス・オールスターズ：Ｖｏｌ．２ マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ）ほか 140011040  C2 ﾏ 2 ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ライヴ・アット・カーネギーホール／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ）ほか ギル・エヴァンス・オーケストラ（１，２，６） 140019415  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ライヴ・イヴル／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ）ほか 140010877  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス・イン・セントルイス／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ジミー・フォレスト（Ｔ．ＳＡＸ）ほか 140011081  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス・イン・トーキョー／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ハービー・ハンコック（ＰＦ） 140010836  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス・イン・ヨーロッパ／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ジョージ・コールマン（Ｔ．ＳＡＸ） 140010950  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス・デイヴィス マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ） Ｊ．Ｊ．ジョンソン（ＴＲＢ）（１，３，１０，１１，１３，１４） 140011073  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） 共演ジョン・コルトレーン，レッド・ガーランド，ほか 140011164  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス・デイビス・アンド・ザ・モダン・ジャズ・ジャイアンツ マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ミルト・ジャクソン（ＶＩＢ）（除３） 140011248  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス・デイビス・アンド・ザ・モダン・ジャズ・ジャイアンツ マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ミルト・ジャクソン（ＶＩＢ）（３以外） 140011115  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス・デイビス・アンド・ミルト・ジャクソン マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ミルト・ジャクソン（ＶＩＢ） 140018045  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 モア・ミュージック・フロム・カーネギー・ホール／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） 140018078  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ライヴ・アット・ブラック・ホーク：Ｖｏｌ．１／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ハンク・モブレイ（Ｔ．ＳＡＸ） 140019381  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ライヴ・アット・ブラック・ホーク：Ｖｏｌ．２／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ハンク・モブレイ（Ｔ．ＳＡＸ） 140019399  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ライヴ・アット・モントルー／マイルス・デイヴィス マイルス・デイヴィス（ＴＲＰ） クインシー・ジョーンズ（Ｃ）ほか 140018086  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ラヴ・ソングス／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） 140010778  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ラウンド・アバウト・ミッドナイト／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） 140010786  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 リラクシン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） 140011123  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 リラクシン／マイルス・デイビス マイルス・デイビス（ＴＲＰ） ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） 140011214  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイルス＆モンク・アット・ニューポート＋５／マイルス・デイビス；セロニアス・モンク マイルス・デイビス・セクステット（１－７） セロニアス・モンク・カルテット（８－１３） 140019373  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 イッツ・タイム／マックス・ローチ マックス・ローチ（ＤＲＵＭ） リチャード・ウィリアムス（ＴＲＰ） 140011354  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ウイ・インシスト／マックス・ローチ マックス・ローチ（ＤＲＵＭ） アビー・リンカーン（Ｖ）（２，３，５） 140011362  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 サウンズ・アズ・ア・ローチ／マックス・ローチ＆アビー・リンカーン マックス・ローチ（ＤＲＵＭ）（除７） アビー・リンカーン（Ｖ）（１，２，７） 140011339  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行
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豊栄 マックス／マックス・ローチ マックス・ローチ（ＤＲＵＭ） ケニー・ドーハム（ＴＲＰ） 140011347  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ソング・イズ・ユー／松島啓之 松島啓之（ＴＲＰ） ケニー・バロン（ＰＦ） 140011370  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ハッピー・タイムス／松島啓之クインテット 松島啓之クインテット： 松島啓之（ＴＲＰ） 140011388  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 エターナル・ドリームス／松本英彦＆Ｎ．Ｙ．オール・スターズ 松本英彦（Ｔ．ＳＡＸ） サイラス・チェスナット（ＰＦ） 140011404  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 松本英彦ｗｉｔｈ Ｓｔｒｉｎｇｓ 松本英彦（Ｔ．ＳＡＸ） 江草啓介（ＰＦ） 140011396  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 オール・アローン／マル・ウォルドロン マル・ウォルドロン（ＰＦ） 140018102  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 クラシックス／マル・ウォルドロン マル・ウォルドロン（ＰＦ） 香取良彦（ＶＩＢ） 140011453  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ザ・クエスト／マル・ウォルドロン・ウィズ・エリック・ドルフィー マル・ウォルドロン（ＰＦ） エリック・ドルフィー（Ａ．ＳＡＸ，ＣＬ） 140018094  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 スウィート・ラヴ、ビター／マル・ウォルドロン マル・ウォルドロン（ＰＦ） デイヴ・バーンズ（ＴＲＰ） 140011412  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ヒーズ・マイ・ファーザー／マル・ウォルドロン；マラ・ウォルドロン マル・ウォルドロン（ＰＦ） マラ・ウォルドロン（ＰＦ，Ｖ） 140011438  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マチュリティー／マル・ウォルドロン マル・ウォルドロン（ＰＦ） 140011446  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マル－１／マル・ウォルドロン マル・ウォルドロン（ＰＦ） アイドリース・シュリーマン（ＴＲＰ） 140011487  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マル－２／マル・ウォルドロン・ウィズ・ジョン・コルトレーン＋２ マル・ウォルドロン（ＰＦ） ジョン・コルトレーン（Ｔ．ＳＡＸ） 140011461  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マル－４／マル・ウォルドロン マル・ウォルドロン（ＰＦ） アディソン・ファーマー（ＣＢ） 140011479  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ハイ・プレッシャー／ＭＡＬＴＡ マルタ（Ａ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ）ほか 140011545  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 サマー・ドリーミン／ＭＡＬＴＡ マルタ（ＳＡＸ） 140011529  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ＭＡＬＴＡ・ベスト・コレクション マルタ 140018110  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 スウィート・マジック／丸田良昭 丸田良昭（Ａ．ＳＡＸ） 140011511  C2 ﾏ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 スタンス／向井滋春 向井滋春（ＴＲＢ） ビリー・ハート（ＤＲＵＭ） 140011644  C2 ﾑ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 アット・ザ・レッド・ヒル／メル・トーメ メル・トーメ（Ｖ） 140011651  C2 ﾒ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 バック・イン・タウン／メル・トーメ・ウィズ・ザ・メル・トーンズ メル・トーメ（Ｖ）とメル・トーンズ マーティ・ペイチ（ＰＦ，Ｃ）オーケストラ 140018128  C2 ﾒ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ニュー・アルバム：完全版／メル・トーメ メル・トーメ（Ｖ） 140011677  C2 ﾒ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 メル・トーメ・スウィングズ・シューバート・アレイ メル・トーメ（Ｖ）ほか 140011693  C2 ﾒ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイ・カインド・オブ・ミュージック／メル・トーメ メル・トーメ（Ｖ） ジェフ・ラヴ・オーケストラ（１，８，１１） 140011701  C2 ﾒ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ライヴ・アット・メゾネット／メル・トーメ メル・トーメ（Ｖ） 140011669  C2 ﾒ  ｼﾞｬｽﾞ マ行
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豊栄 ライブ・イン・ニューヨーク／メル・トーメ メル・トーメ（Ｖ） 140011685  C2 ﾒ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 マイ・フェイバリット・カラーズ／守屋純子 守屋純子（ＰＦ） 共演ライアン・カイザー，クリス・ポッター、ウィリー・ウイリアムス，ほか 140011719  C2 ﾓ  ｼﾞｬｽﾞ マ行

豊栄 ウィンド・オブ・エイジ／山下洋輔 山下洋輔（ＰＦ） セシル・マクビー（ＣＢ） 140011818  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 スタンダーズ／山下洋輔 山下洋輔（ＰＦ） セシル・マクビー（ＣＢ）（６－８） 140011768  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 ストーン・フラワー：Ａ．Ｃ．ジョビンに捧げる／山下洋輔ミーツ・ブラジリアン・フレンズ 山下洋輔（ＰＦ） マウリシオ・カヒーリョ（ＧＴ）（１，４－７） 140011842  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 スパイダー／山下洋輔 山下洋輔（ＰＦ） セシル・マクビー（ＣＢ） 140011784  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 ナイト・イン・ニューヨーク／山下洋輔 山下洋輔（ＰＦ） セシル・マクビー（ＣＢ）（３－５） 140011776  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 ボレロ：鼓童ＶＳ山下洋輔ライヴ 山下洋輔（ＰＦ） 鼓童 140011735  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 耳をすますキャンバス／山下洋輔 山下洋輔（ＰＦ） 140011800  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 ＦＲＯＺＥＮ ＤＡＹＳ／山下洋輔トリオ 山下洋輔トリオ： 山下洋輔（ＰＦ） 140011750  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 ＵＰ－ＴＯ－ＤＡＴＥ：山下洋輔トリオライヴ’７５ ４．２８ 山下洋輔トリオ： 山下洋輔（ＰＦ） 140011743  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 キアズマ／山下洋輔トリオ 山下洋輔トリオ： 山下洋輔（ＰＦ） 140011834  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 フラグメンツ１９９９／山下洋輔 山下洋輔ニューヨーク・トリオ： 山下洋輔（ＰＦ） 140011826  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 目をみはるキャンバス／山下洋輔 山下洋輔ニューヨーク・トリオ： 山下洋輔（ＰＦ） 140011792  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 ブルーストーン／山田穣 山田穣（Ａ．ＳＡＸ） サイラス・チェスナット（ＰＦ） 140011859  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 プレザント・シェイド／山田穣 山田穣（Ａ．ＳＡＸ） サイラス・チェスナット（ＰＦ） 140011867  C2 ﾔ  ｼﾞｬｽﾞ ヤ行

豊栄 アマンダ／ランディ＆イリアーニ ランディ・ブレッカー（ＴＲＰ） イリアーニ・エライアス（ＰＦ，ＳＹＮ）ほか 140011875  C2 ﾗ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 ルイのジャズ：ジャズ・ストーリー２／ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング（ＣＲ，ＴＲＰ，Ｖ）ほか 140012014  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング（ＴＲＰ，Ｖ，Ｃ） 140011891  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 プレイズ・Ｗ．Ｃ．ハンディ／ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング（ＴＲＰ，Ｖ） トラミー・ヤング（ＴＲＢ） 140012022  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 カリフォルニア・コンサーツ／ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング（ＴＲＰ，Ｖ）ほか 140011958  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 サッチモ１９５０・アンド・モア／ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ ルイ・アームストロング（ＴＲＰ，Ｖ）ほか 140011925  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング（ＴＲＰ，Ｖ） 共演エラ・フィッツジェラルド，ビリー・ホリデイ，ほか 140011917  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 リズム・セイヴド・ザ・ワールド：ルイ・アームストロング１９３５－３６ ルイ・アームストロング（ＴＲＰ）ほか 140011933  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング（ＴＲＰ） 140011982  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行
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豊栄 ベスト・オブ・ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング（Ｖ，ＣＲ，ＴＲＰ） 共演アール・ハインズ，テディ・ウィルソン，ほか 140012006  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 この素晴らしき世界／ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング（Ｖ，ＴＲＰ） 140011974  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 この素晴らしき世界：サッチモ・ベスト／ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング（Ｖ，ＴＲＰ） 共演エラ・フィッツジェラルド，ヴェルマ・ミドルトン，ほか 140011990  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 この素晴らしき世界／ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング（Ｖ，ＴＲＰ）ほか 140011883  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング（Ｖ，ＴＲＰ） 140011909  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 ハート・フル・オブ・リズム：１９３６－１９３８／ルイ・アームストロング ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・オーケストラ 140011966  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 サッチモ・アット・シンフォニー・ホール／ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ 140011941  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 イン・ア・センチメンタル・ムード／ルー・タバキン・アンド・ヒズ・トーキョー・フレンズ ルー・タバキン（Ｔ．ＳＡＸ） 山本剛（ＰＦ） 140012030  C2 ﾙ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 プレス・アンド・テディ／レスター・ヤング～テディ・ウィルソン・クァルテット レスター・ヤング（Ｔ．ＳＡＸ） テディ・ウィルソン（ＰＦ） 140012048  C2 ﾚ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 レスター・ヤング／ｓｅｌｅｃｔｅｄ ｂｙウェイン・ショーター レスター・ヤング（Ｔ．ＳＡＸ） 共演ナット・キング・コール，レイ・ブラウン，バディ・リッチ，ほか 140012063  C2 ﾚ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 プレス／レスター・ヤング レスター・ヤング・クァルテット 140012055  C2 ﾚ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 イマジン／ケイコ・リー ケイコ・リー（Ｖ） ケニー・バロン（ＰＦ） 140025792  C3 ﾘ  ｼﾞｬｽﾞ ラ行

豊栄 イパネマの娘／渡辺貞夫 渡辺貞夫（Ａ．ＳＡＸ，ＦＬ） 菊地雅章（ＰＦ） 140012071  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 ＳＥＬＥＣＴＥＤ／渡辺貞夫 渡辺貞夫（Ａ．ＳＡＸ，ＳＯＰＲＡＮＩＮＯ） 140012220  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 ゴー・ストレート・アヘッド・アンド・メイク・ア・レフト／渡辺貞夫 渡辺貞夫（Ａ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） バーナード・ライト（ＰＦ，ＥＫＥＹ） 140012147  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 ジャスト・ア・タッチ：渡辺貞夫ヴォーカル・コレクション 渡辺貞夫（Ａ．ＳＡＸ，Ｓ．ＳＡＸ） フィーチャリング・ランディ・クロフォード，パティ・オースティン，ほか 140012246  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 黒い瞳：渡辺貞夫ＳＯＮＧ ＢＯＯＫ／渡辺貞夫 渡辺貞夫（Ａ．ＳＡＸ） 140012154  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 チャーリー・パーカーに捧ぐ／渡辺貞夫 渡辺貞夫（Ａ．ＳＡＸ） 八城一夫（ＰＦ） 140012105  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 ナイト・ウィズ・ストリングス：Ｖｏｌ．３／渡辺貞夫 渡辺貞夫（Ａ．ＳＡＸ） ラッセル・フェランテ（ＰＦ） 140012121  C2 ﾜ 3 ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 渡辺貞夫の軌跡 渡辺貞夫（Ａ．ＳＡＸ）ほか 140012139  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 ライヴ・アット・ピット・イン／渡辺貞夫 渡辺貞夫（Ａ．ＳＡＸ） シダー・ウォルトン（ＰＦ） 140012188  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 リメンブランス／渡辺貞夫 渡辺貞夫（Ａ．ＳＡＸ） サイラス・チェスナット（ＰＦ） 140012170  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 渡辺貞夫 渡辺貞夫（ＳＡＸ，ＦＬ） 140012204  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 ヴィアジャンド／渡辺貞夫 渡辺貞夫（ＳＡＸ） 140012162  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 スウィート・ディール／渡辺貞夫 渡辺貞夫（ＳＡＸ） ウォーレン・ウィービー（Ｖ）（７，９） 140012238  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行
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豊栄 ペイサージュ／渡辺貞夫 渡辺貞夫（ＳＡＸ） 菊地雅章（ＰＦ，ＥＫＥＹ） 140012196  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 ボサ・ノヴァ・コンサート／渡辺貞夫 渡辺貞夫（ＳＡＸ） 菊地雅章（ＰＦ） 140012097  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 ランデブー／渡辺貞夫 渡辺貞夫（ＳＡＸ） スティーヴ・ガット（ＤＲＵＭ） 140012212  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 ブラジルの渡辺貞夫／渡辺貞夫とブラジリアン・エイト 渡辺貞夫とブラジリアン・エイト 140012113  C2 ﾜ  ｼﾞｬｽﾞ ワ行

豊栄 ジャズ・スタンダード　ベスト 1113000003410 C 764 ｼﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ビッグ・バンド・ジャズ　ベスト 1113000003429 C 764 ﾋﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 バレエ・メカニック：ジョージ・アンタイル作品集／アンサンブル・モデルン（ＶＯＣ，ＥＮＳ） アンサンブル・モデルン（ＶＯＣ，ＥＮＳ） 140024662  C1 ﾊﾞ  ｼﾞｬｽﾞ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 幻の”モカンボ”・セッション’５４：完全版／守安祥太郎；秋吉敏子 守安祥太郎（ＰＦ）（１～５，７～１１） 秋吉敏子（ＰＦ，ＣＢ）（１１～２０） 140011727  C2 ﾓ  ｼﾞｬｽﾞ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ヘッドラインズ・アンド・デッドラインズ：ザ・ヒッツ・オブ・ａ～ｈａ／ａ～ｈａ ａ～ｈａ 140027046  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 Ｅａｒｔｈ，Ｗｉｎｄ ＆ Ｆｉｒｅ Ｌｉｖｅ ｉｎ ＶＥＬＦＡＲＲＥ Ｅａｒｔｈ，Ｗｉｎｄ ＆ Ｆｉｒｅ 140012279  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 アウト・オブ・タイム／Ｒ．Ｅ．Ｍ． Ｒ．Ｅ．Ｍ． 共演ピーター・ホールスアップル，ＫＲＳ・ワン，ケイト・ピアーソン，ほか 140027079  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 グリーン／Ｒ．Ｅ．Ｍ． Ｒ．Ｅ．Ｍ． 140027061  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 アヴェタ／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140012287  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 エレクトリック・ユニヴァース／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140018177  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 灼熱の狂宴／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140012360  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 千年伝説／アース・ウィンド＆ファイアー アース・ウィンド＆ファイアー 140012394  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 創世紀／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140018169  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 太陽神／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140012378  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 太陽の化身／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140012329  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 タッチ・ザ・ワールド／アース，ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140012345  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 魂／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140012337  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 地球最後の日／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140012303  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 天空の女神／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140018151  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 バラード・ベスト：エレメンツ・オヴ・ラヴ／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140012352  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 ベスト・オブ・ＥＷ＆Ｆ：Ｖｏｌ．１／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140012386  C2 ｱ 1 洋楽 ア行
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豊栄 ヘッド・トゥ・ザ・スカイ／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140012311  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 黙示録／アース・ウインド＆ファイアー アース・ウインド＆ファイアー 140018136  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 アバ アバ 140029281  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 アート・オブ・アマリア・ロドリゲス アマリア・ロドリゲス（Ｖ） 140050394  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 アマリア・ロドリゲス アマリア・ロドリゲス（Ｖ） 140050402  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 コン・ケ・ヴォス／アマリア・ロドリゲス アマリア・ロドリゲス（Ｖ） 140050386  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 アリーヤ アリーヤ（Ｖ） 140050410  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 赤心（せきしん）の歌／アル・クーパー アル・クーパー（Ｖ） 140050428  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 ヴォイス・オブ・アルタン：アルタン・ベスト・コレクション アルタン 140050436  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 フリー・ソウル：クラシック・オブ・アレサ・フランクリン アレサ・フランクリン（Ｖ） 140050444  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 ゴスペル・ライヴ／アレサ・フランクリン アレサ・フランクリン（Ｖ）ほか 140050451  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 ボーン・スリッピー／アンダーワールド アンダーワールド 140050469  C2 ｱ  洋楽 ア行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／ＩＮＸＳ ＩＮＸＳ 140026964  C2 ｲ  洋楽 ア行

豊栄 ストレイト・フロム・ザ・デスク／イアン・デューリー＆ザ・ブロックヘッズ イアン・デューリー＆ザ・ブロックヘッズ 140050477  C2 ｲ  洋楽 ア行

豊栄 イーグルス・ファースト／イーグルス イーグルス 140050493  C2 ｲ  洋楽 ア行

豊栄 危機／イエス イエス 140027103  C2 ｲ  洋楽 ア行

豊栄 こわれもの／イエス イエス 140027095  C2 ｲ  洋楽 ア行

豊栄 ベスト・オブ・ライヴ／イギー・ポップ イギー・ポップ（Ｖ） 140050485  C2 ｲ  洋楽 ア行

豊栄 アンソロジー１９９４－１９９９／イングヴェイ・マルムスティーン イングヴェイ・マルムスティーン（ＧＴ，ＥＢ） 共演マーク・ボールズ，マイク・ヴェセーラ，マッツ・レヴィン，ほか 140026972  C2 ｲ  洋楽 ア行

豊栄 ノー・ストリングス／イン・シンク イン・シンク 140050519  C2 ｲ  洋楽 ア行

豊栄 ヤンキー・ホテル・フォックストロット／ウィルコ ウィルコ 140050543  C2 ｳ  洋楽 ア行

豊栄 ウィルソン・フィリップス・グレイテスト・ヒッツ ウィルソン・フィリップス（１～１２） ウィルソンズ（１４，１５） 140026980  C2 ｳ  洋楽 ア行

豊栄 バック・イン・ブラック／ＡＣ・ＤＣ ＡＣ／ＤＣ 140027038  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 オール・ワールド：Ｌ．Ｌ．クールＪ・グレイテスト・ヒッツ Ｌ．Ｌ．クールＪ（Ｖ） 140050642  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ブラック・シー／ＸＴＣ ＸＴＣ 140050576  C2 ｴ  洋楽 ア行
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豊栄 ジャスト・プッシュ・プレイ／エアロスミス エアロスミス 140027020  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 パーマネント・ヴァケイション／エアロスミス エアロスミス 140027004  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ロックス／エアロスミス エアロスミス 140027012  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 リチャード・Ｄ．ジェイムス・アルバム／エイフェックス・ツイン エイフェックス・ツイン（ＥＬＣ） 140050550  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エデン／エヴリシング・バット・ザ・ガール エヴリシング・バット・ザ・ガール 140050568  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ムーン・サファリ／エール エール 140050634  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ＥＬ＆Ｐベスト／エマーソン、レイク＆パーマー エマーソン、レイク＆パーマー 140050592  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ザ・マーシャル・マザーズＬＰ／エミネム エミネム（Ｖ） 140050600  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 レッド・ダート・ガール／エミルー・ハリス エミルー・ハリス（Ｖ，ＧＴ） 140050618  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ＸＯ（エックス・オー）／エリオット・スミス エリオット・スミス（Ｖ） 140050626  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ４６１オーシャン・ブールヴァード／エリック・クラプトン エリック・クラプトン（Ｖ，ＧＴ） 140019688  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 アナザー・チケット／エリック・クラプトン エリック・クラプトン（Ｖ，ＧＴ） 140019738  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 安息の地を求めて／エリック・クラプトン エリック・クラプトン（Ｖ，ＧＴ） 140019696  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エリック・クラプトン・ソロ／エリック・クラプトン エリック・クラプトン（Ｖ，ＧＴ） 140019670  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 スローハンド／エリック・クラプトン エリック・クラプトン（Ｖ，ＧＴ） 140019712  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ノー・リーズン・トゥ・クライ／エリック・クラプトン エリック・クラプトン（Ｖ，ＧＴ） 140019704  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 バックレス／エリック・クラプトン エリック・クラプトン（Ｖ，ＧＴ） 140019720  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ピルグリム／エリック・クラプトン エリック・クラプトン（Ｖ，ＧＴ） 140023284  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ブルース／エリック・クラプトン エリック・クラプトン（Ｖ，ＧＴ） 140019746  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 フロム・ザ・クレイドル／エリック・クラプトン エリック・クラプトン（Ｖ，ＧＴ） 140023292  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 レインボー・コンサート／エリック・クラプトン エリック・クラプトン（Ｖ，ＧＴ） 140023276  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エンプティ・スカイ＋４：エルトン・ジョンの肖像／エルトン・ジョン エルトン・ジョン（Ｖ，ＫＢＤ） 140019795  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ＹＯＵＲ ＳＯＮＧ：エルトン・ジョン・グレイテスト・ヒッツ／エルトン・ジョン エルトン・ジョン（Ｖ，ＰＦ） 140029208  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ビッグ・ピクチャー／エルトン・ジョン エルトン・ジョン（Ｖ，ＰＦ） 140019787  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ブレイキング・ハーツ／エルトン・ジョン エルトン・ジョン（Ｖ） 140019803  C2 ｴ  洋楽 ア行
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豊栄 メイド・イン・イングランド／エルトン・ジョン エルトン・ジョン（Ｖ） 140019761  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 アーリー・イヤーズ：レッグ・ドワイト＊ピアノ・ゴーズ・ポップ／エルトン・ジョン エルトン・ジョン［レッグ・ドワイト］（Ｖ，ＰＦ） 140019753  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 Ｇ．Ｉ．ブルース／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012626  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 サンライズ／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ，ＧＴ） 140012816  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 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（Ｖ） 140012451  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 アーティスト・オブ・ザ・センチュリー：デラックス・エディション／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012899  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 明日は遠く／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012782  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ア・ハンドレッド・イヤーズ・フロム・ナウ：エッセンシャル・エルヴィスｖｏｌ．４ エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012469  C2 ｴ 4 洋楽 ア行

豊栄 リズム・アンド・カントリー：エッセンシャル・エルヴィスＶＯＬ．５／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012691  C2 ｴ 5 洋楽 ア行

豊栄 アロハ・フロム・ハワイ／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012683  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 歌の贈り物：アップグレイド・ヴァージョン／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012758  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス：アップグレイド・ヴァージョン／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012733  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・イズ・バック：アップグレイド・ヴァージョン／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012741  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・イン・メンフィス／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012824  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・トゥデイ／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012881  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エルヴィスのゴールデン・レコード：第１集／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012642  C2 ｴ 1 洋楽 ア行

豊栄 エルヴィスのゴールデン・レコード：第２集／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012659  C2 ｴ 2 洋楽 ア行

豊栄 エルヴィスのゴールデン・レコード：第３集／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012667  C2 ｴ 3 洋楽 ア行

豊栄 エルヴィスのゴールデン・レコード：第４集／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012675  C2 ｴ 4 洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・プレスリー登場！ エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012493  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・プレスリー登場！：アップグレイド・ヴァージョン／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012725  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・ライブ・イン・メンフィス／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012576  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 監獄ロック＆やさしく愛して／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012600  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 グッド・タイムズ／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012865  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 グレイト・カントリー・ソングス／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012485  C2 ｴ  洋楽 ア行
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豊栄 ゴー・ゴー・ゴー＆スピードウェイ／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012444  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 さまよう青春／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012592  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 バーニング・ラヴ／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012790  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 フール／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012840  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 プライヴェイト・エルヴィス／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012717  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ブルー・ハワイ：オリジナル・サウンドトラック／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012634  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・イン・ニューヨーク／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ）ほか 140012535  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・オン・ステージ：ＶＯＬ．１／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ）ほか 140012501  C2 ｴ 1 洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・オン・ステージ：ＶＯＬ．２／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ）ほか 140012519  C2 ｴ 2 洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・オン・ステージ：ＶＯＬ．３／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ）ほか 140012527  C2 ｴ 3 洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・オン・ステージ：Ｖｏｌ．２：アップグレイド・ヴァージョン／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012774  C2 ｴ 2 洋楽 ア行

豊栄 ポット・ラック／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012543  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ポット・ラック：アップグレイド・ヴァージョン／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012766  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 毎日がクリスマスなら／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012477  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ムーディ・ブルー／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012584  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 メモリーズ：’６８カムバック・スペシャル／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012808  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 メンフィス・テネシー／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012550  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 約束の地／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012873  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 闇に響く声／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012618  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ラヴ・ソングス／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012709  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ラヴ・レター・フロム・エルヴィス／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140012832  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ロックン・ロール魂／エルヴィス・プレスリー エルヴィス・プレスリー（Ｖ） 140029414  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ＺＯＯＭ／エレクトリック・ライト・オーケストラ エレクトリック・ライト・オーケストラ リンゴ・スター（ＤＲＵＭ）（２，７） 140050659  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 ザ・ダンス・アルバム～情熱のクァンド・クァンド・クァンド～／エンゲルベルト・フンパーディンク エンゲルベルト・フンパーディンク（Ｖ） 140042524  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 スタンダード・ヒット／エンゲルベルト・フンパーディンク エンゲルベルト・フンパーディンク（Ｖ） 140042516  C2 ｴ  洋楽 ア行
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豊栄 ケルツ／エンヤ エンヤ（Ｖ） 140019837  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 メモリー・オブ・トゥリーズ／エンヤ エンヤ（Ｖ） 140019829  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エリック・クラプトン・ブルース・コレクション クリーム（１～６） デレク・アンド・ドミノス（７，８） 140019662  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 エルヴィス・カントリー プレスリー，エルヴィス 140012568  C2 ｴ  洋楽 ア行

豊栄 モーニング・グローリー／オアシス オアシス 140027129  C2 ｵ  洋楽 ア行

豊栄 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 140027137  C2 ｵ  洋楽 ア行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ～オズマン・コメス～／オジー・オズボーン オジー・オズボーン（Ｖ） 140050667  C2 ｵ  洋楽 ア行

豊栄 スマッシュ／オフスプリング オフスプリング 140050675  C2 ｵ  洋楽 ア行

豊栄 ザ・ロード・トゥ・エスコンディード エリック・クラプトン／ｖｏ Ｊ．Ｊ．ケイル／ｖｏ 1113000001095  C2 ｼﾞ  洋楽 ア行

豊栄 ニュー・ワールド・オーダー／カーティス・メイフィールド カーティス・メイフィールド（Ｖ）ほか 140028358  C2 ｶ  洋楽 カ行

豊栄 イエスタデイ・ワンス・モア～カーペンターズ・ベスト カーペンターズ 1113000010049 C 764 ｶ  洋楽 カ行

豊栄 愛の軌跡：ラヴラインズ／カーペンターズ カーペンターズ 140019894  C2 ｶ  洋楽 カ行

豊栄 ヴォイス・オブ・ザ・ハート／カーペンターズ カーペンターズ 140019886  C2 ｶ  洋楽 カ行

豊栄 青春の輝き：ベスト・オブ・カーペンターズ／カーペンターズ カーペンターズ 140023300  C2 ｶ  洋楽 カ行

豊栄 パッセージ／カーペンターズ カーペンターズ 140019860  C2 ｶ  洋楽 カ行

豊栄 見つめあう恋／カーペンターズ カーペンターズ 140019852  C2 ｶ  洋楽 カ行

豊栄 メイド・イン・アメリカ／カーペンターズ カーペンターズ 140019878  C2 ｶ  洋楽 カ行

豊栄 ストーリーテラーズ：帰ってきたカルチャー・クラブ／カルチャー・クラブ カルチャー・クラブ 140027145  C2 ｶ  洋楽 カ行

豊栄 ディス・タイム／カルチャー・クラブ カルチャー・クラブ 140027152  C2 ｶ  洋楽 カ行

豊栄 ユーズ・ユア・イリュージョン：Ⅰ／ガンズ・アンド・ローゼズ ガンズ・アンド・ローゼズ 140027160  C2 ｶﾞ  洋楽 カ行

豊栄 ユーズ・ユア・イリュージョン：Ⅱ／ガンズ・アンド・ローゼズ ガンズ・アンド・ローゼズ 140027178  C2 ｶﾞ  洋楽 カ行

豊栄 ベスト・オブ・ベスト～ＫＩＳＳアライヴ キッス 140027186  C2 ｷ  洋楽 カ行

豊栄 ミュージック／キャロル・キング キャロル・キング（Ｖ） 140027194  C2 ｷ  洋楽 カ行

豊栄 アーサー，もしくは大英帝国の衰退ならびに滅亡／キンクス キンクス 140027210  C2 ｷ  洋楽 カ行

豊栄 ザ・ゲーム／クイーン クイーン 140050683  C2 ｸ  洋楽 カ行
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豊栄 アウトバーン／クラフトワーク クラフトワーク 140027236  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 ＣＣＲ（クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル）ベスト クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル 140042540  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 アローン・トゥゲザー／クリフォード・ブラウン；マックス・ローチ クリフォード・ブラウン（ＴＲＰ）（１－１４） マックス・ローチ（ＤＲＵＭ）（５，９以外）ほか 140006297  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 クリフォード・ブラウン／ｓｅｌｅｃｔｅｄ ｂｙニコラス・ペイトン クリフォード・ブラウン（ＴＲＰ） 共演ソニー・ロリンズ，リッチー・パウエル，マックス・ローチ，ほか 140006305  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 クリフォード・ブラウン・メモリアル・アルバム クリフォード・ブラウン（ＴＲＰ） パーシー・ヒース（ＣＢ）ほか 140006321  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 クリフォード・ブラウン・モア・メモラブル・トラックス クリフォード・ブラウン（ＴＲＰ） パーシー・ヒース（ＣＢ） 140006339  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 ジジ・グライス－クリフォード・ブラウン・セクステット クリフォード・ブラウン（ＴＲＰ） ジジ・グライス（Ａ．ＳＡＸ）（除３） 140006271  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 ザ・ビギニング・アンド・ジ・エンド／クリフォード・ブラウン クリフォード・ブラウン（ＴＲＰ）ほか 140006313  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 クリフォード・ブラウン・メモリアル・アルバム クリフォード・ブラウン＆アート・ファーマー・ウィズ・ザ・スウェディッシュ・オール・スターズ（１～４） タッド・ダメロン・オーケストラ（５～９） 140006347  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 クリフ・リチャード：ムーヴ・イット［ほか］／クリフ・リチャード クリフ・リチャード（Ｖ） 140042557  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 男と女／クレモンティーヌ クレモンティーヌ（Ｖ） 140042565  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 ソリータ／クレモンティーヌ クレモンティーヌ（Ｖ） ベン・シドラン（ＰＦ，Ｖ） 140042573  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 ルッキング・フォワード／クロスビー、スティルス、ナッシュ＆ヤング クロスビー、スティルス、ナッシュ＆ヤング 140027285  C2 ｸ  洋楽 カ行

豊栄 グレン・ミラー物語／オリジナル・グレン・ミラー楽団 オリジナル・グレン・ミラー楽団 140027269  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行

豊栄 グリーン・リバー／クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル 140042532  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行

豊栄 アオクソモクソア／グレイトフル・デッド グレイトフル・デッド 140012923  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行

豊栄 アメリカン・ビューティ／グレイトフル・デッド グレイトフル・デッド 140012964  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行

豊栄 グレイトフル・デッド グレイトフル・デッド 140012949  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行

豊栄 グレイトフル・デッド・ファースト グレイトフル・デッド 140012907  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行

豊栄 スケルトンズ…：ベスト・オブ・グレイトフル・デッド／グレイトフル・デッド グレイトフル・デッド 140027251  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行

豊栄 太陽の賛歌／グレイトフル・デッド グレイトフル・デッド 140012915  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行

豊栄 ライヴ－デッド／グレイトフル・デッド グレイトフル・デッド 140012931  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行

豊栄 ワーキングマンズ・デッド／グレイトフル・デッド グレイトフル・デッド 140012956  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行

豊栄 ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＨＩＴＳ／グロリア・エステファン グロリア・エステファン（Ｖ） 140027293  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行

豊栄 ミ・ティエラ～遥かなる情熱／グロリア・エステファン グロリア・エステファン（Ｖ） 140050691  C2 ｸﾞ  洋楽 カ行
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豊栄 水曜の朝，午前３時 サイモン＆ガーファンクル 1113000001139  C2 ｻ  洋楽 サ行

豊栄 セントラル・パーク・コンサート／サイモン＆ガーファンクル サイモンとガーファンクル 140042581  C2 ｻ  洋楽 サ行

豊栄 ブックエンド／サイモン＆ガーファンクル サイモンとガーファンクル 140042599  C2 ｻ  洋楽 サ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／サム・クック サム・クック（Ｖ） 140027319  C2 ｻ  洋楽 サ行

豊栄 ザ・ベスト・オブ・サンタナ サンタナ 140042607  C2 ｻ  洋楽 サ行

豊栄 パーペチュアル・ディソレーション／ザ・シンズ・オヴ・ザイ・ビラヴドゥ ザ・シンズ・オヴ・ザイ・ビラヴドゥ 140027483  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ：１９６５－１９９２／シェール シェール（Ｖ） 140027368  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 ライヴ・フロム・セントラル・パーク／シェリル・クロウ・アンド・フレンズ シェリル・クロウ（Ｖ，ＧＴ）ほか 140027350  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 エヴリデイ・イズ・ア・ワインディング・ロード／シェリル・クロウ シェリル・クロウ（Ｖ） 140027343  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 ハート・オブ・シカゴ：１９８２－１９９７ シカゴ 140027384  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 ハート・オブ・シカゴ：１９８２－１９９８：Ⅱ シカゴ 140027392  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 ファースト・レコーディングス／ジミ・ヘンドリックス ジミ・ヘンドリックス（ＧＴ，Ｖ）（２，５－１０，１２） 140013046  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 サウス・サターン・デルタ／ジミ・ヘンドリックス ジミ・ヘンドリックス（Ｖ，ＧＴ） 140013012  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 バンド・オブ・ジプシーズ／ジミ・ヘンドリックス ジミ・ヘンドリックス（Ｖ，ＧＴ） 140012980  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 ファースト・レイズ・オブ・ザ・ニュー・ライジング・サン／ジミ・ヘンドリックス ジミ・ヘンドリックス（Ｖ，ＧＴ） 140012998  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 ライヴ・アット・ウッドストック／ジミ・ヘンドリックス ジミ・ヘンドリックス（Ｖ，ＧＴ） 140012972  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 ライヴ・アット・ザ・フィルモア・イースト／ジミ・ヘンドリックス ジミ・ヘンドリックス（Ｖ，ＧＴ） 140013038  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 天使の歌声／シャルロット・チャーチ シャルロット・チャーチ（Ｖ） 140050717  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 恋を歌う／シルヴィ・バルタン シルヴィ・バルタン（Ｖ） 140042680  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／シンディ・ローパー シンディ・ローパー（Ｖ） 140027491  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 トゥルー・カラーズ／シンディ・ローパー シンディ・ローパー（Ｖ）ほか 140027509  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 ラヴ・ソング・コレクション／シンプリー・レッド シンプリー・レッド 140050725  C2 ｼ  洋楽 サ行

豊栄 ザ・グレート・カイ＆Ｊ．Ｊ．／Ｊ．Ｊ．ジョンソン＆カイ・ウインディング Ｊ．Ｊ．ジョンソン（ＴＲＢ） カイ・ウインディング（ＴＲＢ） 140006453  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ジ・エミネント・Ｊ．Ｊ．ジョンソン：Ｖｏｌ．１ Ｊ．Ｊ．ジョンソン（ＴＲＢ） ケニー・クラーク（ＤＲＵＭ） 140006487  C2 ｼﾞ 1 洋楽 サ行

豊栄 ジ・エミネント・Ｊ．Ｊ．ジョンソン：Ｖｏｌ．２ Ｊ．Ｊ．ジョンソン（ＴＲＢ） ケニー・クラーク（ＤＲＵＭ） 140006495  C2 ｼﾞ 2 洋楽 サ行
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豊栄 ダイアルＪ．Ｊ．５／Ｊ．Ｊ．ジョンソン Ｊ．Ｊ．ジョンソン（ＴＲＢ） ボビー・ジャスパー（Ｔ．ＳＡＸ，ＦＬ） 140006479  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 プルーフ・ポジティヴ／Ｊ．Ｊ．ジョンソン Ｊ．Ｊ．ジョンソン（ＴＲＢ） ハロルド・メイバーン（ＰＦ）（除２） 140006461  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 トロンボーン・バイ・スリー／Ｊ．Ｊ．ジョンソン，カイ・ウインディング＆ベニー・グリーン＋５ Ｊ．Ｊ．ジョンソン・セクステット（１－４） ベニー・グリーン・セプテット（５，６，１１，１２，１６，１７） 140019225  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ブルース・フロム・カンザス・シティ／ジェイ・マクシャン；チャーリー・パーカー＆ウォルター・ブラウン ジェイ・マクシャン（ＰＦ）ほか 140006503  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ジェームス・ブラウン・スペシャル・ベスト ジェームス・ブラウン（Ｖ） 140027335  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ソウルの革命／ジェームス・ブラウン ジェームス・ブラウン（Ｖ） 140027327  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ジェーン・バーキン・ベスト ジェーン・バーキン（Ｖ） 140027376  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 イン・マイ・ガーデン／ジェニファー・ブラウン ジェニファー・ブラウン（Ｖ） 140019902  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ジプシー・キングス・グレイテスト・ヒッツ ジプシー・キングス 140027400  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ジプシー・キングス・ベスト・ライブ ジプシー・キングス 140027418  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 アウトライダー／ジミー・ペイジ ジミー・ペイジ（ＧＴ）他 140042615  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 モスト・ハイ／ジミー・ペイジ＆ロバート・プラント ジミー・ペイジ（ＧＴ） ロバート・プラント（Ｖ） 140042623  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ブルーズ／ジミ・ヘンドリックス ジミ・ヘンドリックス（Ｖ，ＧＴ） 140013020  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／ジャクソン５ ジャクソン５ 140027426  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 １８の祈り～ベスト・オブ・ジャニス／ジャニス・ジョプリン ジャニス・ジョプリン（Ｖ） 140013053  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／ジャニス・ジョプリン ジャニス・ジョプリン（Ｖ） 140013061  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ジャニス・ジョプリン・イン・コンサート ジャニス・ジョプリン（Ｖ） 140013079  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 パール／ジャニス・ジョプリン ジャニス・ジョプリン（Ｖ） 140018185  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ｊａｎｅｔ．／ジャネット・ジャクソン ジャネット・ジャクソン（Ｖ） 140027434  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ザ・ヴェルヴェット・ロープ／ジャネット・ジャクソン ジャネット・ジャクソン（Ｖ） 140050709  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 Ｔｒａｖｅｌｌｉｎｇ Ｗｉｔｈｏｕｔ Ｍｏｖｉｎｇ：ジャミロクワイと旅に出よう／ジャミロクワイ ジャミロクワイ 140027442  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 詩人の魂：ベスト・オブ・ジュリエット・グレコ ジュリエット・グレコ（Ｖ） 140042656  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 青春の光と影／ジョニ・ミッチェル ジョニ・ミッチェル（Ｖ） 140027475  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 故郷の詩／ジョン・デンバー ジョン・デンバー（Ｖ） 140042672  C2 ｼﾞ  洋楽 サ行

豊栄 ザ・ベスト・オブ・スキッド・ロウ スキッド・ロウ 140027517  C2 ｽ  洋楽 サ行
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豊栄 ベスト・オブ・スザンヌ・ヴェガ スザンヌ・ヴェガ（Ｖ） 140027525  C2 ｽ  洋楽 サ行

豊栄 スティーヴィー・ワンダー・グレイテスト・ヒッツ スティーヴィー・ワンダー（Ｖ） 140027533  C2 ｽ  洋楽 サ行

豊栄 ガウチョ／スティーリー・ダン スティーリー・ダン 140027566  C2 ｽ  洋楽 サ行

豊栄 スティング・アット・ザ・ムーヴィーズ スティング（Ｖ） 140027541  C2 ｽ  洋楽 サ行

豊栄 マーキュリー・フォーリング／スティング スティング（Ｖ） 140027558  C2 ｽ  洋楽 サ行

豊栄 セヴン／ステッペンウルフ ステッペンウルフ 140042706  C2 ｽ  洋楽 サ行

豊栄 ワイルドで行こう／ステッペンウルフ ステッペンウルフ 140042698  C2 ｽ  洋楽 サ行

豊栄 俺たちに明日はない／セックス・ピストルズ セックス・ピストルズ 140013087  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 勝手に来やがれ！！／セックス・ピストルズ セックス・ピストルズ 140013095  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 勝手に来やがれ／セックス・ピストルズ セックス・ピストルズ 140013129  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 キス・ディス／セックス・ピストルズ セックス・ピストルズ 140013145  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 ザ・ベスト・オブ・セックス・ピストルズ／セックス・ピストルズ セックス・ピストルズ 140019464  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 サム・プロダクト／セックス・ピストルズ セックス・ピストルズ 140013111  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 サム・プロダクト／セックス・ピストルズ セックス・ピストルズ 140013152  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 伝説のラスト・ライヴ／セックス・ピストルズ セックス・ピストルズ 140013160  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 フロッギング・ア・デッド・ホース／セックス・ピストルズ セックス・ピストルズ 140013103  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 フロッギング・ア・デッド・ホース／セックス・ピストルズ セックス・ピストルズ 140013137  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 パリ・ライヴ／セリーヌ・ディオン セリーヌ・ディオン（Ｖ） 140042714  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 フォー・ユー／セリーヌ・ディオン セリーヌ・ディオン（Ｖ） 140042722  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 ラヴ・ストーリーズ／セリーヌ・ディオン セリーヌ・ディオン（Ｖ） 140027582  C2 ｾ  洋楽 サ行

豊栄 キープ・オン・ムーヴィン／ＳＯＵＬ Ⅱ ＳＯＵＬ ソウル・Ⅱ・ソウル 140027608  C2 ｿ  洋楽 サ行

豊栄 永遠のイフ・ウィ・ホールド・オン・トゥゲザー／ダイアナ・ロス ダイアナ・ロス（Ｖ） 140027632  C2 ﾀﾞ  洋楽 タ行

豊栄 アンソロジー／ダイアナ・ロス ダイアナ・ロス（Ｖ）ほか 140042730  C2 ﾀﾞ  洋楽 タ行

豊栄 モータウン・アルティメイト・コレクション／ダイアナ・ロス＆スプリームス ダイアナ・ロス＆スプリームス テンプテーションズ（２１，２２） 140027624  C2 ﾀﾞ  洋楽 タ行

豊栄 ザ・チェス・ボックス／チャック・ベリー チャック・ベリー（Ｖ?ＧＴ） 140013244  C2 ﾁ  洋楽 タ行
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豊栄 ザ・ロンドン・チャック・ベリー・セッションズ／チャック・ベリー チャック・ベリー（Ｖ，ＧＴ） 140013210  C2 ﾁ  洋楽 タ行

豊栄 チャック・ベリー チャック・ベリー（Ｖ，ＧＴ） 140013178  C2 ﾁ  洋楽 タ行

豊栄 チャック・ベリー チャック・ベリー（Ｖ，ＧＴ） 140013236  C2 ﾁ  洋楽 タ行

豊栄 ヘイル！ヘイル！ロックン・ロール／チャック・ベリー チャック・ベリー（Ｖ，ＧＴ） 共演キース・リチャーズ，エリック・クラプトン，ほか 140013228  C2 ﾁ  洋楽 タ行

豊栄 ベリー・イズ・オン・トップ／チャック・ベリー チャック・ベリー（Ｖ，ＧＴ） 140013202  C2 ﾁ  洋楽 タ行

豊栄 ワン・ダズン・ベリーズ／チャック・ベリー チャック・ベリー（Ｖ，ＧＴ） 140013194  C2 ﾁ  洋楽 タ行

豊栄 アフター・スクール・セッション／チャック・ベリー チャック・ベリー（Ｖ） 140013186  C2 ﾁ  洋楽 タ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／ＴＡＫＥ ６ ＴＡＫＥ ６ 共演シー・シー・ワイナンズ，サラ・ヴォーン，スティーヴィー・ワンダー，ジョー・サンプル 140027665  C2 ﾃ  洋楽 タ行

豊栄 ベスト・オブ・ＴＡＫＥ ６ ＴＡＫＥ ６ 140027673  C2 ﾃ  洋楽 タ行

豊栄 ＦＡＮＭＡＩＬ／ＴＬＣ ＴＬＣ 140027640  C2 ﾃ  洋楽 タ行

豊栄 クレイジーセクシークール／ＴＬＣ ＴＬＣ 140027657  C2 ﾃ  洋楽 タ行

豊栄 ザ・スーパー・ベスト・オブ・Ｔ．レックス Ｔ．レックス 140027707  C2 ﾃ  洋楽 タ行

豊栄 バイブレーター／テレンス・トレント・ダービー テレンス・トレント・ダービー（Ｖ） 140027731  C2 ﾃ  洋楽 タ行

豊栄 ディジー・ガレスピー ガレスピー，ディジー 140009192  C2 ﾃﾞ  洋楽 タ行

豊栄 ディジーズエイティースバースデイパーティ！／ザ ディジーガレスピー アラムニ オールスターズ ザ ディジーガレスピー アラムニ オールスターズ： 140019340  C2 ﾃﾞ  洋楽 タ行

豊栄 ディープ・パープル・イン・ロック ディープ・パープル 140027681  C2 ﾃﾞ  洋楽 タ行

豊栄 マシン・ヘッド／ディープ・パープル ディープ・パープル 140027699  C2 ﾃﾞ  洋楽 タ行

豊栄 サヴァイヴァー／デスティニーズ・チャイルド デスティニーズ・チャイルド 140050733  C2 ﾃﾞ  洋楽 タ行

豊栄 フラジャイル／デッド・オア・アライヴ デッド・オア・アライヴ 140027723  C2 ﾃﾞ  洋楽 タ行

豊栄 レガシー～ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・デヴィッド・ボウイ（１ＣＤ版） デヴィッド・ボウイ 1113000003483 C 764 ﾃﾞ  洋楽 タ行

豊栄 ベスト・オブ・トッド・ラングレン トッド・ラングレン（Ｖ） 140027764  C2 ﾄ  洋楽 タ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ：Ｐａｓｔ ｔｏ Ｐｒｅｓｅｎｔ１９７７－１９９０／ＴＯＴＯ トト 140027772  C2 ﾄ  洋楽 タ行

豊栄 思い出のグリーン・グラス：ベスト・オブ・トム・ジョーンズ トム・ジョーンズ（Ｖ） 140042797  C2 ﾄ  洋楽 タ行

豊栄 太陽を待ちながら／ドアーズ ドアーズ 140042755  C2 ﾄﾞ  洋楽 タ行

豊栄 ハートに火をつけて／ドアーズ ドアーズ 140042763  C2 ﾄﾞ  洋楽 タ行
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豊栄 ハーディー・ガーディー・マン／ドノヴァン ドノヴァン（Ｖ） 140042771  C2 ﾄﾞ  洋楽 タ行

豊栄 ライジング・アゲイン／ドノヴァン ドノヴァン（Ｖ） 140042789  C2 ﾄﾞ  洋楽 タ行

豊栄 想い出のバロセロナ／ナナ・ムスクーリ ナナ・ムスクーリ（Ｖ） 140042813  C2 ﾅ  洋楽 ナ行

豊栄 私のアテネ／ナナ・ムスクーリ ナナ・ムスクーリ（Ｖ） 140042805  C2 ﾅ  洋楽 ナ行

豊栄 ナンシー・ボーイ ナンシー・ボーイ 140042821  C2 ﾅ  洋楽 ナ行

豊栄 ハーヴェスト／ニール・ヤング ニール・ヤング（Ｖ，ＧＴ） 140027814  C2 ﾆ  洋楽 ナ行

豊栄 ＭＴＶアンプラグド・イン・ニューヨーク／ニルヴァーナ ニルヴァーナ 140027806  C2 ﾆ  洋楽 ナ行

豊栄 ネヴァーマインド／ニルヴァーナ ニルヴァーナ 140027798  C2 ﾆ  洋楽 ナ行

豊栄 ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ 140029323  C2 ｱ  洋楽 ハ行

豊栄 ソング・サイクル／ヴァン・ダイク・パークス ヴァン・ダイク・パークス（Ｖ） 140050527  C2 ｳﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 １９８４／ヴァン・ヘイレン ヴァン・ヘイレン 140050535  C2 ｳﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ムーンダンス／ヴァン・モリソン ヴァン・モリソン（Ｖ，ＧＴ） 140026998  C2 ｳﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・バディ・ホリー・ストーリー：コンプリート・エディション バディ・ホリー（Ｖ） 140013269  C2 ﾊ  洋楽 ハ行

豊栄 バディ・ホリー＋ザットル・ビー・ザ・デイ／バディ・ホリー バディ・ホリー（Ｖ） 140013277  C2 ﾊ  洋楽 ハ行

豊栄 ベスト・オブ・バディ・ホリー バディ・ホリー（Ｖ） 140013251  C2 ﾊ  洋楽 ハ行

豊栄 ラヴ・ソングス／バディ・ホリー バディ・ホリー（Ｖ） 140013285  C2 ﾊ  洋楽 ハ行

豊栄 マスター・オブ・ザ・リングス／ハロウィン ハロウィン 140027871  C2 ﾊ  洋楽 ハ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／ザ・バーズ ザ・バーズ 140027830  C2 ﾊﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 バックストリーツ・バック／バックストリート・ボーイズ バックストリート・ボーイズ 140027848  C2 ﾊﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ゴーン・アゲイン／パティ・スミス パティ・スミス（Ｖ，ＧＴ） 140029331  C2 ﾊﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 ２０＊２０／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013442  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 エンドレス・ハーモニー／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013491  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 オール・サマー・ロング／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013350  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 オリジナル・サーフィン・ヒッツ／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013293  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 グッド・ヴァイブレーション／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013483  C2 ﾋ  洋楽 ハ行
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豊栄 サーファー・ガール／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ポーイズ 140013327  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 サーフィン・サファリ／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013301  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 サマー・デイズ／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013376  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 シャット・ダウン：Ｖｏｌ．２／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013343  C2 ﾋ 2 洋楽 ハ行

豊栄 スティル・クルージン／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013467  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 スマイリー・スマイル／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013400  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 トゥデイ／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013368  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 ビーチ・ボーイズ’６９：ライヴ・イン・ロンドン ビーチ・ボーイズ 140013459  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 ビーチ・ボーイズ・クリスマス・アルバム ビーチ・ボーイズ 140013475  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 フレンズ／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013426  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 リトル・デュース・クーペ／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013335  C2 ﾋ  洋楽 ハ行

豊栄 Ｂ．Ｂ．キング：ベスト・ブルース・マスターズ：Ｖｏｌ．１ Ｂ．Ｂ．キング（Ｖ，ＧＴ） 140019977  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ベスト・ブルース・マスターズ：Ｖｏｌ．２／Ｂ．Ｂ．キング Ｂ．Ｂ．キング（Ｖ，ＧＴ） 140019985  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 デューシズ・ワイルド／Ｂ．Ｂ．キング Ｂ．Ｂ．キング（Ｖ，ＧＴ） 共演ヴァン・モリソン，トレイシー・チャップマン，ほか 140019951  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ブルース・オン・ザ・バイユー／Ｂ．Ｂ．キング Ｂ．Ｂ．キング（Ｖ，ＧＴ） 140019969  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ライヴ・アット・ザ・リーガル／Ｂ．Ｂ．キング Ｂ．Ｂ．キング（Ｖ，ＧＴ）ほか 140027889  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ルシール＆フレンズ／Ｂ．Ｂ．キング Ｂ．Ｂ．キング（Ｖ，ＧＴ）ほか 140019944  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 レット・ミー・ラヴ・ユー／Ｂ．Ｂ．キング Ｂ．Ｂ．キング（Ｖ，ＧＴ） 140019936  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ロック・ミー・ベイビー／Ｂ．Ｂ．キング Ｂ．Ｂ．キング（Ｖ，ＧＴ） 140019928  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ４人はアイドル／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140013533  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 アビイ・ロード／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140018243  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 イエロー・サブマリン／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140018235  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 イエロー・サブマリン：ソングトラック／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140013608  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140013558  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・ビートルズ：１９６２年～１９６６年 ザ・ビートルズ 140013582  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行
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豊栄 パスト・マスターズ：Ｖｏｌ．１／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140013566  C2 ﾋﾞ 1 洋楽 ハ行

豊栄 パスト・マスターズ：Ｖｏｌ．２／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140013574  C2 ﾋﾞ 2 洋楽 ハ行

豊栄 ビートルズがやって来るヤァ！ヤァ！ヤァ！／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140018219  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 フリー・アズ・ア・バード／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140013517  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 プリーズ・プリーズ・ミー／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140018201  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 マジカル・ミステリー・ツアー／ザビートルズ ザ・ビートルズ 140018268  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ラバー・ソウル／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140018227  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 リアル・ラヴ／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140013525  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 レット・イット・ビー／ザ・ビートルズ ザ・ビートルズ 140018250  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 失われた愛の世界／ビー・ジーズ ビー・ジーズ 140042847  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 終りなき夏／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140029349  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ゴッド・メイド・ザ・ラジオ～神の創りしラジオ～ ビーチ・ボーイズ 1113000001003  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ビーチ・ボーイズ・パーティ／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013384  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ペット・サウンズ／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013392  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ワイルド・ハニー／ビーチ・ボーイズ ビーチ・ボーイズ 140013418  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ピアノ・マン／ビリー・ジョエル ビリー・ジョエル（Ｖ，ＰＦ） 140042862  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ストレンジャー／ビリー・ジョエル ビリー・ジョエル（Ｖ） 140042854  C2 ﾋﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 鬱／ピンク・フロイド ピンク・フロイド 140013624  C2 ﾋﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 狂気／ピンク・フロイド ピンク・フロイド 140013632  C2 ﾋﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 ファイナル・カット／ピンク・フロイド ピンク・フロイド 140013616  C2 ﾋﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 ア・クイック・ワン＋１０／ザ・フー ザ・フー 140013699  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 イッツ?ハード＋４／ザ・フー ザ・フー 140013665  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 オッズ＆ソッズ＋１２／ザ・フー ザ・フー 140013673  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・フー／フーズ・ネクスト＋７ ザ・フー 140013707  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・フー・セル・アウト＋１０／ザ・フー ザ・フー 140013749  C2 ﾌ  洋楽 ハ行
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豊栄 ザ・フー・バイ・ナンバーズ＋３／ザ・フー ザ・フー 140013723  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 四重人格：リミックス・リマスター／ザ・フー ザ・フー 140013640  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 トミー：ロック・オペラ／ザ・フー ザ・フー 140013715  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 フー・アー・ユー＋５／ザ・フー ザ・フー 140013731  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 フェイス・ダンシズ＋５／ザ・フー ザ・フー 140013657  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 ライヴ・アット・リーズ：２５周年エディション／ザ・フー ザ・フー 140013681  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 ＴＩＤＡＬ／フィオナ・アップル フィオナ・アップル（Ｖ） 140027913  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 フィフス・ディメンション：ベスト・セレクション フィフス・ディメンション 140042870  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 フィフス・ディメンション・ベスト フィフス・ディメンション 140042888  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 ベスト・オブ・フィル・コリンズ フィル・コリンズ（Ｖ） 140027921  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・ベスト・オブ・ベスト／フェイ・ウォン（王菲） フェイ・ウォン（王菲）（Ｖ） 140027939  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 ベスト・オブ・フォー・シーズンズ フォー・シーズンズ 140042896  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 ＴＨＥ ＳＣＯＲＥ／フュージーズ フュージーズ 140050741  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・ベスト・オブ・フランク・ザッパ フランク・ザッパ（Ｖ） 140027954  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・ベリー・ベスト／フリオ・イグレシアス フリオ・イグレシアス（Ｖ） 140027962  C2 ﾌ  洋楽 ハ行

豊栄 パーク・ライフ／ブラー ブラー 140027947  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 カッツ・ライク・ア・ナイフ／ブライアン・アダムス ブライアン・アダムス（Ｖ） 140050766  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 レックレス／ブライアン・アダムス ブライアン・アダムス（Ｖ） 140050758  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／ブラザース・フォア ブラザース・フォア 140042904  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 トライ・トゥ・リメンバー；ビートルズ・ソングブック／ブラザース・フォア ブラザース・フォア 140042912  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ベイビー・ワン・モア・タイム／ブリトニー・スピアーズ ブリトニー・スピアーズ（Ｖ） 140027970  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 １８ＴＲＡＣＫＳ：Ｔｈｅ Ｂｅｓｔ Ｏｆ”ＴＲＡＣＫＳ”／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ，ＧＴ） 140013996  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ｃｈｉｍｅｓ ｏｆ ｆｒｅｅｄｏｍ／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ，ＧＴ） 140014028  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 アイ・ウォナ・ビー・ウィズ・ユー／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ，ＧＴ） 140013988  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 明日なき暴走／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ，ＧＴ） 140014002  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

56 / 130 ページ



令和3年4月現在豊栄図書館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

豊栄 アズベリー・パークからの挨拶／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ，ＧＴ） 140014036  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ，ＧＴ） 140013897  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・ゴースト・オブ・トム・ジョード／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ，ＧＴ） 140013954  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・リバー／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ，ＧＴ） Ｅストリート・バンド 140014051  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 青春の叫び／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ，ＧＴ） 140014044  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ネブラスカ／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ，ＧＴ） 140014069  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 闇に吠える街／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ，ＧＴ） 140014010  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ＬＩＶＥ：１９７５－１９８５／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ） 140013939  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・ゴースト・オブ・トム・ジョード（ＥＰ）／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ） 140013962  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 シークレット・ガーデン／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ） 140013905  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 トンネル・オブ・ラヴ／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ） 140013947  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ハングリー・ハート／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ） 140013913  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 プラグド／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ） 140013970  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ボーン・イン・ザ・Ｕ．Ｓ．Ａ．／ブルース・スプリングスティーン ブルース・スプリングスティーン（Ｖ） 140013921  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ブルースは絆：ブルース・ブラザーズ・ライヴ・デビュー ブルース・ブラザーズ 140050774  C2 ﾌﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 イマンシペイション／ジ・アーティスト・フォーマリー・ノウン・アズ・プリンス ジ・アーティスト・フォーマリー・ノウン・アズ・プリンス（Ｖ） 140013863  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 ディナー・ウィズ・ドロレス／ジ・アーティスト・フォーマリー・ノウン・アズ・プリンス ジ・アーティスト・フォーマリー・ノウン・アズ・プリンス（Ｖ） 140013871  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 カオス・アンド・ディスオーダー／ジ・アーティスト・フォーマリー・ノウン・アズ・プリンス ジ・アーティスト・フォーマリー・ノウン・アズ・プリンス 140013889  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 １９９９／プリンス プリンス（Ｖ） 140013830  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 Ｌｏｖｅｓｅｘｙ／プリンス プリンス（Ｖ） 140013756  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 愛のペガサス／プリンス プリンス（Ｖ） 140013772  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 サイン・＊（オブ）・ザ・タイムズ／プリンス プリンス（Ｖ） 140013806  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・ヴォルト：オールド・フレンズ・フォー・セール／プリンス プリンス（Ｖ） 140019472  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・ヒッツ：１／プリンス プリンス（Ｖ） 140013848  C2 ﾌﾟ 1 洋楽 ハ行

豊栄 ザ・ヒッツ：２／プリンス プリンス（Ｖ） 140013855  C2 ﾌﾟ 2 洋楽 ハ行
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豊栄 スキャンダラス・セックス・スイート／プリンス プリンス（Ｖ） 140013814  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 戦慄の貴公子／プリンス プリンス（Ｖ） 140013798  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 ダーティ・マインド／プリンス プリンス（Ｖ） 140013780  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 パープル・メドレー／プリンス プリンス（Ｖ） 140013822  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 フォー・ユー／プリンス プリンス（Ｖ） 140013764  C2 ﾌﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 ＴＨＥ ＤＡＹ／ベイビーフェイス ベイビーフェイス（Ｖ） 共演マライア・キャリー，ケニー・Ｇ，エリック・クラプトン，ほか 140027988  C2 ﾍﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 エロスの囁き／ベット・ミドラー ベット・ミドラー（Ｖ） 140020025  C2 ﾍﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／ベット・ミドラー ベット・ミドラー（Ｖ） 140028002  C2 ﾍﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ディヴァイン・マッドネス：ベッド・ミドラー・ライヴ ベット・ミドラー（Ｖ） 140020041  C2 ﾍﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ノー・フリルス／ベット・ミドラー ベット・ミドラー（Ｖ） 140020058  C2 ﾍﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 バスハウス・ベティ／ベット・ミドラー ベット・ミドラー（Ｖ） 140020066  C2 ﾍﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ブロークン・ブロッサム／ベット・ミドラー ベット・ミドラー（Ｖ） 140020017  C2 ﾍﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ベット・ミドラーⅢ ベット・ミドラー（Ｖ） 140020009  C2 ﾍﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ベット・ミドラー・デビュー ベット・ミドラー（Ｖ） 140019993  C2 ﾍﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ローズ：オリジナル・サウンドトラック／ベット・ミドラー ベット・ミドラー（Ｖ） 140020033  C2 ﾍﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 コモ・スイングズ／ペリー・コモ ペリー・コモ（Ｖ） 共演ミッチェル・エアーズ・オーケストラ 140042938  C2 ﾍﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 ペリー・コモＢＥＳＴ ペリー・コモ（Ｖ） 140042920  C2 ﾍﾟ  洋楽 ハ行

豊栄 アイム・ユア・ベイビー・トゥナイト／ホイットニー・ヒューストン ホイットニー・ヒューストン（Ｖ） 一部共演スティービー・ワンダー（Ｖ）（９） 140028028  C2 ﾎ  洋楽 ハ行

豊栄 そよ風の贈りもの／ホイットニー・ヒューストン ホイットニー・ヒューストン（Ｖ） 一部共演ジャーメイン・ジャクソン（Ｖ）（３，１０） 140028010  C2 ﾎ  洋楽 ハ行

豊栄 ヒッツ！：ベスト・オブ・ボズ・スキャッグス ボズ・スキャッグス（Ｖ） 140028036  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ストリート・リーガル／ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ，ＧＴ） 140014192  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 追憶のハイウェイ６１／ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ，ＧＴ） 140014119  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ＭＴＶアンプラグド／ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ） 140014077  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ） 140014168  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ザ・ベスト・オブ・ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ） 140014085  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

58 / 130 ページ



令和3年4月現在豊栄図書館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

豊栄 時代は変る／ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ） 140014150  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 タイム・アウト・オブ・マインド／ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ） 140014093  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ダウン・イン・ザ・グルーヴ／ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ） 140014184  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 フリーホイーリン・ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ） 140014143  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム／ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ） 140014176  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ブロンド・オン・ブロンド／ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ） 140014127  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ） 140014135  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ロイヤル・アルバート・ホール／ボブ・ディラン ボブ・ディラン（Ｖ） 140014101  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 ワイルド・イン・ザ・ストリーツ／ボン・ジョヴィ ボン・ジョヴィ 140028069  C2 ﾎﾞ  洋楽 ハ行

豊栄 協奏組曲：エレクトリック・ギターとオーケストラ：変ホ短調：新世紀：１９９７／Ｙ．Ｊ．マルムスティーン イングヴェイ・ヨハン・マルムスティーン（ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＧＴ） チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 140016494  C1 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ベスト・オブ・マーヴィン・ゲイ／マーヴィン・ゲイ マーヴィン・ゲイ（Ｖ） 140028085  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ホワッツ・ゴーイン・オン／マーヴィン・ゲイ マーヴィン・ゲイ（Ｖ） 140028093  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ＢＡＤ：スペシャル・リミックス・エディション／マイケル・ジャクソン マイケル・ジャクソン（Ｖ） 140014242  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 アース・ソング／マイケル・ジャクソン マイケル・ジャクソン（Ｖ） 140014218  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 オフ・ザ・ウォール／マイケル・ジャクソン マイケル・ジャクソン（Ｖ） 140028077  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ストレンジャー・イン・モスクワ／マイケル・ジャクソン マイケル・ジャクソン（Ｖ） 140014234  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 スムーズ・クリミナル：スペシャル・リミックス・エディション／マイケル・ジャクソン マイケル・ジャクソン（Ｖ） 140014259  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ゼイ・ドント・ケア・アバウト・アス／マイケル・ジャクソン マイケル・ジャクソン（Ｖ） 140014226  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ブラッド・オン・ザ・ダンス・フロア／マイケル・ジャクソン マイケル・ジャクソン（Ｖ） 140014275  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ブラッド・オン・ザ・ダンス・フロア：ヒストリー・イン・ザ・ミックス／マイケル・ジャクソン マイケル・ジャクソン（Ｖ） 140014267  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ミュージック・アンド・ミー／マイケル・ジャクソン マイケル・ジャクソン（Ｖ） 140014291  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ユー・アー・ナット・アローン／マイケル・ジャクソン マイケル・ジャクソン（Ｖ） 140014200  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 愛をこえて／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140014317  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 アナザー・スーツケース／マドンナ マドンナ（Ｖ） アンドレア・コア（Ｖ）（２） 140014341  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 クラブ・ミックスＥＰ／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140014408  C2 ﾏ  洋楽 マ行
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豊栄 シークレット・リミックス／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140014416  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 トゥルー・ブルー／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140014374  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 バーニング・アップ／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140014358  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 パワー・オブ・グッバイ・リミックス／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140019498  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ビューティフル・ストレンジャー／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140014440  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 フローズン／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140019480  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ホリデイ／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140014432  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ユー・マスト・ラヴ・ミー／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140014333  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 リミックス・プレイヤーズ：ミニ・アルバム／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140014382  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 レスキュー・ミー：オルターネイト・ミックス／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140014390  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ワン・モア・チャンス／マドンナ マドンナ（Ｖ） 140014325  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 イン・マイ・ホーム・オーヴァー・ゼア／マヘリア・ジャクソン マヘリア・ジャクソン（Ｖ） 140020116  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 マライア／マライア・キャリー マライア・キャリー（Ｖ） 140028101  C2 ﾏ  洋楽 マ行

豊栄 ザ・ベスト・オブ・ＭＲ．ＢＩＧ ＭＲ．ＢＩＧ 140028119  C2 ﾐ  洋楽 マ行

豊栄 強くあれ！／ミルバ ミルバ（Ｖ） 140042953  C2 ﾐ  洋楽 マ行

豊栄 ミルバ・ベスト ミルバ（Ｖ） 140042946  C2 ﾐ  洋楽 マ行

豊栄 コンパートメント２３／ミレイユ・ダルク ミレイユ・ダルク（Ｖ） フランス・ギャル（Ｖ）（１３） 140042961  C2 ﾐ  洋楽 マ行

豊栄 ＯＮＥ／メタリカ メタリカ 140028127  C2 ﾒ  洋楽 マ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／モトリー・クルー モトリー・クルー 140028135  C2 ﾓ  洋楽 マ行

豊栄 アクトン・ベイビー／Ｕ２ Ｕ２ 140028150  C2 ﾕ  洋楽 ヤ行

豊栄 ヨシュア・トゥリー／Ｕ２ Ｕ２ 140028143  C2 ﾕ  洋楽 ヤ行

豊栄 ファイアークラッカー／リサ・ローブ リサ・ローブ（Ｖ，ＧＴ） 140028168  C2 ﾘ  洋楽 ラ行

豊栄 珠玉のスタンダード／リチャード・クレイダーマン リチャード・クレイダーマン（ＰＦ） 140026360  C2 ﾘ  洋楽 ラ行

豊栄 リチャード・クレイダーマン リチャード・クレイダーマン（ＰＦ） ジェイムス・ラスト・オーケストラ（９，１９） 140026352  C2 ﾘ  洋楽 ラ行

豊栄 リッキー・マーティン：ヒア・アイ・アム／リッキー・マーティン リッキー・マーティン（Ｖ） 140028176  C2 ﾘ  洋楽 ラ行
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豊栄 ベスト・Ｒ＆Ｂ・マスターズ／リトル・リチャード リトル・リチャード（Ｖ） 140014457  C2 ﾘ  洋楽 ラ行

豊栄 リトル・リチャード・イズ・バック リトル・リチャード（Ｖ） 140019506  C2 ﾘ  洋楽 ラ行

豊栄 イン・スルー・ジ・アウト・ドア／レッド・ツェッペリン レッド・ツェッペリン 140014549  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 コーダ：最終楽章／レッド・ツェッペリン レッド・ツェッペリン 140014556  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 聖なる館／レッド・ツェッペリン レッド・ツェッペリン 140014515  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 フィジカル・グラフィティ／レッド・ツェッペリン レッド・ツェッペリン 140014523  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 プレゼンス／レッド・ツェッペリン レッド・ツェッペリン 140014531  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 胸いっぱいの愛を／レッド・ツェッペリン レッド・ツェッペリン 140014465  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 レッド・ツェッペリン レッド・ツェッペリン 140014473  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 レッド・ツェッペリンⅡ レッド・ツェッペリン 140014481  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 レッド・ツェッペリンⅢ レッド・ツェッペリン 140014499  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 レッド・ツェッペリンⅣ レッド・ツェッペリン 140014507  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 ホワット・ヒッツ！？：レッド・ホット・チリ・ペッパーズ・スーパー・ベスト！！ レッド・ホット・チリ・ペッパーズ 140028184  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 自由への疾走／レニー・クラヴィッツ レニー・クラヴィッツ（Ｖ） 140028192  C2 ﾚ  洋楽 ラ行

豊栄 ＪＵＭＰ ＢＡＣＫ／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014671  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ＳＴＲＩＰＰＥＤ／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014689  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 アイ・ゴー・ワイルド／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014655  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 アウト・オブ・コントロール／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014630  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 アウト・オブ・ティアーズ／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014648  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 アフターマス（アメリカ版）／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014572  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 イングランズ・ニューエスト・ヒット・メイカーズ／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014564  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 エニバディ・シーン・マイ・ベイビー？／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014622  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ゲット・ヤー・ヤ・ヤズ・アウト／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140018375  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 サタニック・マジェスティーズ／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140018334  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ザ・ローリング・ストーンズ・ナウ！／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014580  C2 ﾛ  洋楽 ラ行
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豊栄 スティル・ライフ：アメリカン・コンサート’８１／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140018383  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 セイント・オブ・ミー／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140019514  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ディッセンバーズ・チルドレン／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140018292  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ノー・セキュリティ／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014705  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 フラッシュポイント／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140018391  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 フラワーズ／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014598  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ブリッジズ・トゥ・バビロン／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014697  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ホット・ロックス／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140029190  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 モア・ホット・ロックス／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014614  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ライク・ア・ローリング・ストーン／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014663  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ラヴ・ユー・ライヴ／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140014713  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 レット・イット・ブリード／ザ・ローリング・ストーンズ ザ・ローリング・ストーンズ 140018367  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 １２×５／ザ・ローリング・ストーンズ ローリング・ストーンズ 140018276  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 アウト・オブ・アワ・ヘッズ／ザ・ローリング・ストーンズ ローリング・ストーンズ 140018284  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 スルー・ザ・パスト・ダークリー：ビッグ・ヒッツＶＯＬ．２／ザ・ローリング・ストーンズ ローリング・ストーンズ 140018359  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ビッグ・ヒッツ：ハイ・タイド・アンド・グリーン・グラス／ザ・ローリング・ストーンズ ローリング・ストーンズ 140018300  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ビトウィーン・ザ・バトンズ／ザ・ローリング・ストーンズ ローリング・ストーンズ 140018326  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ベガーズ・バンケット／ザ・ローリング・ストーンズ ローリング・ストーンズ 140018342  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ミスエデュケーション／ローリン・ヒル ローリン・ヒル（Ｖ） 140029315  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ベスト・オブ・ロバータ・フラック ロバータ・フラック（Ｖ） 140028200  C2 ﾛ  洋楽 ラ行

豊栄 ザ・ベスト／ワム！ ワム！ 140028226  C2 ﾜ  洋楽 ワ行

豊栄 ニッポン・シャンソン聴きたくて 1113000003320 C 763 ﾆ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 Ａｇａｉｎ～青春の洋楽ヒット・ソングス～ 1113000010011 C 764 ｱ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ヘイ・ポーラ～オールディーズ・ベスト ＶＯＬ．１ 1113000003705 C 764 ｵ 1 洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 煙が目にしみる～オールディーズ・ベスト ＶＯＬ．２ 1113000003714 C 764 ｵ 2 洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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豊栄 カフェ・ド・パリ～あの日，シャンゼリゼ通りで～ 1113000003400 C 764 ｶ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 この胸のときめきを～シックスティーズ・ベスト ＶＯＬ．１ 1113000003723 C 764 ｼ 1 洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 夢のカリフォルニア～シックスティーズ・ベスト ＶＯＬ．２ 1113000003732 C 764 ｼ 2 洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ダイアモンド・ヘッド～エレキ・サウンド・ベスト 1113000003741 C 764 ﾀﾞ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 フォギー・マウンテン・ブレイクダウン～カントリー・ミュージック・ベスト 1113000003760 C 764 ﾌ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 行かないで：鮫島有美子シャンソンをうたう 鮫島有美子（Ｓ） 140017492  C1 ｻ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 イヴ・モンタン イヴ・モンタン（Ｖ） 140042508  C2 ｲ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 枯葉：ベスト・オブ・イヴ・モンタン イヴ・モンタン（Ｖ） 140042490  C2 ｲ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ピアフの詩（うた）：エディット・ピアフ没後３０周年企画 エディット・ピアフ（Ｖ） 140050584  C2 ｴ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ベスト・オブ・シャンソン＆ポップス／カラベリ・グランド・オーケストラ カラベリ・グランド・オーケストラ 140026196  C2 ｶ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ジャズナヴール／シャルル・アズナヴール シャルル・アズナヴール（Ｖ） 共演ミシェル・ペトルチアーニ，エディ・ルイス，ダイアン・リーヴス，ほか 140042649  C2 ｼｬ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 シャルル・アズナヴール シャルル・アズナヴール（Ｖ） 140042631  C2 ｼｬ  洋楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 オルゴール・オペラ 1113000002029 C 1 ｵ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 オルゴール「第九」 1113000002010 C 1 ｵ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 自律神経にここちよい音楽　コントラバス・リラクゼーション 1113000003385 C 760 ｼﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 自律神経にここちよい音楽　フルート，ハープ，チェロのやさしい調べ クロウド・アシルー・ドビュッシー 篠﨑史子／ｈｐ 1113000003376 C 760 ｼﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 自律神経にここちよい音楽　弦楽リラクゼーション 1113000003394 C 760 ｼﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 イパネマの娘～ボサ・ノヴァ・ベスト 1113000003699 C 764 ｲ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 懐かしのフォークダンス 1113000003634 C 765 ﾅ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 オルゴール・ベスト・セレクション　となりのトトロ 遠藤さや 1113000010067 C 767 ﾄ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 アーノルド・オン・ブラス！／グライムソープ・コリアリー・バンド グライムソープ・コリアリー・バンド エルガー・ハワース（Ｃ）（１－７） 140015132  C1 ｱ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 オルゴール・ショパン 1113000001166  C1 ｵ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 オルゴール・チャイコフスキー 1113000001792  C1 ｵ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 オルゴール・モーツァルト 1113000001783  C1 ｵ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 きよしこの夜・オン・パレード レオンティン・プライス（Ｓ）（４） ウィーン少年合唱団（１）ほか 140025156  C1 ｷ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
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豊栄 タイタニック号の音楽／イ・サロニスティ（ＥＮＳ） イ・サロニスティ 140016825  C1 ｻ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ツィゴイネルワイゼン：胡弓で聴くクラシック小品集／シュイ・クゥ（許可）（ＫＯＫＹＵ） シュイ・クゥ（許可）（ＫＯＫＹＵ） 日本フィルハーモニー交響楽団（１－１４） 140060567  C1 ｼ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ツィゴイネルワイゼン：胡弓で聴くクラシック小品集／シュイ・クゥ（許可）（ＫＯＫＹＵ） シュイ・クゥ（許可）（ＫＯＫＹＵ） 日本フィルハーモニー交響楽団（１－１４） 140017039  C1 ｼ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ザ・ベスト　ハンドベルで奏でる名曲集 下田和男／指揮 ＧＲＥＥＮ　ＭＥＡＤＯＷハンドベルリンガーズ／指揮 1113000001030  C1 ﾊ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 羽田健太郎のポップス・コンサート：星に願いを／新星ポップス・オーケストラ 新星ポップス・オーケストラ 羽田健太郎（Ｃ，ＰＦ） 140016171  C1 ﾊ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 バンドネオン・コンチェルト／アストル・ピアソラ アストル・ピアソラ（ＮＥＯＮ） セント・ルークス・オーケストラ 140020363  C1 ﾋﾟ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 タンゴ幻想／シュテファン・フッソング（ＡＣＯ） シュテファン・フッソング（ＡＣＯ） 140017047  C1 ﾌ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 アンディ・ウィリアムス・ベスト アンディ・ウィリアムス（Ｖ） 140027087  C2 ｱ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ピアソラの夜：ベスト・オブ・アストル・ピアソラ アストル・ピアソラ（ＮＥＯＮ）ほか 140026188  C2 ｱ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 グレン・ミラー・オーケストラのすべて グレン・ミラー・オーケストラ ラリー・オブライエン（Ｃ） 140027277  C2 ｸﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 サンバ・ベスト・セレクション エスコーラ・ジ・サンバ・ベイジャ・フロール，ほか 140001421  C2 ｻ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 タンゴ名曲大事典：［１］：淡き光に－アディオス・パンパ・ミア（さらば草原よ） ロドルフォ・ビアジ楽団，ほか 140001447  C2 ﾀ 1 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 タンゴ名曲大事典：［２］：カミニート(小路)/メルセ寺院の鐘 フリオ・デ・カロ楽団，ほか 140018789  C2 ﾀ 2 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 タンゴ名曲大事典：［３］：エル・チョクロ/ラ・クンパルシータ エストレージャス・デ・ブエノスアイレス，ほか 140018805  C2 ﾀ 3 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 タンゴ名曲大事典：［４］：ドン・ファン／フェリシア マリアーノ・モーレス・モダン・リズム６重奏団，ほか 140018847  C2 ﾀ 4 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 タンゴ名曲大事典：［５］：台風／マドレセルヴァ（つたかずら） フランシスコ・カナロ楽団，ほか 140018698  C2 ﾀ 5 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 タンゴ名曲大事典：［６］：ママ、私恋人がほしいの／ラ・モローチャ ホセ・バッソ楽団，ほか 140019050  C2 ﾀ 6 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 タンゴ名曲大事典：［７］：ノスタルヒアス（郷愁）／たそがれのオルガニート ホルヘ・ヴィダール，ほか 140018748  C2 ﾀ 7 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 タンゴ名曲大事典：［８］：バンドネオンの嘆き／ロドリゲス・ペーニャ エストレージャス・デ・ブエノスアイレス，ほか 140019019  C2 ﾀ 8 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 タンゴ名曲大事典：［９］：タンゲーラ（タンゴの好きなお嬢さん）／タキート・ミリタール（軍靴の響き） マリアーノ・モーレス・モダン・リズム６重奏団，ほか 140019035  C2 ﾀ 9 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 タンゴ名曲大事典：［１０］：最後の盃／ジーラ・ジーラ カルロス・ガルデル，ほか 140018995  C2 ﾀ 10 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 シンキング・オブ・ユー／寺井尚子 寺井尚子（ＶＬＮ，Ｖ） 野力泰一（ＰＦ，ＳＹＮ） 140009416  C2 ﾃ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ピュア・モーメント／寺井尚子 寺井尚子（ＶＬＮ） 奥山勝（ＰＦ，ＳＹＮ） 140009424  C2 ﾃ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 クラシック・ディズニー・コレクション：Ｖｏｌ．１ 140026378  C2 ﾃﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 クラシック・ディズニー・コレクション：Ｖｏｌ．２ 140026386  C2 ﾃﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
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豊栄 クラシック・ディズニー・コレクション：Ｖｏｌ．３ 140026394  C2 ﾃﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 クラシック・ディズニー・コレクション：Ｖｏｌ．４ 140026402  C2 ﾃﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ベスト・オブ・ハワイアン マーティ・ロビンス（Ｖ）ほか 140001462  C2 ﾊ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ベスト・オブ・ハワイアン アンディ・ウィリアムス（Ｖ）ほか 140001454  C2 ﾊ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 スタック・オー・トラックス：ビーチ・ボーイズ・オリジナル・カラオケ集 オリジナル・カラオケ 140013434  C2 ﾋ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ラスト・メモリーズ：ヴェリー・ベスト・オブ・ポール・モーリア ポール・モーリア・グランド・オーケストラ ポール・モーリア（Ｃ） 140026337  C2 ﾎﾟ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 マントヴァーニ・オーケストラ マントヴァーニ・オーケストラ スタンリー・ブラック（Ｃ）（１～１３，１５～１７） 140026345  C2 ﾏ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 マンボ・ベスト・セレクション ティト・プエンテ（ＰＥＲＣ）ほか 140001405  C2 ﾏ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 Ｌ．Ａ．コネクション／宮之上貴昭 宮之上貴昭（ＧＴ） アンディ・シンプキンス（ＣＢ） 140011636  C2 ﾐ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ミー、マイセルフ＆アイ／宮之上貴昭 宮之上貴昭（ＧＴ） 140011628  C2 ﾐ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ラテン音楽ベスト・セレクション ペレス・プラード楽団，ほか 140001397  C2 ﾗ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 Ｂｅｓｔ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ／石嶺聡子 石嶺聡子（Ｖ） 140025263  C3 ｲ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ＴＨＥ ＢＥＳＴ／喜多郎；姫神 喜多郎（ＳＹＮ）（１～８） 姫神（ＳＹＮ）（９－１３，１５） 140026246  C3 ｷ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 喜多郎スーパーベスト 喜多郎（ＳＹＮ） 140026238  C3 ｷ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 喜多郎ベスト・コレクション 喜多郎（ＳＹＮ） 140026220  C3 ｷ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 フォルテシモ／クライズラー＆カンパニー クライズラー＆カンパニー 140025420  C3 ｸ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 マイクラシックス／研ナオコ 研ナオコ（Ｖ） Ｔｏｓｈｉ（Ｖ）（８） 140021064  C3 ｹ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 我が心の歌：古賀メロセレクション／古賀政男 古賀政男（歌） 140000449  C3 ｺ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 サンディ・マーケット／ゴンチチ ゴンチチ 140025933  C3 ｺﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 冬の日本人／ゴンチチ ゴンチチ 140025941  C3 ｺﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 レッツ・ダンス：１：ワルツ編 須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ 有馬徹とノーチェ・クバーナ 140001470  C3 ﾀﾞ 1 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 レッツ・ダンス：２：タンゴ編 須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ 森寿男とブルー・コーツ・オーケストラ 140001488  C3 ﾀﾞ 2 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 レッツ・ダンス：３：フォクス・トロット編 須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ 有馬徹とノーチェ・クバーナ 140001496  C3 ﾀﾞ 3 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 レッツ・ダンス：５：チャ・チャ・チャ編 須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ 有馬徹とノーチェ・クバーナ 140001504  C3 ﾀﾞ 5 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 レッツ・ダンス：７：ルンバ編 須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ 有馬徹とノーチェ・クバーナ 140001512  C3 ﾀﾞ 7 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ
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豊栄 レッツ・ダンス：８：ジャイブ編 須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ 有馬徹とノーチェ・クバーナ 140001520  C3 ﾀﾞ 8 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 レッツ・ダンス：１０：デモ・メドレー：ラテン編 須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ，ほか 140001538  C3 ﾀﾞ 10 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 SGT.TSUGEI'S ONLY ONE CLUB BAND 告井延隆 1113100000690  C3 ﾂ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 SGT.TSUGEI'S ONLY ONE CLUB BAND Ⅱ 告井延隆 1113100000770  C3 ﾂ 2 ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ＴＯＧＩＳＭ／東儀秀樹 東儀秀樹（篳篥，ＰＦ，ＳＹＮ） 140026253  C3 ﾄ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 トーギズム：２／東儀秀樹 東儀秀樹（篳篥，龍笛，笙，ＰＦ，ＳＹＮ） 140026261  C3 ﾄ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 音楽畑ベスト・オブ・ベスト：６０分間世界一周／服部克久 服部克久（ＰＬＡＹ） 140026279  C3 ﾊ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ポエム・ジャパネスク／羽田健太郎 羽田健太郎（ＰＦ，ＳＹＮ）ほか 140026287  C3 ﾊ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ポエム・ジャパネスク：Ⅱ／羽田健太郎 羽田健太郎（ＰＦ） 140026295  C3 ﾊ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ポエム・ジャパネスク：Ⅲ／羽田健太郎 羽田健太郎（ＰＦ） 共演 真鍋真一，赤木りえ，中谷勝昭，ほか 140026303  C3 ﾊ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 シンフォニック・ベスト・セレクション／久石譲 久石譲（ＰＦ） 金洪才指揮新日本フィルハーモニー交響楽団 140026329  C3 ﾋ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 久石譲ベストセレクション 久石譲（ＰＬＡＹ） 純名里沙（Ｖ）ほか 140026311  C3 ﾋ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 中国シルクロードの音楽：絲綢之路 雀勇（ＨＥＡＧＥＵＭ）（１－４）ほか 140026634  C4 ﾁ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 仙人の爪弾き：阮咸 費堅蓉（フェイ・ジャンロン）（ＲＵＡＮ ＸＩＥＮ）（１，２），（ＺＨＵＯＮＧ ＲＵＡＮ）（３－６） アン・グンディー（ＤＡ ＲＵＡＮ）（７－１１） 140026527  C4 ﾋ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 大陸的旋律：中国楽器によるヒーリング／費堅蓉（ヒー・ケンヨウ） 費堅蓉（ヒー・ケンヨウ［フェイ・ジャンロン］）（中阮，琵琶，古琴，古箏） 池英籌（チー・エイジュ）（排簫，簫，笛子，土笛） 140026519  C4 ﾋ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 蒼梧謡天（チャンウーヤオティェン）／劉宏軍（リュウ・ホンジュン）（ＷＩＮＤ） 劉宏軍（リュウ・ホンジュン）（ＷＩＮＤ）ほか 140026535  C4 ﾘ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 結婚式 東京フィルハーモニー交響楽団，ほか 140003047  C5 ｼﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 店頭放送：開店・閉店 東京フィルハーモニー交響楽団，ほか 140003005  C5 ｼﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 店頭放送：大売り出し・万引防止：サブリミナル・メッセージ入り 大野恭史（ＰＬＡＹ） 140003021  C5 ｼﾞ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 マーチ・パレード：ベスト・オブ・マーチ ＫＩＤ’Ｓマーチング・バンド，ほか 140042458  C5 ﾏ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 フォークダンス キング・フォーク・ダンス・オーケストラ 140023250  C6 ﾌ  ｲｰｼﾞｰﾘｽﾆﾝｸﾞ

豊栄 ＮＨＫ「にほんごであそぼ」ちょちょいのちょい暗記 1113000003456 C 769 ｴ  文学（朗読）

豊栄 小倉百人一首　ベスト 1113000003349 C 910 ｵ  文学（朗読）

豊栄 聴く，名作文学～朗読～　ベスト 1113000003868 C 910 ｷ  文学（朗読）

豊栄 ｋｉｓｓ 谷川俊太郎＋谷川賢作 ＊ 140050378 C 910 ﾀ  文学（朗読）
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豊栄 高村光太郎詩集 草野心平（監修・解説・朗読：１１，２２） 岡田英次（朗読） 140028432 C 910 ﾀ  文学（朗読）

豊栄 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎（朗読・監修・解説） 波瀬満子（朗読） 140028457 C 910 ﾀ  文学（朗読）

豊栄 中原中也詩集 林隆三（朗読） 吉田熈生（監修・解説） 140028465 C 910 ﾅ  文学（朗読）

豊栄 ブッダの言葉 中村　元／講演 1113000002913 C 910 ﾅ  文学（朗読）

豊栄 ブッダの生涯 中村　元／講演 1113000002922 C 910 ﾅ  文学（朗読）

豊栄 萩原朔太郎詩集 岸田今日子（朗読） 伊藤信吉（監修・解説） 140028424 C 910 ﾊ  文学（朗読）

豊栄 宮沢賢治の世界 長岡輝子 宮沢賢治 1113000002824 C 910 ﾐ  文学（朗読）

豊栄 三好達治詩集 波瀬満子（朗読） 川崎洋（監修・解説） 140028440 C 910 ﾐ  文学（朗読）

豊栄 瀬戸内寂聴訳　声にして楽しむ源氏物語 瀬戸内寂聴／［訳］ 1113000003367 C 910 ﾑ  文学（朗読）

豊栄 中国の古典　唐詩を読む―杜甫　李白　白居易　王維― 杜甫／原作 李白／原作 1113000002931 C 920 ﾄ  文学（朗読）

豊栄 中国の古典　論語を読む 日下　武史／朗読 謡口　明／監修 1113000002940 C 920 ﾛ  文学（朗読）

豊栄 小倉百人一首／伊藤秀文（監修） 小野正實（朗詠） 140003096  C5 ｵ  文学（朗読）

豊栄 金子みすゞの世界：朗読の旅 紺野美沙子（朗読）（２～９） 壇ふみ（朗読）（１０～１７） 140022633  C5 ｶ  文学（朗読）

豊栄 自作朗読の世界：与謝野晶子，朔太郎，春夫，白秋，他 与謝野晶子（朗読）ほか 140022641  C5 ｼﾞ  文学（朗読）

豊栄 筝曲・地歌・尺八 米川敏子（筝）ほか 140026485  C5 ｿ  文学（朗読）

豊栄 長岡輝子、宮沢賢治を読む：一：注文の多い料理店 長岡輝子（ＲＥＡＤ） 140018409  C5 ﾅ 1 文学（朗読）

豊栄 長岡輝子、宮沢賢治を読む：二：月夜のでんしんばしら 長岡輝子（ＲＥＡＤ） 140018417  C5 ﾅ 2 文学（朗読）

豊栄 長岡輝子、宮沢賢治を読む：四：オツベルと象 長岡輝子（ＲＥＡＤ） 140018433  C5 ﾅ 4 文学（朗読）

豊栄 長岡輝子、宮沢賢治を読む：五：雪渡り 長岡輝子（ＲＥＡＤ） 140018441  C5 ﾅ 5 文学（朗読）

豊栄 長岡輝子、宮沢賢治を読む：六：なめとこ山の熊 長岡輝子（ＲＥＡＤ） 140018458  C5 ﾅ 6 文学（朗読）

豊栄 長岡輝子、宮沢賢治を読む：七：どんぐりと山猫 長岡輝子（ＲＥＡＤ） 140018466  C5 ﾅ 7 文学（朗読）

豊栄 長岡輝子、宮沢賢治を読む：八：よだかの星 長岡輝子（ＲＥＡＤ） 140018474  C5 ﾅ 8 文学（朗読）

豊栄 日本國憲法：全文／朗読：佐藤慶 佐藤慶（ＲＥＡＤ） 140022625  C5 ﾆ  文学（朗読）

豊栄 平家物語：巻第一 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 140028234  C5 ﾍ 1 文学（朗読）

豊栄 平家物語：巻第二 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 140028242  C5 ﾍ 2 文学（朗読）
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豊栄 平家物語：巻第三 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 140028259  C5 ﾍ 3 文学（朗読）

豊栄 平家物語：巻第四 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 140028267  C5 ﾍ 4 文学（朗読）

豊栄 平家物語：巻第五 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 140028275  C5 ﾍ 5 文学（朗読）

豊栄 平家物語：巻第六 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 140028283  C5 ﾍ 6 文学（朗読）

豊栄 平家物語：巻第七 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 140028291  C5 ﾍ 7 文学（朗読）

豊栄 平家物語：巻第八 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 140028309  C5 ﾍ 8 文学（朗読）

豊栄 平家物語：巻第九 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 140028317  C5 ﾍ 9 文学（朗読）

豊栄 平家物語：巻第十 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 140028325  C5 ﾍ 10 文学（朗読）

豊栄 平家物語：巻第十一 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 140028333  C5 ﾍ 11 文学（朗読）

豊栄 平家物語：巻第十二 嵐圭史（ＲＥＡＤ） 木下順二（談話・解説） 140028341  C5 ﾍ 12 文学（朗読）

豊栄 赤穂義士本傳（一） 一龍斎貞水（口演） 140042268 C 790 ｱ 1 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（二） 一龍斎貞水（口演） 140042276 C 790 ｱ 2 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（三） 一龍斎貞水（口演） 140042284 C 790 ｱ 3 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（四） 一龍斎貞水（口演） 140042292 C 790 ｱ 4 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（五） 一龍斎貞水（口演） 140042300 C 790 ｱ 5 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（六） 一龍斎貞水（口演） 140042318 C 790 ｱ 6 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（七） 一龍斎貞水（口演） 140042326 C 790 ｱ 7 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（八） 一龍斎貞水（口演） 140042334 C 790 ｱ 8 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（九） 一龍斎貞水（口演） 140042342 C 790 ｱ 9 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（十） 一龍斎貞水（口演） 140042359 C 790 ｱ 10 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（十一） 一龍斎貞水（口演） 140042367 C 790 ｱ 11 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（十二） 一龍斎貞水（口演） 140042375 C 790 ｱ 12 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（十三） 一龍斎貞水（口演） 140042383 C 790 ｱ 13 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（十四） 一龍斎貞水（口演） 140042391 C 790 ｱ 14 落語/浪曲/漫才

豊栄 赤穂義士本傳（十五） 一龍斎貞水（口演） 140042409 C 790 ｱ 15 落語/浪曲/漫才
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豊栄 ＣＤ版　小沢昭一的　新宿末廣亭　 ごきげん三夜 小沢昭一 1113000003509 C 790 ｵ  落語/浪曲/漫才

豊栄 ＣＤ版　小沢昭一的　新宿末廣亭　 たっぷり四夜 小沢昭一 1113000003518 C 790 ｵ  落語/浪曲/漫才

豊栄 ＣＤ版　小沢昭一的　新宿末廣亭　 特選三夜 小沢昭一 1113000003527 C 790 ｵ  落語/浪曲/漫才

豊栄 おやこ寄席[ライブ]：１ 四代目桂文我（口演） 140050261 C 790 ｶ 1 落語/浪曲/漫才

豊栄 おやこ寄席[ライブ]：２ 四代目桂文我（口演） 140050279 C 790 ｶ 2 落語/浪曲/漫才

豊栄 おやこ寄席［ライブ］：３ 四代目桂文我（口演） 140050287 C 790 ｶ 3 落語/浪曲/漫才

豊栄 おやこ寄席［ライブ］：４ 四代目桂文我（口演） 140050295 C 790 ｶ 4 落語/浪曲/漫才

豊栄 おやこ寄席［ライブ］：５ 四代目桂文我（口演） 140050303 C 790 ｶ 5 落語/浪曲/漫才

豊栄 おやこ寄席［ライブ］：６ 四代目桂文我（口演） 140050311 C 790 ｶ 6 落語/浪曲/漫才

豊栄 おやこ寄席［ライブ］：７ 四代目桂文我（口演） 140050329 C 790 ｶ 7 落語/浪曲/漫才

豊栄 おやこ寄席［ライブ］：８ 四代目桂文我（口演） 140050337 C 790 ｶ 8 落語/浪曲/漫才

豊栄 おやこ寄席［ライブ］：９ 四代目桂文我（口演） 140050345 C 790 ｶ 9 落語/浪曲/漫才

豊栄 おやこ寄席［ライブ］：１０ 四代目桂文我（口演） 140050352 C 790 ｶ 10 落語/浪曲/漫才

豊栄 忠臣蔵　講談赤穂義士伝 六代目一龍斎貞丈／口演 六代目宝井馬琴／口演 140042417 C 790 ﾁ  落語/浪曲/漫才

豊栄 忠臣蔵　講談赤穂義士伝 三代目神田松鯉／口演 六代目一龍斎貞水／口演 140042441 C 790 ﾁ  落語/浪曲/漫才

豊栄 忠臣蔵　講談赤穂義士伝 五代目一龍斎貞丈／口演 六代目小金井芦州／口演 140042433 C 790 ﾁ  落語/浪曲/漫才

豊栄 忠臣蔵　講談赤穂義士伝 六代目神田伯龍／口演 五代目宝井馬琴／口演 140042425 C 790 ﾁ  落語/浪曲/漫才

豊栄 特撰落語会５０回記念盤　当代の名人大集結！ 1113000002969 C 790 ﾄ  落語/浪曲/漫才

豊栄 みんなで楽しむ５分落語 1113000010020 C 790 ﾐ  落語/浪曲/漫才

豊栄 都々逸 柳家三亀松（唄） 140002148 C 790 ﾔ  落語/浪曲/漫才

豊栄 日本の粋　おもしろ名言・名調子～いっしょに唱えて若返り！～ 1113000003358 C 910 ﾆ  落語/浪曲/漫才

豊栄 三遊亭白鳥　１ 三遊亭白鳥 1113000000660  C5 ｻ 1 落語/浪曲/漫才

豊栄 三遊亭白鳥　２ 三遊亭白鳥 1113000000679  C5 ｻ 2 落語/浪曲/漫才

豊栄 三遊亭白鳥　３ 三遊亭白鳥 1113000000650  C5 ｻ 3 落語/浪曲/漫才

豊栄 三遊亭白鳥　４ 三遊亭白鳥 1113000000641  C5 ｻ 4 落語/浪曲/漫才
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豊栄 三遊亭白鳥　５ 三遊亭白鳥 1113000000632  C5 ｻ 5 落語/浪曲/漫才

豊栄 新潮落語倶楽部　その２　三遊亭白鳥 三遊亭白鳥 1113000000623  C5 ｻ  落語/浪曲/漫才

豊栄 白鳥の古典－冬－ 三遊亭白鳥 1113000000697  C5 ｻ  落語/浪曲/漫才

豊栄 ＳＷＡのＣＤ　２０１１－落語・すばる寄席シャッフル－ ＳＷＡ 1113000000688  C5 ｽ  落語/浪曲/漫才

豊栄 人情噺集成：紺屋高尾／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022658  C5 ﾆ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：やかん：転失気／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022724  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：一ツ穴：茶の湯／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022690  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：遠山政談：一文惜しみ／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022740  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：雁風呂：阿武松／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022781  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：金明竹：位牌屋／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022666  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：三井の大黒（左甚五郎）：開帳／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022823  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：死神：長崎の赤飯（こわめし）／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022773  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：城木屋：田能久／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022815  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：真田小僧：代脈／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022708  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：早桶屋：猫怪談／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022765  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：大山詣り：人形買い／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022682  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：突き落し：品川心中／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022674  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：猫忠：鹿政談／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022807  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：浮世風呂：汲みたて／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022757  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 花形落語特撰：無精床：弥次郎／六代目三遊亭圓生 六代目三遊亭圓生（口演） 140022732  C5 ﾊ  落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第一集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022831  C5 ﾍﾞ 1 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第二集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022849  C5 ﾍﾞ 2 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第三集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022856  C5 ﾍﾞ 3 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第四集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022864  C5 ﾍﾞ 4 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第五集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022872  C5 ﾍﾞ 5 落語/浪曲/漫才
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豊栄 米朝落語全集：第六集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022880  C5 ﾍﾞ 6 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第七集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022898  C5 ﾍﾞ 7 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第八集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022906  C5 ﾍﾞ 8 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第九集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022914  C5 ﾍﾞ 9 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第十集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022922  C5 ﾍﾞ 10 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第十一集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022930  C5 ﾍﾞ 11 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第十二集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022948  C5 ﾍﾞ 12 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第十三集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022955  C5 ﾍﾞ 13 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第十四集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022963  C5 ﾍﾞ 14 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第十五集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022971  C5 ﾍﾞ 15 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第十六集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022989  C5 ﾍﾞ 16 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第十七集／桂米朝 桂米朝（口演） 140022997  C5 ﾍﾞ 17 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第十八集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023003  C5 ﾍﾞ 18 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第十九集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023011  C5 ﾍﾞ 19 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第二十集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023029  C5 ﾍﾞ 20 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第二十一集 桂米朝（口演） 140023037  C5 ﾍﾞ 21 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第二十二集 桂米朝（口演） 140023045  C5 ﾍﾞ 22 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第二十三集 桂米朝（口演） 140023052  C5 ﾍﾞ 23 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第二十四集 桂米朝（口演） 140023060  C5 ﾍﾞ 24 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第二十五集 桂米朝（口演） 140023078  C5 ﾍﾞ 25 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第二十六集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023086  C5 ﾍﾞ 26 落語/浪曲/漫才

豊栄 特選！！米朝落語全集　第二十七集 桂米朝 1113000002600 C 5 ベ 27 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第二十八集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023102  C5 ﾍﾞ 28 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第二十九集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023110  C5 ﾍﾞ 29 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第三十集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023128  C5 ﾍﾞ 30 落語/浪曲/漫才
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豊栄 米朝落語全集：第三十一集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023136  C5 ﾍﾞ 31 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第三十二集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023144  C5 ﾍﾞ 32 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第三十三集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023151  C5 ﾍﾞ 33 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第三十四集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023169  C5 ﾍﾞ 34 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第三十五集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023177  C5 ﾍﾞ 35 落語/浪曲/漫才

豊栄 特選！！米朝落語全集　第三十七集 桂米朝 1113000002593 C 5 ベ 37 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第三十八集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023201  C5 ﾍﾞ 38 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第三十九集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023219  C5 ﾍﾞ 39 落語/浪曲/漫才

豊栄 米朝落語全集：第四十集／桂米朝 桂米朝（口演） 140023227  C5 ﾍﾞ 40 落語/浪曲/漫才

豊栄 ラブレター；西行／四代柳亭痴楽 四代柳亭痴楽（口演） 140002403  C5 ﾗ 1 落語/浪曲/漫才

豊栄 授業中；浪曲社長／三代三遊亭圓歌 三代三遊亭圓歌（口演） 140002411  C5 ﾗ 2 落語/浪曲/漫才

豊栄 もらい風呂；タクシー時代／四代桂米丸 四代桂米丸（口演） 140002437  C5 ﾗ 4 落語/浪曲/漫才

豊栄 圓右の艶笑落語／三代三遊亭圓右 三代三遊亭圓右（口演） 140002445  C5 ﾗ 5 落語/浪曲/漫才

豊栄 湯屋番；犬の目／林家三平 林家三平（口演） 140002452  C5 ﾗ 6 落語/浪曲/漫才

豊栄 金語楼独演会：其の一：其の二／柳家金語楼 柳家金語楼（口演） 140002460  C5 ﾗ 7 落語/浪曲/漫才

豊栄 代書屋；祝いのし／三代桂春団治 三代桂春団治（口演） 140002478  C5 ﾗ 8 落語/浪曲/漫才

豊栄 貧乏花見［ほか］／三代笑福亭仁鶴 三代笑福亭仁鶴（口演） 140002486  C5 ﾗ 10 落語/浪曲/漫才

豊栄 鶴万寺；よかちょろ／八代・桂文楽 八代・桂文楽（口演） 140002494  C5 ﾗ 11 落語/浪曲/漫才

豊栄 子別れ：上；味噌蔵／八代三笑亭可楽 八代三笑亭可楽（口演） 140002502  C5 ﾗ 12 落語/浪曲/漫才

豊栄 佐野山；抜け雀／十代金原亭馬生 十代金原亭馬生（口演） 140002510  C5 ﾗ 13 落語/浪曲/漫才

豊栄 菊江の仏壇；大山詣り／十代金原亭馬生 十代金原亭馬生（口演） 140002528  C5 ﾗ 14 落語/浪曲/漫才

豊栄 厩火事；天狗裁き／十代金原亭馬生 十代金原亭馬生（口演） 140002536  C5 ﾗ 15 落語/浪曲/漫才

豊栄 茶金；今戸の狐／十代金原亭馬生 十代金原亭馬生（口演） 140002544  C5 ﾗ 16 落語/浪曲/漫才

豊栄 中村仲蔵；夢金／十代金原亭馬生 十代金原亭馬生（口演） 140002551  C5 ﾗ 17 落語/浪曲/漫才

豊栄 転宅；真田小僧／五代柳家小さん 五代柳家小さん（口演） 140002569  C5 ﾗ 18 落語/浪曲/漫才
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豊栄 引っ越しの夢［ほか］／五代柳家小さん 五代柳家小さん（口演） 140002577  C5 ﾗ 19 落語/浪曲/漫才

豊栄 野晒し；たがや／五代三遊亭圓楽 五代三遊亭圓楽（口演） 140002585  C5 ﾗ 20 落語/浪曲/漫才

豊栄 七年後の佐渡情話／寿々木米若 寿々木米若（口演） 140002627  C5 ﾛ  落語/浪曲/漫才

豊栄 紀伊国屋文左衛門．ふいご祭；戻り船／梅中軒鴬童 梅中軒鴬童（口演） 140002734  C5 ﾛ  落語/浪曲/漫才

豊栄 国定忠治．忠治・赤城落ち／二代・広沢虎造 二代・広沢虎造（口演） 140002643  C5 ﾛ  落語/浪曲/漫才

豊栄 国定忠治．忠治と火の車お萬／二代・広沢虎造 二代・広沢虎造（口演） 140002684  C5 ﾛ  落語/浪曲/漫才

豊栄 国定忠治．忠治二人／二代・広沢虎造 二代・広沢虎造（口演） 140002692  C5 ﾛ  落語/浪曲/漫才

豊栄 江州音頭：木津の勘助（浪花三侠客）［ほか］／三代・桜川梅勇 三代・桜川梅勇（口演） 140002668  C5 ﾛ  落語/浪曲/漫才

豊栄 紺屋高尾／篠田実 篠田実（口演） 140002650  C5 ﾛ  落語/浪曲/漫才

豊栄 仁侠赤城山：浪曲江州音頭／京山幸枝若 京山幸枝若（口演） 140002619  C5 ﾛ  落語/浪曲/漫才

豊栄 野狐三次．いれずみ纏；むささび懺悔／初代・東家浦太郎 初代・東家浦太郎（口演） 140002676  C5 ﾛ  落語/浪曲/漫才

豊栄 森の石松：浪曲河内音頭／京山幸枝若 京山幸枝若（口演） 140002601  C5 ﾛ  落語/浪曲/漫才

豊栄 八百屋お七；ぬれ髪恋慕／寿々木米若 寿々木米若（口演） 140002635  C5 ﾛ  落語/浪曲/漫才

豊栄 石原裕次郎　ゴールデン☆ベスト 石原裕次郎 1113000003545 C 763 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 小椋佳　ゴールデン☆ベスト 小椋佳 1113000003447 C 763 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 Ｌａｄｙ Ｓｏｕｌ／Ａｃｏ Ａｃｏ（Ｖ） 140040502  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ＷＯＭＡＮＩＳＭ：Ⅳ：ＮＥＷ・ＫＹＯＫＵ・ＳＨＯＯ１９９２～１９９５／ＡＮＮ ＬＥＷＩＳ ＡＮＮ ＬＥＷＩＳ（Ｖ） 140020629  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 １８１９２０／ＮＡＭＩＥ ＡＭＵＲＯ ＮＡＭＩＥ ＡＭＵＲＯ（Ｖ） 140000050  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ＳＵＰＥＲ ＢＥＳＴ／ＲＣ ＳＵＣＣＥＳＳＩＯＮ ＲＣ ＳＵＣＣＥＳＳＩＯＮ 140025214  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 シングル・マン／ＲＣサクセション ＲＣサクセション 140020546  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ＥＭＯＴＩＯＮＡＬ ＬＯＶＥ ＳＯＮＧＳ／ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ 140000092  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ＥＭＯＴＩＯＮＡＬ ＭＥＳＳＡＧＥ ＳＯＮＧＳ／ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ 140000084  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ベスト・オブＴＨＥ ＲＣサクセション：１９７０～１９８０ ＴＨＥ ＲＣサクセション 140020553  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ベスト・オブＴＨＥ ＲＣサクセション：１９８１～１９９０ ＴＨＥ ＲＣサクセション 140020561  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ＩＤ／相川七瀬 相川七瀬（Ｖ） 140000019  C3 ｱ  邦楽 ア行
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豊栄 クリムゾン／相川七瀬 相川七瀬（Ｖ） 140020454  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 パラドックス／相川七瀬 相川七瀬（Ｖ） 140020447  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 レッド／相川七瀬 相川七瀬（Ｖ） 140020439  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 センチメンタル・カーニバル／あおい輝彦 あおい輝彦（歌） 140020462  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 青江三奈ベストアルバム 青江三奈（歌） 140000027  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 シングルズ／赤い鳥 赤い鳥 140020470  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 永遠の遠国：二十世紀完結篇／あがた森魚 あがた森魚（Ｖ）（５除く） 共演大貫妙子，鈴木慶一，白井良明，細野晴臣，ほか 140020488  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 イミテーションゴールド／あがた森魚 あがた森魚（Ｖ） 140020496  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ぼういず伝説／あきれたぼういず あきれたぼういず 140020504  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ベストアルバム／アグネス・チャン アグネス・チャン（Ｖ） 140050014  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ａｂｓｏｌｕｔｅ ｅｇｏ／ＡＣＯ アコ（Ｖ） 140040510  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ヌード／アコ アコ（Ｖ） 140040494  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ホーム・スウィート・ホーム／アコ アコ（Ｖ） 140040486  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 梓みちよ 梓みちよ（歌） 140000035  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 Ｐ．Ｓ．あなたへ…／あみん あみん 140025198  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 １４番目の月／荒井由実 荒井由実（Ｖ） 140020538  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 コバルト・アワー／荒井由実 荒井由実（Ｖ） 140025206  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ひこうき雲／荒井由実 荒井由実（Ｖ） 140020520  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ＡＬＩＣＥ ＭＥＭＯＲＩＡＬ：１９７６－１９７９／アリス アリス 140000068  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ＰＡＧＥ ＯＮＥ：１３ ＰＩＥＣＥＳ ＯＦ ＡＬＦＥＥ アルフィー 140025222  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 懐かしの歌声名曲集：別れのブルース／淡谷のり子 淡谷のり子（歌） 140000100  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 別れのブルース：ＳＰ盤復刻による懐かしのメロディ／淡谷のり子 淡谷のり子（歌） 140000118  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 安全地帯ＢＥＳＴ 安全地帯 140000126  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 安全地帯ベスト：２：ひとりぼっちのエール 安全地帯 140020579  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 メモリーズ：バラードセレクション／安全地帯 安全地帯 140020587  C3 ｱ  邦楽 ア行
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豊栄 ｔｈｅ Ｂｅａｃｈ Ｈｏｕｓｅ／ＡＮＲＩ 杏里（Ｖ） 140050022  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ＷＯＭＡＮＩＳＭ Ⅲ：ＮＡＫＵ－ＴＡＭＥ－ＹＯＯ／アン・ルイス アン・ルイス（Ｖ） 140020611  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 アン・ルイス・ベスト・アルバム：１９７４～１９８４ アン・ルイス（Ｖ） 140020595  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 アン・ルイス・ベスト・アルバム：１９８５～１９９１ アン・ルイス（Ｖ） 140020603  C3 ｱ  邦楽 ア行

豊栄 ＴＲＩＡＤＹＥＡＲＳ：ａｃｔⅡ：ＴＨＥ ＶＥＲＹ ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ 140020686  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 井沢八郎全曲集 井沢八郎（歌） 140020694  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 石井好子全曲集 石井好子（Ｖ） 140050030  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 私は私／石井好子 石井好子（Ｖ） 共演－青木裕史，新井英一，山本學 140050048  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 石川さゆり大全集：行：歌手生活２５周年記念 石川さゆり（歌） 140000142  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 春夏（しゅんか）／石川さゆり 石川さゆり（歌） 140025248  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 ベスト・セレクション／いしだあゆみ いしだあゆみ（歌） 140020702  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 甦る太陽：裕次郎より感謝をこめて／石原裕次郎 石原裕次郎（歌） 140025255  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 春夏秋冬／泉谷しげる 泉谷しげる（Ｖ，ＧＴ） 140025271  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 泉谷しげるベスト盤 泉谷しげる（Ｖ） 140000167  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 追憶のエイトビート／泉谷しげる 泉谷しげる（Ｖ） 140023359  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 メッセージ・ソングス／泉谷しげる 泉谷しげる（Ｖ） 140023342  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 全曲集～スーパーヒットコレクション 五木ひろし 1113000001175  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 一世風靡セピアベストセレクション 一世風靡セピア 140050055  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 ナウ・アンド・フォーエバー：五輪真弓ベストコレクション／五輪真弓 五輪真弓（Ｖ） 140020710  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 稲垣潤一スーパー・ベスト：アルバム・フェイヴァリット・コレクション 稲垣潤一（Ｖ） 140020728  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 稲垣潤一スーパー・ベスト：シングル・ヒッツ・コレクション 稲垣潤一（Ｖ） 140000191  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 因幡晃スペシャル・セレクション 因幡晃（Ｖ） 140020736  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 マグマ／稲葉浩志 稲葉浩志（Ｖ） 140025289  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 井上陽水シングル・コレクション 井上陽水（Ｖ） 140020769  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 井上陽水ベスト・コレクション 井上陽水（Ｖ） 140029216  C3 ｲ  邦楽 ア行
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豊栄 ショッピング／井上陽水奥田民生 井上陽水奥田民生 140020785  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 氷の世界 井上陽水 140020751  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 ＧＯＬＤＥＮ　ＢＥＳＴ 井上陽水 140000209  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 ＩＭＡＩ，ＭＩＫＩ ｆｒｏｍ１９８６／今井美樹 今井美樹（Ｖ） 140020793  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 アイボリー／今井美樹 今井美樹（Ｖ） 140025305  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 アイボリー：Ⅱ／今井美樹 今井美樹（Ｖ） 140025297  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 イルカ全曲集：なごり雪・花一輪 イルカ（Ｖ） 140000217  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 岩崎（益田）宏美全曲集 岩崎（益田）宏美（Ｖ） 140050063  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 ＹＭＯ ＧＯ ＨＯＭＥ！：ザ・コンプリート・ベスト・オブ・ザ・イエロー・マジック・オーケストラ ザ・イエロー・マジック・オーケストラ 140000134  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 アフター・サーヴィス／ＹＭＯ ＹＭＯ 140020660  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 イエロー・マジック・オーケストラ／ＹＭＯ ＹＭＯ 140020637  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 サーヴィス／ＹＭＯ ＹＭＯ 140020652  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 増殖／ＹＭＯ ＹＭＯ 140020645  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 トライアド・イヤーズ：アクトⅠ／ザ・イエロー・モンキー ザ・イエロー・モンキー 140020678  C3 ｲ  邦楽 ア行

豊栄 ＡＭＥＴＯＲＡ／ＵＡ ＵＡ（Ｖ） 140040536  C3 ｳ  邦楽 ア行

豊栄 ｔｕｒｂｏ／ＵＡ ＵＡ（Ｖ） 140040544  C3 ｳ  邦楽 ア行

豊栄 １１（イレブン）／ｕａ（ウーア） ｕａ（ウーア）（Ｖ） 140040528  C3 ｳ  邦楽 ア行

豊栄 植木等スーパーベスト 植木等（歌） 140040551  C3 ｳ  邦楽 ア行

豊栄 ベストセレクション／上田正樹 上田正樹（Ｖ） 140000225  C3 ｳ  邦楽 ア行

豊栄 Ｆｉｒｓｔ Ｌｏｖｅ／宇多田ヒカル 宇多田ヒカル（Ｖ） 140000233  C3 ｳ  邦楽 ア行

豊栄 内山田洋とクールファイブ 内山田洋とクール・ファイブ 前川清（歌） 140023367  C3 ｳ  邦楽 ア行

豊栄 満ち汐のロマンス／ＥＧＯ－ＷＲＡＰＰＩＮ’ ＥＧＯ－ＷＲＡＰＰＩＮ’ 140025313  C3 ｴ  邦楽 ア行

豊栄 う・わ・さ・に・な・り・た・い／ＥＰＯ ＥＰＯ（Ｖ） 140028366  C3 ｴ  邦楽 ア行

豊栄 ＢＡＬＬＡＤ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ：Ｘ ＪＡＰＡＮ ＢＡＬＬＡＤ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ＢＥＳＴ Ｘ ＪＡＰＡＮ 140040569  C3 ｴ  邦楽 ア行

豊栄 Ｓｉｎｇｌｅｓ：Ａｔｌａｎｔｉｃ Ｙｅａｒｓ／Ｘ ＪＡＰＡＮ Ｘ ＪＡＰＡＮ 140040577  C3 ｴ  邦楽 ア行
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豊栄 エノケン芸道一代／榎本健一 榎本健一（歌，演） 140040585  C3 ｴ  邦楽 ア行

豊栄 ザ・ベスト１９８０－１９９０／エポ エポ（Ｖ） 140020827  C3 ｴ  邦楽 ア行

豊栄 ザ・トライポッド・イーピー／エム・フロウ エム・フロウ 140050089  C3 ｴ  邦楽 ア行

豊栄 江利チエミ全曲集 江利チエミ（Ｖ） 140040593  C3 ｴ  邦楽 ア行

豊栄 江利チエミヒット・アルバム：Ｖｏｌ．２：ＳＰ原盤再録による 江利チエミ（Ｖ） 140050097  C3 ｴ  邦楽 ア行

豊栄 エレファントカシマシ・ベスト エレファントカシマシ 140040601  C3 ｴ  邦楽 ア行

豊栄 ココロに花を／エレファントカシマシ エレファントカシマシ 140040619  C3 ｴ  邦楽 ア行

豊栄 ニヒリズム：Ｍｉｔｓｕｈｉｒｏ Ｏｉｋａｗａ Ｇｒｅａｔｅｓｔ Ｈｉｔｓ９０’ｓ／及川光博 及川光博（Ｖ） 140025321  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 Ｓｌｏｐｐｙ Ｊｏｅ／大江千里 大江千里（Ｖ） 140025339  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 大川栄策ゴールデンベスト 大川栄策（歌） 140000258  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ＤＡ ＤＡ ＤＡ／大黒摩季 大黒摩季（Ｖ） 140040650  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ＬＡ．ＬＡ．ＬＡ．／大黒摩季 大黒摩季（Ｖ） 140040627  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ＰＯＷＥＲ ＯＦ ＤＲＥＡＭＳ／大黒摩季 大黒摩季（Ｖ） 140040635  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 Ｉ．Ｄ：Ｙ ＢＥＳＴ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ／大沢誉志幸 大沢誉志幸（Ｖ） 140020843  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 Ｌｏｖｅｔｕｎｅ／おおたか静流 おおたか静流（Ｖ） 140023391  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ＶＯＩＣＩ ＶＯＩＬＡ／おおたか静流（しずる） おおたか静流（Ｖ） 140000274  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 リピート・パフォーマンス／おおたか静流 おおたか静流（歌） 140023383  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 大瀧詠一 大瀧詠一（Ｖ） 140017559  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 大塚博堂ＮＥＷ ＢＥＳＴ 大塚博堂（Ｖ） 140020876  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ソロソロ／大貫亜美吉村由美 大貫亜美（Ｖ）（１－７） 吉村由美（Ｖ）（８－１４） 140040668  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ＣＬＡＳＳＩＣＳ／大貫妙子 大貫妙子（Ｖ） 140040684  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 Ｈｉｓｔｏｒｙ：１９７８－１９８４／大貫妙子 大貫妙子（Ｖ） 140000308  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ＶＥＲＹ ＢＥＳＴ ＯＦ 大貫妙子 大貫妙子（Ｖ） 140040676  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 カイエ／大貫妙子 大貫妙子（Ｖ） 140040692  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 岡林信康ベスト・アルバム 岡林信康（Ｖ） 140020884  C3 ｵ  邦楽 ア行
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豊栄 イストワール：シングル・コレクション１９８５－１９９４／岡村孝子 岡村孝子（Ｖ） 140020892  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 夢をあきらめないで／岡村孝子 岡村孝子（Ｖ） 140040718  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 家庭教師／岡村靖幸 岡村靖幸（Ｖ） 140025347  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ２９／奥田民生 奥田民生（Ｖ） 140040734  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ３０／奥田民生 奥田民生（Ｖ） 140040742  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 股旅／奥田民生 奥田民生（Ｖ） 140040759  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 奥村チヨ全曲集 奥村チヨ（歌） 140020900  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 小椋佳ＢＥＳＴ 小椋佳（Ｖ） 140000316  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 テーマ・ソングス 小椋佳 1113000001774  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ＴＨＥ ＢＥＳＴ／尾崎亜美 尾崎亜美（Ｖ） 140040783  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 １７歳の地図 尾崎豊 140029992  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 回帰線／尾崎豊 尾崎豊（Ｖ） 140040809  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 放熱への証／尾崎豊 尾崎豊（Ｖ） 140029299  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ミッシング・ボーイ／尾崎豊 尾崎豊（Ｖ） 140017567  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 壊れた扉から／尾崎豊 尾崎豊（歌） 140040817  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ＬＯＯＫＩＮＧ ＢＡＣＫ／小田和正 小田和正（Ｖ） 140040841  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 Ｏｈ！Ｙｅａｈ！／小田和正 小田和正（Ｖ） 140040833  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 エッセンシア／小野リサ 小野リサ（Ｖ，ＧＴ） 140025370  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 コレソン：ザ・コレクション／小野リサ 小野リサ（Ｖ，ＧＴ） 140025362  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ボッサ・フラ・ノヴァ／小野リサ 小野リサ（Ｖ，ＧＴ） 140025354  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ＩＴ’Ｓ ＡＬＬ ＲＩＧＨＴ／ＯＦＦ ＣＯＵＲＳＥ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ Ⅲ オフコース 140040858  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ：１９７３－７８／オフコース オフコース 140000357  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ：１９７８－８１／オフコース オフコース 140000365  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 オリジナル・ラヴ・シングルズ：ＢＡＣＫ ＴＯ １９９１－１９９５ オリジナル・ラヴ 140040866  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 サルサに国境はない／オルケスタ・デ・ラ・ルス オルケスタ・デ・ラ・ルス 140025388  C3 ｵ  邦楽 ア行
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豊栄 ディフェレンテス／オルケスタ・デ・ラ・ルス オルケスタ・デ・ラ・ルス 140025396  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ラ・ヒストリア・デ・ラ・ルス／オルケスタ・デ・ラ・ルス オルケスタ・デ・ラ・ルス 140020926  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 ザ・ベリー・ベスト・オブ・オリジナル・ラヴ 140020918  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 岡晴夫全曲集：オリジナル原盤（ＳＰ）による 岡晴夫（歌） 140040700  C3 ｵ  邦楽 ア行

豊栄 全曲集 加藤登紀子 1113000002584 C 3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 流民の歌／甲斐バンド 甲斐バンド 140020934  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 かぐや姫ベスト・ヒット１６：神田川・妹 かぐや姫 140000373  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 はじめまして…：かぐや姫フォーク・セッション かぐや姫 140025404  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 買物ブギー：ＳＰ盤復刻による懐かしのメロディ／笠置シヅ子 笠置シヅ子（歌） 140000381  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 春日八郎全曲集 春日八郎（歌） 140000399  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 百万本のバラ／加藤登紀子 加藤登紀子（Ｖ） 140025412  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 水鏡 加藤登紀子（Ｖ） 告井延隆（Ｖ） 140050006  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 門脇陸男全曲集：涙の金屏風・祝い船 門脇陸男（歌） 140040874  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 時は過ぎてゆく／金子由香利 金子由香利（Ｖ） 140020942  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 佳山明生　全曲集～片割れ月～ 佳山明生 1113000002637  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 グレイテスト・ヒッツ／加山雄三 加山雄三（Ｖ） 140000415  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 若大将５０年！ 加山雄三 1113000001157  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 狩人ベスト・セレクション 狩人 140025842  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 河島英五・全曲集’９８ 河島英五（Ｖ） 140020959  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 冠二郎　全曲集　夢に賭けろ 冠二郎 1113000002459  C3 ｶ  邦楽 カ行

豊栄 スター☆デラックス　菊池章子　星の流れに～岸壁の母 菊池章子 1113000002628 C 3 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 ザ・ベスト・オブ・来生たかお：夢の途中に… 来生たかお（Ｖ） 140000423  C3 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 北島三郎　ツインパック 北島三郎 1113000003948 C 766 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 決定盤　北原謙二大全集　～若いふたり・ふるさとのはなしをしよう～ 北原謙二 1113000002501  C3 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 ザ・ベスト・オブ・喜納昌吉＆チャンプルーズ：花 喜納昌吉＆チャンプルーズ 140000431  C3 ｷ  邦楽 カ行
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豊栄 キム・ヨンジャ・ベスト１６：人生海峡，涙のしずく キム・ヨンジャ（歌） 鳥羽一郎（歌）（３） 140001033  C3 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 ゴールデン・ヒッツ／キャロル キャロル 140020967  C3 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 ゴールデン・ヒッツ：マークⅡ／キャロル キャロル 140020975  C3 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 ファンキー・モンキー・ベイビー／キャロル キャロル 140025867  C3 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 キャンディーズ・ベスト：２０００ＢＥＳＴ キャンディーズ 140025875  C3 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 懐かしの歌声名曲集：誰か故郷を想わざる／霧島昇 霧島昇（歌） 140020983  C3 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 スター☆デラックス　霧島昇 霧島昇 1113000002510 C 3 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 ＫｉｎＫｉ Ｓｉｎｇｌｅ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ／ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ 140040890  C3 ｷ  邦楽 カ行

豊栄 狼惑星／ギターウルフ ギターウルフ 140025859  C3 ｷﾞ  邦楽 カ行

豊栄 Ｓｈｅ Ｂｅｓｔ ｏｆ Ｂｅｓｔ／Ｋｕｄｏ Ｓｈｉｚｕｋａ Ｋｕｄｏ Ｓｈｉｚｕｋａ（Ｖ） 140020991  C3 ｸ  邦楽 カ行

豊栄 ＬＡ・ＬＡ・ＬＡ ＬＯＶＥ ＴＨＡＮＧ／久保田利伸 久保田利伸（Ｖ） 140021015  C3 ｸ  邦楽 カ行

豊栄 ＴＨＥ ＢＡＤＤＥＳＴ／久保田利伸 久保田利伸（Ｖ） 140025883  C3 ｸ  邦楽 カ行

豊栄 サンシャイン・ムーンライト／久保田利伸 久保田利伸（Ｖ） 140021007  C3 ｸ  邦楽 カ行

豊栄 ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ ｗａｙ／倉木麻衣 倉木麻衣（Ｖ） 140040908  C3 ｸ  邦楽 カ行

豊栄 孤独の太陽／桑田佳祐 桑田佳祐（Ｖ） 140025446  C3 ｸ  邦楽 カ行

豊栄 フロム・イエスタデイ／桑田佳祐 桑田佳祐（Ｖ） 140021049  C3 ｸ  邦楽 カ行

豊栄 ＫＥＩＳＵＫＥ ＫＵＷＡＴＡ／桑田佳祐 桑田佳祐（歌） 140021056  C3 ｸ  邦楽 カ行

豊栄 ＲＥＶＩＥＷ／ＧＬＡＹ ＧＬＡＹ 140040924  C3 ｸﾞ  邦楽 カ行

豊栄 灰とダイヤモンド／ＧＬＡＹ ＧＬＡＹ 140040916  C3 ｸﾞ  邦楽 カ行

豊栄 ｇｌｏｂｅ ｇｌｏｂｅ 140048927  C3 ｸﾞ  邦楽 カ行

豊栄 スピード・ポップ／グレイ グレイ 140025438  C3 ｸﾞ  邦楽 カ行

豊栄 ピーシズ・オブ・ア・ドリーム／ケミストリー ケミストリー 140025453  C3 ｹ  邦楽 カ行

豊栄 Ｌｅｇｅｎｄ Ｍａｎ！／ｃｏｂａ ｃｏｂａ（ＡＣＯ，Ｖ，ＰＦ） 140025925  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 風のナヴィガトーレ／ｃｏｂａ ｃｏｂａ（ＡＣＯ） ＬＡＵＲＥＮＣＥ ＤＵＰＵＹ（Ｖ）（２） 140025487  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 太陽のポスティーノ／ｃｏｂａ ｃｏｂａ（ＡＣＯ） ＩＲＥＮＥ ＬＡＭＥＤＩＣＡ（Ｖ）（３） 140025461  C3 ｺ  邦楽 カ行
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豊栄 雪のアトリーチェ／ｃｏｂａ ｃｏｂａ（ＡＣＯ） ＳＵＢＬＩＭＥ（Ｖ）（４） 140025479  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 ベスト・オブ・キョンキン／小泉今日子 小泉今日子（Ｖ） 140025891  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 ベスト・オブ・キョンキン／小泉今日子 小泉今日子（Ｖ） 140050105  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 Ｆａｎｔａｓｍａ／Ｃｏｒｎｅｌｉｕｓ コーネリアス（Ｖ） 140025917  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 越路吹雪・ベスト・コレクション 越路吹雪（歌） 140049511  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 オートポルトレ／コシミハル コシミハル（Ｖ） 140040940  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 小林旭ベスト１６：ついて来るかい，昔の名前で出ています 小林旭（歌） 140000464  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 ミスティＫ／小林桂 小林桂（Ｖ） 140025800  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 小林幸子特選集：雨月（つき）伝説 小林幸子（歌） 140021098  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 こまどり姉妹：歌謡ベスト１６ こまどり姉妹 140021106  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 こまどり姉妹　プレミアム・ベスト２０１４ こまどり姉妹 1113000002495 C 3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 ここから風が：ディスク・ヒストリー’７１－’９２／小室等 小室等（Ｖ） 吉田拓郎（Ｖ）（９） 140021114  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 ＦＲＥＥＤＯＭ／小柳ゆき 小柳ゆき（Ｖ） 140029265  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 Ｋｏｙａｎａｇｉ ｔｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ：ＰＲＯＤＵＣＴ１／小柳ゆき 小柳ゆき（Ｖ） 140040981  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 ｒｏｕｇｈ ｍｉｘｅｄ／近藤房之助 近藤房之助（Ｖ，ＧＴ） ゴードン・エドワーズ（Ｂ）ほか 140021130  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 渡り鳥いつ帰る／初代コロムビア・ローズ 初代コロムビア・ローズ（歌） 140040999  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 ＨＡＲＶＥＳＴ：ＳＩＮＧＬＥＳ １９８５－１９９２／米米ＣＬＵＢ 米米ＣＬＵＢ 140021122  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 ＨＡＲＶＥＳＴ：ＳＩＮＧＬＥＳ１９９２－１９９７／米米ＣＬＵＢ 米米ＣＬＵＢ 140000472  C3 ｺ  邦楽 カ行

豊栄 ＴＨＥ ＧＯＬＤＳＩＮＧＥＲ／郷ひろみ 郷ひろみ（Ｖ） 140040932  C3 ｺﾞ  邦楽 カ行

豊栄 ゴスペラーズ ゴスペラーズ 140040957  C3 ｺﾞ  邦楽 カ行

豊栄 ファイヴ・キーズ／ゴスペラーズ ゴスペラーズ 140040965  C3 ｺﾞ  邦楽 カ行

豊栄 マジック・カプセル：ゴダイゴ・ライヴ ゴダイゴ 140021080  C3 ｺﾞ  邦楽 カ行

豊栄 西郷輝彦全曲集：君だけを・星月夜 西郷輝彦（歌） 140000480  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 坂本九・シングルス 坂本九（Ｖ） 140000498  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 ベスト・オブ・坂本龍一・サウンド・トラックス 坂本龍一（Ｃ，ＰＦ） 140025511  C3 ｻ  邦楽 サ行
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豊栄 ＢＴＴＢ／坂本龍一 坂本龍一（ＰＦ） 140041039  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 ｔｈｅ ｖｅｒｙ ｂｅｓｔ ｏｆ ｇｕｔ ｙｅａｒｓ １９９４－１９９７／坂本龍一 坂本龍一（ＰＬＡＹ） 共演，今井美樹，中谷美紀，高野寛，Ｓｉｓｔｅｒ Ｍ 140041021  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 坂本龍一の音楽：Ｅａｒｌｙ Ｂｅｓｔ Ｓｏｎｇｓ 坂本龍一（ＳＹＮ，ＰＦ，ＰＥＲＣ） 共演，渡辺香津美，山下達郎，矢野顕子，ほか 140021155  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 ベスト・オブ・坂本龍一・ヴァージン・トラックス 坂本龍一（ＳＹＮ，Ｖ） 140025503  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 千のナイフ／坂本龍一 坂本龍一（ＳＹＮ）ほか 140050113  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 ＮＵＤＥ ＭＡＮ／サザンオールスターズ サザンオールスターズ 140041054  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 稲村ジェーン／サザンオールスターズ・アンド・オールスターズ サザンオールスターズ・アンド・オールスターズ 140050121  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 「さくら」／サザンオールスターズ サザンオールスターズ 140021189  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 サザンオールスターズ サザンオールスターズ 140000506  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 人気者で行こう／サザンオールスターズ サザンオールスターズ 140041062  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 バラッド：’７７～’８２／サザンオールスターズ サザンオールスターズ 140000332  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 バラッド２：’８３～’８６／サザンオールスターズ サザンオールスターズ 140000514  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 世に万葉の花が咲くなり／サザンオールスターズ サザンオールスターズ 140021163  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 昨日達…（イエスタデイズ）／さだまさし さだまさし（Ｖ） 140021197  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 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 140021213  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 ベスト・オブ・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 140041070  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 佐藤隆：ツイン・ベスト 佐藤隆（Ｖ） 140041088  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 ＬＯＶＥ ＡＬＢＵＭ／サニーデイ・サービス サニーデイ・サービス 140025958  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 ノー・ダメージ／佐野元春 佐野元春（Ｖ） 140041096  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 ノー・ダメージ：Ⅱ／佐野元春 佐野元春（Ｖ） 140021247  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 ＲＯＹＡＬ　ＳＴＲＡＩＧＨＴ　ＦＬＵＳＨ［２］ 沢田研二（Ｖ） 140041104  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 ＲＯＹＡＬ　ＳＴＲＡＩＧＨＴ　ＦＬＵＳＨ 沢田研二（Ｖ） 140021254  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｈｉｄｅｋｉ Ｓａｉｊｏ：Ｖｏｌ．１～Ｂｅｓｔ ｏｆ Ｂｅｓｔ／西城秀樹 西城秀樹（Ｖ） 140041005  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｈｉｄｅｋｉ Ｓａｉｊｏ：Ｖｏｌ．２～Ｂｅｓｔ ｏｆ Ｂｅｓｔ／西城秀樹 西城秀樹（Ｖ） 140041013  C3 ｻ  邦楽 サ行

豊栄 ＺＡＲＤ ＢＥＳＴ：Ｒｅｑｕｅｓｔ Ｍｅｍｏｒｉａｌ ＺＡＲＤ 140048919  C3 ｻﾞ  邦楽 サ行
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豊栄 サボテンの花：”ひとつ屋根の下”より／財津和夫 財津和夫（Ｖ） 140021148  C3 ｻﾞ  邦楽 サ行

豊栄 音楽／１９（ジューク） １９（ジューク） 島本須美（ＲＥＡＤ）（１，１４） 140000605  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 Ｒｏｍａｎｔｉｃが止まらない／Ｃ－Ｃ－Ｂ Ｃ－Ｃ－Ｂ 140050139  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 ＳＨＯＧＵＮ：ザ・ベスト：ゴールデン・Ｊポップ ＳＨＯＧＵＮ 140021296  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 勝訴ストリップ／椎名林檎 椎名林檎（Ｖ） 140049412  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 無罪モラトリアム／椎名林檎 椎名林檎（Ｖ） 140049420  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 シブがき隊ベスト：２０００ＢＥＳＴ シブがき隊 140050147  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 島倉千代子　全曲集　２０２０ 島倉千代子 1113000003993 C 766 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 シングルベスト１０：おまけつき／シャ乱Ｑ シャ乱Ｑ 140021262  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 ソングス／シュガー・ベイブ シュガー・ベイブ 140025966  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 グナース・グナース／上々颱風 上々颱風 140000597  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 八十日間亜州（アジア）一周／上々颱風（シャンシャンタイフーン） 上々颱風（シャンシャンタイフーン） 140041120  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 愛があるから大丈夫／上々颱風 上々颱風（シャン・シャン・タイフーン） 140000571  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 上々颱風 上々颱風（シャン・シャン・タイフーン） 140000548  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 上々颱風：３ 上々颱風（シャン・シャン・タイフーン） 140000563  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 上々颱風２ 上々颱風（シャン・シャン・タイフーン） 140000555  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 た・め・ご・ま／上々颱風 上々颱風 140000589  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 ＢＥＳＴ ＯＦ 少年隊 少年隊 140050154  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 少年ナイフＧＲＥＡＴＥＳＴ ＨＩＳＴＯＲＹ 少年ナイフ 140025974  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 白井貴子：ザ・ベスト：ゴールデン・Ｊポップ 白井貴子（Ｖ） 140021304  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 セカンド・リユニオン：ザ・ベスト・オブ・シング・ライク・トーキング シング・ライク・トーキング 140025982  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 東海林太郎全曲集 東海林太郎（歌） 140000613  C3 ｼ  邦楽 サ行

豊栄 無限大／１９（ジューク） １９（ジューク） 140041138  C3 ｼﾞ  邦楽 サ行

豊栄 ＰＯＰ ＬＩＦＥ／ＪＵＤＹ ＡＮＤ ＭＡＲＹ ＪＵＤＹ ＡＮＤ ＭＡＲＹ 140041153  C3 ｼﾞ  邦楽 サ行

豊栄 ＭＹ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ／ＪＵＮ ＳＫＹ ＷＡＬＫＥＲ（Ｓ） ＪＵＮ ＳＫＹ ＷＡＬＫＥＲ（Ｓ） 140021288  C3 ｼﾞ  邦楽 サ行
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豊栄 ベスト・セレクション／ジャッキー吉川とブルーコメッツ ジャッキー吉川とブルー・コメッツ 140026105  C3 ｼﾞ  邦楽 サ行

豊栄 ザ・パワー・ソース／ジュディ・アンド・マリー ジュディ・アンド・マリー 140021270  C3 ｼﾞ  邦楽 サ行

豊栄 ジュディ・オング：ザ・ベスト：ゴールデン・Ｊポップ ジュディ・オング（Ｖ） 140041146  C3 ｼﾞ  邦楽 サ行

豊栄 ＣＯＯＬ／Ｓｍａｐ Ｓｍａｐ 140021403  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 ＳＭＡＰ ０１１：ス ＳＭＡＰ 140041211  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 ＳＭＡＰ ０１２：ＶＩＶＡ ＡＭＩＧＯＳ！／ＳＭＡＰ ＳＭＡＰ 140041229  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 ＳＭＡＰ ０１３：ＢＩＲＤＭＡＮ ＳＭＡＰ 140041237  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 ＭＯＭＥＮＴ：ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＡＬＢＵＭ／ＳＰＥＥＤ ＳＰＥＥＤ 140000621  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 ＳＡ／ＳＵＺＵＫＩ ＡＭＩ ＳＵＺＵＫＩ ＡＭＩ（Ｖ） 140021353  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 スパイダース’６７～アルバムＮｏ．３＋６／ザ・スパイダース ザ・スパイダース 140021361  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 Ｆａｍｉｌｙ／スガシカオ スガシカオ（Ｖ，ＧＴ，ＥＢ） 140041187  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 Ｓｗｅｅｔ／スガシカオ スガシカオ（Ｖ） 140041195  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 菅原洋一全曲集 菅原洋一（Ｖ）ほか 140021312  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 杉真理：ザ・ベスト：ゴールデン・Ｊポップ 杉真理（Ｖ） 140021320  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 杉山清貴＆オメガトライブ・コア・ベスト・トラックス：’８０’ｓグルーヴ・コンピレーション 杉山清貴＆オメガトライブ 140021338  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 ミディアムスロー：ＢＥＳＴ ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ ＡＬＢＵＭ／鈴木雅之 鈴木雅之（Ｖ） 鈴木聖美（Ｖ）（１３） 140041203  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 空の飛び方／スピッツ スピッツ 140021379  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 ハチミツ／スピッツ スピッツ 140021387  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 スペクトラム伝説 スペクトラム 140021395  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 水前寺清子全曲集：艶歌・おんなの街道 水前寺清子（歌） 140041179  C3 ｽ  邦楽 サ行

豊栄 ＷＯＲＳＴ／聖飢魔Ⅱ 聖飢魔Ⅱ 140026006  C3 ｾ  邦楽 サ行

豊栄 砂金／関口和之 関口和之（歌） 140021411  C3 ｾ  邦楽 サ行

豊栄 ランブリング・ドリーマー：世良公則ロック・コレクション 世良公則（Ｖ，ＧＴ） ＴＷＩＳＴ（３，８，１０～１２） 140021429  C3 ｾ  邦楽 サ行

豊栄 別れの朝：世良公則バラード・コレクション 世良公則（Ｖ，ＧＴ） ＴＷＩＳＴ（２～５，８，１２） 140021437  C3 ｾ  邦楽 サ行

豊栄 千昌夫全曲集 千昌夫（歌） 140000647  C3 ｾ  邦楽 サ行
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豊栄 ヒストリー・オブ・＊：ザ・タイガース・ヒット・コレクション ザ・タイガース 140000654  C3 ﾀ 13 邦楽 タ行

豊栄 伊豆の佐太郎／高田浩吉 高田浩吉（歌） 140021445  C3 ﾀ  邦楽 タ行

豊栄 ＲＥＰＬＡＹ：Ｓｐｅｃｉａｌ Ｂｅｓｔ／高橋真梨子 高橋真梨子（Ｖ） 140029224  C3 ﾀ  邦楽 タ行

豊栄 インプレッションズ／竹内まりや 竹内まりや（Ｖ） 140021478  C3 ﾀ  邦楽 タ行

豊栄 ヴァラエティ／竹内まりや 竹内まりや（Ｖ） 140026022  C3 ﾀ  邦楽 タ行

豊栄 ベスト・パック 竹内まりや 140021460  C3 ﾀ  邦楽 タ行

豊栄 田端義夫全曲集 田端義夫（歌） 140041252  C3 ﾀ  邦楽 タ行

豊栄 Ｔ／玉置浩二 玉置浩二（Ｖ） 140021494  C3 ﾀ  邦楽 タ行

豊栄 田園：ＫＯＪＩ ＴＡＭＡＫＩ ＢＥＳＴ／玉置浩二 玉置浩二（Ｖ） 140021502  C3 ﾀ  邦楽 タ行

豊栄 谷村新司ＢＥＳＴ 谷村新司（歌） 小川知子（歌）（６） 140000670  C3 ﾀ  邦楽 タ行

豊栄 Ｈｉｇｈｅｒ ａｎｄ Ｈｉｇｈｅｒ！／ＤＡ ＰＵＭＰ ＤＡ ＰＵＭＰ 140042979  C3 ﾀﾞ  邦楽 タ行

豊栄 Ｃｒｙｓｔａｌ／ｄｏｕｂｌｅ ｄｏｕｂｌｅ 140025537  C3 ﾀﾞ  邦楽 タ行

豊栄 ＤＯＵＢＬＥ／ｄｏｕｂｌｅ ｄｏｕｂｌｅ（Ｖ） 140025529  C3 ﾀﾞ  邦楽 タ行

豊栄 ダーク・ダックス全曲集 ダーク・ダックス 140041245  C3 ﾀﾞ  邦楽 タ行

豊栄 ＣＯＤＥ ＮＡＭＥ．２：ＳＩＳＴＥＲ ＭＯＯＮ／ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡ ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡ 140021528  C3 ﾁ  邦楽 タ行

豊栄 ＧＵＹＳ：ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡ 140021510  C3 ﾁ  邦楽 タ行

豊栄 Ｊｕｎｉｏｒ Ｓｗｅｅｔ／ＣＨＡＲＡ ＣＨＡＲＡ（Ｖ） 140041286  C3 ﾁ  邦楽 タ行

豊栄 ＢＥＡＴ ＢＡＬＬ／ＤＡ ＰＵＭＰ ＤＡ ＰＵＭＰ ＢＥＴＣＨＩＮ’（４） 140041260  C3 ﾁ  邦楽 タ行

豊栄 チューベスト：Ⅱ／チューブ チューブ 140041310  C3 ﾁ  邦楽 タ行

豊栄 チューリップ・ツイン・ベスト チューリップ 140000688  C3 ﾁ  邦楽 タ行

豊栄 チューリップ・ベスト：２０００ ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ ＢＥＳＴ チューリップ 140026030  C3 ﾁ  邦楽 タ行

豊栄 チョー・ヨンピルＢＥＳＴ チョー・ヨンピル（趙容弼）（歌） 掘内孝雄（歌）（７） 140001041  C3 ﾁ  邦楽 タ行

豊栄 ストレンジフルーツ／チャラ チャラ（Ｖ） 140041294  C3 ﾁｬ  邦楽 タ行

豊栄 ＴＵＢＥＳＴ／チューブ チューブ 140041302  C3 ﾁｭ  邦楽 タ行

豊栄 ＢＥＳＴ ＴＲＡＣＫＳ：Ａ ＭＥＳＳＡＧＥ ＴＯ ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ／ＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫ；ＴＭＮ ＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫ（ＴＭＮ） 140026048  C3 ﾃ  邦楽 タ行
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豊栄 ｔｈｅ Ｆｏｒｃｅ／Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（Ｖ）（１～１１） 140041344  C3 ﾃ  邦楽 タ行

豊栄 ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ ＬＥＶＥＬ→３／Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（Ｖ） 140041328  C3 ﾃ  邦楽 タ行

豊栄 ｔｒｉｐｌｅ ｊｏｋｅｒ／Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（Ｖ） 140041336  C3 ﾃ  邦楽 タ行

豊栄 Ｌａｓｔ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｍｏｄｅｒｎ／Ｔｏｗａ Ｔｅｉ Ｔｏｗａ Ｔｅｉ（ＰＬＡＹ）ほか 140021569  C3 ﾃ  邦楽 タ行

豊栄 ＷＯＲＫＳ：ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＲＦ ＴＲＦ 140021544  C3 ﾃ  邦楽 タ行

豊栄 ビリオネア：ボーイ・ミーツ・ガール／ｔｒｆ ｔｒｆ 140021536  C3 ﾃ  邦楽 タ行

豊栄 エレキ・エレキ・エレキ：ＶＯＬ．１・２：ギター人生５５年記念盤／寺内タケシ 寺内タケシ（ＧＴ） ノーキー・エドワーズ（ＧＴ）（２０～２２，２７～２９）ほか 140000696  C3 ﾃ  邦楽 タ行

豊栄 ロスト・コントロール・ミックス／テイ・トウワ（ＰＲＤ） 140041351  C3 ﾃ  邦楽 タ行

豊栄 ロスト・コントロール・ミックス：ディスク２／テイ・トウワ（ＰＲＤ） 140041369  C3 ﾃ  邦楽 タ行

豊栄 ディック・ミネ全曲集 ディック・ミネ（Ｖ） 140021551  C3 ﾃﾞ  邦楽 タ行

豊栄 Ａ（エース）／電気グルーヴ 電気グルーヴ 140041377  C3 ﾃﾞ  邦楽 タ行

豊栄 リサイクルドＡ（エース）／電気グルーヴ 電気グルーヴ 140041385  C3 ﾃﾞ  邦楽 タ行

豊栄 ＡＲＫＥＳＴＲＡ／東京スカパラダイスオーケストラ 東京スカパラダイスオーケストラ 140021593  C3 ﾄ  邦楽 タ行

豊栄 東京スカパラダイスオーケストラ 東京スカパラダイスオーケストラ 140026055  C3 ﾄ  邦楽 タ行

豊栄 Ｍｕｓｔａｎｇ！／Ｄｒａｇｏｎ Ａｓｈ Ｄｒａｇｏｎ Ａｓｈ 140025545  C3 ﾄﾞ  邦楽 タ行

豊栄 Ｖｉｖａ Ｌａ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ／Ｄｒａｇｏｎ Ａｓｈ Ｄｒａｇｏｎ Ａｓｈ 140021601  C3 ﾄﾞ  邦楽 タ行

豊栄 Ｔｈｅ Ｓｗｉｎｇｉｎｇ Ｓｔａｒ／ドリームズ・カム・トゥルー ドリームズ・カム・トゥルー 140025552  C3 ﾄﾞ  邦楽 タ行

豊栄 ザ・モンスター／ドリームズ・カム・トゥルー ドリームズ・カム・トゥルー 140041435  C3 ﾄﾞ  邦楽 タ行

豊栄 ドリームズ・カム・トゥルー ドリームズ・カム・トゥルー 140041427  C3 ﾄﾞ  邦楽 タ行

豊栄 Ｓｉｎｇｌｅｓ 中島みゆき 1113000003278 C 763 ﾅ  邦楽 ナ行

豊栄 Ｓｉｎｇｌｅｓ　Ⅱ 中島みゆき 1113000003287 C 763 ﾅ 2 邦楽 ナ行

豊栄 Ｓｉｎｇｌｅｓ　２０００ 中島みゆき 1113000003269 C 763 ﾅ 3 邦楽 ナ行

豊栄 十二単～Ｓｉｎｇｌｅｓ　４～ 中島みゆき 1113000002047  C3 ﾅ 4 邦楽 ナ行

豊栄 御色なおし／中島みゆき 中島みゆき（Ｖ） 140021627  C3 ﾅ  邦楽 ナ行

豊栄 おかえりなさい／中島みゆき 中島みゆき（Ｖ） 140021619  C3 ﾅ  邦楽 ナ行
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豊栄 短篇集／中島みゆき 中島みゆき（Ｖ） 140050170  C3 ﾅ  邦楽 ナ行

豊栄 ベストアルバム　大吟醸 中島みゆき 1113000002430  C3 ﾅ  邦楽 ナ行

豊栄 ＳＩＮＧＬＥＳ：Ｖｏｌ．１：１９７８～１９８２／長渕剛 長渕剛（Ｖ） 140041450  C3 ﾅ  邦楽 ナ行

豊栄 ＳＩＮＧＬＥＳ：Ｖｏｌ．２：１９８３～１９８８／長渕剛 長渕剛（Ｖ） 140041468  C3 ﾅ  邦楽 ナ行

豊栄 ＳＩＮＧＬＥＳ：Ｖｏｌ．３：１９８８～１９９６／長渕剛 長渕剛（Ｖ） 140048620  C3 ﾅ  邦楽 ナ行

豊栄 Ｒｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ：中森明菜スーパー・ベスト 中森明菜（Ｖ） 1113100000742  C3 ﾅ  邦楽 ナ行

豊栄 Ｒｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ：中森明菜スーパー・ベスト 中森明菜（Ｖ） 140021643  C3 ﾅ  邦楽 ナ行

豊栄 スター☆デラックス　並木路子～リンゴの唄　森の水車～ 並木路子 1113000002520  C3 ﾅ  邦楽 ナ行

豊栄 西田佐知子全曲集 西田佐知子（歌） 140041484  C3 ﾆ  邦楽 ナ行

豊栄 ソングライター・ルネッサンス／Ｎ．Ｓ．Ｐ（ニューサディスティックピンク） ニューサディスティックピンク 140023375  763 ﾆ  邦楽 ナ行

豊栄 ｔｈｅ ｂｅｓｔ ｏｆ Ｎｏｋｋｏ ＮＯＫＫＯ（Ｖ） 140021650  C3 ﾉ  邦楽 ナ行

豊栄 Ｔｈｅ Ｓｏｎｇｓ：ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ ＴＲＡＣＫＳ／野口五郎 野口五郎（Ｖ，ほか） 140041492  C3 ﾉ  邦楽 ナ行

豊栄 スター☆デラックス　花村菊江 花村菊江 1113000002468 C 3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 シングルスはっぴいえんど 大瀧詠一（Ｖ，ＧＴ）（１－４） 細野晴臣（Ｖ，ＥＢ）（５，６） 140041518  C3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 バームクーヘン／ザ・ハイロウズ ザ・ハイロウズ 140021668  C3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 ＦＡＶＯＲＩＴＥ ＴＨＩＮＧＳ：ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ ＢＥＳＴ１９８７－１９９２／ハウンド・ドッグ ハウンド・ドッグ 140000753  C3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 萩原健一ベストセレクション 萩原健一（Ｖ） 140021676  C3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 畠山みどり　プレミアム・ベスト２０１４ 畠山みどり 1113000002477  C3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 １１ｓｏｎｇｓ＋４／花＊花 花＊花 140021700  C3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 浜口庫之助自作自演集 浜口庫之助（歌） 140000761  C3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｂｏｙｓ＆Ｇｉｒｌｓ／浜崎あゆみ 浜崎あゆみ（Ｖ） 140021726  C3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 Ａ／浜崎あゆみ 浜崎あゆみ（Ｖ） 140029232  C3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｄｅａｒｅｓｔ／浜崎あゆみ 浜崎あゆみ（Ｖ） 140025602  C3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｊ．ＢＯＹ／浜田省吾 浜田省吾（Ｖ） 140021742  C3 ﾊ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｌｏｖｉｎｇ Ｙｏｕ／原由子 原由子（Ｖ） 140021759  C3 ﾊ  邦楽 ハ行
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豊栄 ｂｉｒｄ ｂｉｒｄ（Ｖ） 140025594  C3 ﾊﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 ＣＡＴＡＬＯＧＵＥ：１９８７－１９９５／ＢＵＣＫ－ＴＩＣＫ ＢＵＣＫ－ＴＩＣＫ 140021684  C3 ﾊﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 ＪＵＳＴ ＴＷＯ ＯＦ ＵＳ／ＲＡＤＩＯ－Ｋ；バービーボーイズ ＲＡＤＩＯ－Ｋ（１～４） ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ（５，６） 140023409  C3 ﾊﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 １ｓｔ ＯＰＴＩＯＮ／バービーボーイズ バービー・ボーイズ 140023417  C3 ﾊﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 ３ｒｄ．ＢＲＥＡＫ／バービーボーイズ バービー・ボーイズ 140023433  C3 ﾊﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 フリービー／バービーボーイズ バービー・ボーイズ 140023425  C3 ﾊﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 バーブ佐竹全曲集 バーブ佐竹（歌） 南かほる（歌）（１２） 140021718  C3 ﾊﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 シングルス／爆風スランプ 爆風スランプ 140021692  C3 ﾊﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｔｒｅａｓｕｒｅ：Ｂ’ｚ Ｔｈｅ Ｂｅｓｔ Ｂ’ｚ 140000787  C3 ﾋ  邦楽 ハ行

豊栄 氷川きよし・演歌名曲コレクション：大井追っかけ音次郎～青春編～ 氷川きよし（歌） 140025586 C 766 ﾋ  邦楽 ハ行

豊栄 股旅演歌名曲選：Ⅱ：箱根八里の半次郎／氷川きよし 氷川きよし（歌） 140025578  C3 ﾋ  邦楽 ハ行

豊栄 股旅演歌名曲選：箱根八里の半次郎～風雲編～／氷川きよし 氷川きよし（歌） 140025560  C3 ﾋ  邦楽 ハ行

豊栄 ベスト・セレクション／ヒデとロザンナ ヒデとロザンナ 140041542  C3 ﾋ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ ＳＯＵＬＳ：ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＯＦ ＢＥＳＴ／氷室京介 氷室京介（Ｖ） 140021767  C3 ﾋ  邦楽 ハ行

豊栄 ｇａｉｎｉｎｇ ｔｈｒｏｕｇｈ ｌｏｓｉｎｇ／平井堅 平井堅（Ｖ） 140025677  C3 ﾋ  邦楽 ハ行

豊栄 楽園／平井堅 平井堅（Ｖ） 140025669  C3 ﾋ  邦楽 ハ行

豊栄 平原綾香ベスト　Ｊｕｐｉｔｅｒ 平原綾香 1113000001012  C3 ﾋ  邦楽 ハ行

豊栄 ＢＡＤ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ／Ｂ’ｚ Ｂ’ｚ 140025610  C3 ﾋﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｂｒｏｔｈｅｒｈｏｏｄ／Ｂ’ｚ Ｂ’ｚ 140025628  C3 ﾋﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 ＥＬＥＶＥＮ／Ｂ’ｚ Ｂ’ｚ 140025636  C3 ﾋﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｐｌｅａｓｕｒｅ：Ｂ’ｚ Ｔｈｅ Ｂｅｓｔ Ｂ’ｚ 140000779  C3 ﾋﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 ビリー・バンバン ベスト・セレクション ビリー・バンバン 140041559  C3 ﾋﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 ヴィレッジ・シンガーズＢＥＳＴ＆ＣＵＬＴ ヴィレッジ・シンガーズ 140020801  C3 ﾋﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｍｉｅ ａｎｄ Ｋｅｉ：Ｐｉｎｋ Ｌａｄｙ Ｂｅｓｔ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ／Ｐｉｎｋ Ｌａｄｙ Ｐｉｎｋ Ｌａｄｙ 140025685  C3 ﾋﾟ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｂｉｇ Ｈｉｔｓ ａｎｄ Ｊｅｔ Ｌａｇｓ１９９４－１９９７／ＰＩＺＺＩＣＡＴＯ ＦＩＶＥ ＪＰＮ ＰＩＺＺＩＣＡＴＯ ＦＩＶＥ ＪＰＮ 140025644  C3 ﾋﾟ  邦楽 ハ行
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豊栄 Ｐｉｚｚｉｃａｔｏ Ｆｉｖｅ Ｒ．Ｉ．Ｐ．：Ｂｉｇ Ｈｉｔｓ ａｎｄ Ｌｅｔ Ｌａｇｓ １９９８－２００１ Ｐｉｚｚｉｃａｔｏ Ｆｉｖｅ 140025651  C3 ﾋﾟ  邦楽 ハ行

豊栄 ザ・ピーナッツ・シングルス：恋のバカンス ザ・ピーナッツ 140023508  C3 ﾋﾟ  邦楽 ハ行

豊栄 ピンク・レディー ピンク・レディー 140041567  C3 ﾋﾟ  邦楽 ハ行

豊栄 フォークル大百科事典／ザ・フォーク・クルセダーズ ザ・フォーク・クルセダーズ，ほか 140023441  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 フィンガー王国／フィンガー５ フィンガー５ 140041575  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｄｅａｒ：ＭＡＧＮＵＭ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ １９９９／ＦＵＫＵＹＡＭＡ ＭＡＳＡＨＡＲＵ 福山雅治（Ｖ） 140029422  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 花揺れて…十年：デビュー１０周年記念リサイタル／藤あや子 藤あや子（歌） 140021775  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 シングルス／藤井フミヤ 藤井フミヤ（Ｖ） 140021783  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 懐かしの歌声名曲集：酒は涙か溜息か／藤山一郎 藤山一郎（歌） 140017575  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 布施明全曲集 布施明（Ｖ） 140021809  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 二葉百合子全曲集 二葉百合子（歌） 140021817  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 君よ振りむくな／舟木一夫 舟木一夫（歌） 140000795  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 カメラ・トーク／フリッパーズ・ギター フリッパーズ・ギター 140025693  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 ヘッド博士の世界塔／フリッパーズ・ギター フリッパーズ・ギター 140026097  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 ＴＯＫＯ～ｂｅｓｔ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ／古内東子 古内東子（Ｖ） 140021833  C3 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 国境線上の蟻：Ｔｈｅ Ｖｅｒｙ Ｂｅｓｔ ｏｆ Ｂｌａｎｋｅｙ Ｊｅｔ Ｃｉｔｙ Ｂｌａｎｋｅｙ Ｊｅｔ Ｃｉｔｙ 140026089  C3 ﾌﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 Ｓｉｎｃｅ １９９５～Ｆｏｒｅｖｅｒ／Ｖ６ Ｖ６ 140050071  C3 ﾌﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 シングルス・プラス／ザ・ブーム ザ・ブーム（１９，２０以外）ほか 140041583  C3 ﾌﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 シングルス・プラス／ザ・ブーム ザ・ブーム（１９，２０以外）ほか 140021825  C3 ﾌﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 ＴＨＥ ＢＯＯＭ ザ・ブーム 140000803  C3 ﾌﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 フランク永井　ザ・ベスト フランク永井 1113000003492 C 763 ﾌ  邦楽 ハ行

豊栄 野音ライヴ・オン’９４ ６．１８－１９／ザ・ブルーハーツ ザ・ブルーハーツ 140021841  C3 ﾌﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 ザ・グレイテスト・プリンセス／プリンセス・プリンセス プリンセス・プリンセス 140041609  C3 ﾌﾟ  邦楽 ハ行

豊栄 ペドロ＆カプリシャス・ヒット・コレクション ペドロ＆カプリシャス 140041591  C3 ﾍﾟ  邦楽 ハ行

豊栄 ビート・エモーション／ボーイ ボーイ 140025719  C3 ﾎﾞ  邦楽 ハ行

89 / 130 ページ



令和3年4月現在豊栄図書館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

豊栄 ジャスト・ア・ヒーロー／ボーイ ＢＯＯＷＹ 140025701  C3 ﾎﾞ  邦楽 ハ行

豊栄 ＴＨＩＳ ＢＯＯＷＹ ＢＯＯＷＹ 140000829  C3 ﾎ  邦楽 ハ行

豊栄 細川たかし全曲集：冬の宿 細川たかし（歌） 140000837  C3 ﾎ  邦楽 ハ行

豊栄 ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＨＩＴＳ １９９０－１９９９／布袋寅泰 布袋寅泰（Ｖ，ＧＴ） 140041617  C3 ﾎ  邦楽 ハ行

豊栄 ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＨＩＴＳ １９９０－１９９９／布袋寅泰 布袋寅泰（Ｖ，ＧＴ） 140021858  C3 ﾎ  邦楽 ハ行

豊栄 堀内孝雄ベスト：東京発 堀内孝雄（歌） 桂銀淑（歌）（４，１３） 140021866  C3 ﾎ  邦楽 ハ行

豊栄 ロマンチスト・エゴイスト／ポルノグラフィティ ポルノグラフィティ 140026113  C3 ﾎﾟ  邦楽 ハ行

豊栄 ＢｉｂｌｅⅢ 松田聖子 1113000002619 C 3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 ＮＥＷ ＡＤＶＥＮＴＵＲＥ／ＭＹ ＬＩＴＴＬＥ ＬＯＶＥＲ ＭＹ ＬＩＴＴＬＥ ＬＯＶＥＲ 140041633  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 ＰＲＥＳＥＮＴＳ／ＭＹ ＬＩＴＴＬＥ ＬＯＶＥＲ ＭＹ ＬＩＴＴＬＥ ＬＯＶＥＲ 140041625  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 前川清ゴールデンベスト 前川清（歌） 140029166  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 ベスト・セレクション／牧村三枝子 牧村三枝子（歌） 140041658  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 松崎しげる 松崎しげる（Ｖ） パイントリー・ファミリー・バンド（２～５，１１） 140021874  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 ＳＥＩＫＯ・Ｂａｌｌａｄ：２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ／松田聖子 松田聖子（Ｖ） 140021890  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 夜の旅人／松任谷正隆 松任谷正隆（Ｖ） 140041666  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 ダイアモンドダストが消えぬまに／松任谷由実 松任谷由実（Ｖ） 140025727  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 ダ・ディ・ダ／松任谷由実 松任谷由実（Ｖ） 140041682  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 ディライト・スライト・ライト・キッス／松任谷由実 松任谷由美（Ｖ） 140041690  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 ノーサイド／松任谷由実 松任谷由実（Ｖ） 140041674  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 ラブ・ウォーズ／松任谷由実 松任谷由実（Ｖ） 140041708  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 風景：２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｂｅｓｔ Ａｌｂｕｍ／松山千春 松山千春（Ｖ） 140048612  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 松山千春グレイテスト・ヒッツ 松山千春（Ｖ） 140021908  C3 ﾏ  邦楽 マ行

豊栄 ＬＯＶＥ ＩＳ ＴＨＥ ＭＥＳＳＡＧＥ／ＭＩＳＩＡ ＭＩＳＩＡ（Ｖ） 140041732  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 Ｍｏｔｈｅｒ Ｆａｔｈｅｒ Ｂｒｏｔｈｅｒ Ｓｉｓｔｅｒ／Ｍｉｓｉａ Ｍｉｓｉａ（Ｖ） 140021932  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 Ｔｈｅ Ｇｌｏｒｙ Ｄａｙ／Ｍｉｓｉａ Ｍｉｓｉａ（Ｖ） 140041740  C3 ﾐ  邦楽 マ行
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豊栄 ＢＯＬＥＲＯ／Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 140041765  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 深海／Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 140041757  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 三上寛ベスト・アルバム 三上寛（Ｖ） 140021916  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 美川憲一全曲集：別れの旅路・ＨＵＮ！ 美川憲一（歌） 140041724  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 決定盤　三島敏夫大全集 三島敏夫 1113000002440  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 美空ひばり　ベスト～洋楽編～ 美空ひばり 1113000003311 C 763 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 ザ・スター　美空ひばり～完全盤～ 美空ひばり 1113000002548  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 ステレオ録音による　美空ひばりベスト 美空ひばり 1113000002557  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 チキン・ゾンビーズ／ミッシェル・ガン・エレファント ミッシェル・ガン・エレファント 140026121  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 南こうせつベスト・ヒット１６：夢一夜・夏の少女 南こうせつ（Ｖ） 140021957  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 戦国歌絵巻／三波春夫 三波春夫（歌） 140025743  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 長篇歌謡浪曲：芸能生活六十周年記念／三波春夫 三波春夫（歌） 140041815  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 三波春夫の大忠臣蔵：芸能生活５０年記念 三波春夫（歌）ほか 140060542  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 三波春夫の大忠臣蔵：芸能生活５０年記念 三波春夫（歌）ほか 140000886  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 三波春夫大全集：１ 三波春夫（歌） 140000894  C3 ﾐ 1 邦楽 マ行

豊栄 三波春夫大全集：２ 三波春夫（歌） 140049313  C3 ﾐ 2 邦楽 マ行

豊栄 三波春夫大全集：３ 三波春夫（歌） 140049321  C3 ﾐ 3 邦楽 マ行

豊栄 三波春夫大全集：４ 三波春夫（歌） 140049339  C3 ﾐ 4 邦楽 マ行

豊栄 三波春夫大全集：５ 三波春夫（歌） 140049347  C3 ﾐ 5 邦楽 マ行

豊栄 三波春夫大全集：６ 三波春夫（歌） 140049354  C3 ﾐ 6 邦楽 マ行

豊栄 三波春夫の浪曲：芸能生活六十周年記念・特別口演 三波春夫（口演） 140041807  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 三波春夫長篇歌謡浪曲全曲集 三波春夫（唄） 140041799  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 三波春夫全曲集 三波春夫 1113000001040  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 0.246527778 みほりょうすけ 1113100000715  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 Ｌｅａｆ みほりょうすけ 1113100000475  C3 ﾐ  邦楽 マ行
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豊栄 幻夢（ゆめ）のえれじい／都はるみ 都はるみ（歌） 140000910  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 美輪明宏全曲集 美輪明宏（Ｖ） 140041823  C3 ﾐ  邦楽 マ行

豊栄 ムーンライダーズ：ツイン・ベスト ムーンライダーズ 140021973  C3 ﾑ  邦楽 マ行

豊栄 村上幸子全曲集：酒場すずめ・不如帰 村上幸子（歌） 梅宮辰夫（歌）（１１） 140000928  C3 ﾑ  邦楽 マ行

豊栄 林檎と檸檬：村下孝蔵ベストセレクション／村下孝蔵 村下孝蔵（Ｖ） 140021965  C3 ﾑ  邦楽 マ行

豊栄 村田英雄全曲集 村田英雄（歌） 140000936  C3 ﾑ  邦楽 マ行

豊栄 ＪＵＮＧＬＥ ＣＲＵＩＳＥ １９９１－１９９４／ザ・モッズ ザ・モッズ 140042474  C3 ﾓ  邦楽 マ行

豊栄 ＬＥＡＴＨＥＲ ＦＩＬＥ １９８１－１９９１／ＴＨＥ ＭＯＤＳ ザ・モッズ 140041856  C3 ﾓ  邦楽 マ行

豊栄 ３ｒｄ－ＬＯＶＥパラダイス－／モーニング娘。 モーニング娘。 140041849  C3 ﾓ  邦楽 マ行

豊栄 セカンドモーニング／モーニング娘。 モーニング娘。 140021981  C3 ﾓ  邦楽 マ行

豊栄 ファーストタイム／モーニング娘。 モーニング娘。 140041831  C3 ﾓ  邦楽 マ行

豊栄 船頭小唄／森繁久弥 森繁久弥（歌） いしだあゆみ（歌）（１５） 140041864  C3 ﾓ  邦楽 マ行

豊栄 森進一全曲集 森進一（歌） 140000944  C3 ﾓ  邦楽 マ行

豊栄 ザ・ベスト・セレクション・オブ・ファースト・モリタカ：１９８７－１９９３／森高千里 森高千里（Ｖ） 140026139  C3 ﾓ  邦楽 マ行

豊栄 森山良子：ザ・ベスト：ゴールデン・Ｊポップ 森山良子（Ｖ） 140050188  C3 ﾓ  邦楽 マ行

豊栄 森山良子・ベスト・コレクション 森山良子（Ｖ） 140050196  C3 ﾓ  邦楽 マ行

豊栄 柳ジョージ＆レイニーウッドベストセレクション 柳ジョージとレイニー・ウッド 140021999  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 ベストコレクション／八神純子 八神純子（Ｖ） 140029125  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 Ｅ．Ｙ７０’Ｓ／矢沢永吉 矢沢永吉（Ｖ） 140041898  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 Ｅ．Ｙ８０’ｓ／矢沢永吉 矢沢永吉（Ｖ） 140041906  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 Ｅ．Ｙ９０’ｓ／矢沢永吉 矢沢永吉（Ｖ） 140041914  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 ジ・オリジナル／矢沢永吉 矢沢永吉（Ｖ） 140000951  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 ＴＨＥ ＯＲＩＧＩＮＡＬ：２：ベスト・セレクション／矢沢永吉 矢沢永吉（Ｖ） 140000969  C3 ﾔ 2 邦楽 ヤ行

豊栄 トワイライト：ｔｈｅ“ＬＩＶＥ”ｂｅｓｔ ｏｆ Ａｋｉｋｏ Ｙａｎｏ／矢野顕子 矢野顕子（Ｖ，ＰＦ） 140026154  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 ひとつだけ：ｔｈｅ ｖｅｒｙ ｂｅｓｔ ｏｆ矢野顕子 矢野顕子（Ｖ，ＰＦ） 140000977  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行
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豊栄 あそこのアッコちゃん／矢野顕子 矢野顕子（Ｖ） 140022039  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 ごはんができたよ／矢野顕子 矢野顕子（Ｖ） 140026147  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 愛がなくちゃね／矢野顕子 矢野顕子（歌） 140040478  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 スーパーフォークソング／矢野顕子 矢野顕子（歌） 140022005  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 長月 神無月／矢野顕子 矢野顕子（歌） 140022021  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 山口百恵ベスト・セレクション：Ｖｏｌ．２ 山口百恵（Ｖ） 140022054  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 夜来香／山口淑子（李香蘭） 山口淑子（李香蘭）（歌） 140022062  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 山崎ハコ・ベストアルバム 山崎ハコ（Ｖ） 140041922  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 ＳＨＥＥＰ／山崎まさよし 山崎まさよし（Ｖ） 140041930  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 ドミノ／山崎まさよし 山崎まさよし（Ｖ） 140022070  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 ＬＯＶＥ ＲＯＣＫ／山下久美子 山下久美子（Ｖ） 140041948  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 ＴＨＥ ＨＥＡＲＴＳ／山下久美子 山下久美子（Ｖ） 共演 佐野元春，高橋幸宏，大沢誉志幸，桑田佳祐，ほか 140041955  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 Ｔｈｅ Ｖｅｒｙ Ｂｅｓｔ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ／山下久美子 山下久美子（Ｖ） 140022088  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＨＩＴＳ ＯＦ ＴＡＴＳＵＲＯ ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ 山下達郎（Ｖ） 140022096  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 トレジャーズ／山下達郎 山下達郎（Ｖ，ＧＴ，ＳＹＮ） 140022104  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 僕の中の少年／山下達郎 山下達郎（Ｖ，ＧＴ，ＳＹＮ） 140026170  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 シーズンズ・グリーティングス／山下達郎 山下達郎（Ｖ） 140041971  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 ベスト・パック：Ⅰ：ＲＣＡ ＤＡＹＳ（１９７６－１９７８）／山下達郎 山下達郎（Ｖ） 140000985  C3 ﾔ 1 邦楽 ヤ行

豊栄 ベスト・パック：Ⅱ：Ａｉｒ ＤＡＹＳ（１９７９－１９８２）／山下達郎 山下達郎（Ｖ） 140000993  C3 ﾔ 2 邦楽 ヤ行

豊栄 メロディーズ／山下達郎 山下達郎（Ｖ） 140029307  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 山本譲二ベスト：あなたしかいらない・君の歌になろう 山本譲二（歌） 140022112  C3 ﾔ  邦楽 ヤ行

豊栄 雪村いづみ 雪村いづみ（Ｖ） 140042011  C3 ﾕ  邦楽 ヤ行

豊栄 シングルス／憂歌団 憂歌団 140041989  C3 ﾕ  邦楽 ヤ行

豊栄 憂歌団・ベスト撰集 憂歌団 140041997  C3 ﾕ  邦楽 ヤ行

豊栄 クリスマス・アルバム／由紀さおり；安田祥子 由紀さおり（Ｖ） 安田祥子（Ｖ） 140042003  C3 ﾕ  邦楽 ヤ行
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豊栄 ゆずえん／ゆず ゆず 140042029  C3 ﾕ  邦楽 ヤ行

豊栄 ケダモノの嵐／ユニコーン ユニコーン 140022138  C3 ﾕ  邦楽 ヤ行

豊栄 ザ・ベリー・ベスト・オブ・ユニコーン ユニコーン 140022120  C3 ﾕ  邦楽 ヤ行

豊栄 吉幾三全曲集：冬鴎 吉幾三（歌） 140029141  C3 ﾖ  邦楽 ヤ行

豊栄 人間なんて／よしだたくろう 吉田拓郎（Ｖ） 140029158  C3 ﾖ  邦楽 ヤ行

豊栄 吉田拓郎：ザ・ベスト：ゴールデン・Ｊポップ 吉田拓郎（Ｖ） 140001009  C3 ﾖ  邦楽 ヤ行

豊栄 ライフ／吉田拓郎 吉田拓郎（Ｖ） 140042052  C3 ﾖ  邦楽 ヤ行

豊栄 あの時、この歌：オリジナル・ソング・ブック／由紀さおり；安田祥子 由紀さおり（歌） 140026451  C6 ﾕ  邦楽 ヤ行

豊栄 Ｔｈｅ Ｖｅｒｙ Ｂｅｓｔ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ／ラウドネス ラウドネス 140022153  C3 ﾗ  邦楽 ラ行

豊栄 マスターズ・オブ・ラウドネス ラウドネス 140042060  C3 ﾗ  邦楽 ラ行

豊栄 ラフィン・ノーズ：ツイン・ベスト ラフィン・ノーズ 140042078  C3 ﾗ  邦楽 ラ行

豊栄 ＴＨＥ ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＨＩＴＳ／ラブ・サイケデリコ ラブ・サイケデリコ 140025750  C3 ﾗ  邦楽 ラ行

豊栄 ＨＥＡＲＴ／ラルク・アン・シエル ラルク・アン・シエル 140022161  C3 ﾗ  邦楽 ラ行

豊栄 クリックト・シングルズ・ベスト１３／ラルク・アン・シエル ラルク・アン・シエル 140025768  C3 ﾗ  邦楽 ラ行

豊栄 スーパー・ランキン・タクシー ランキン・タクシー（Ｖ） 140042102  C3 ﾗ  邦楽 ラ行

豊栄 ＮＥＶＥＲ ＳＯＬＤ ＯＵＴ／ＬＵＮＡ ＳＥＡ ＬＵＮＡ ＳＥＡ 140029372  C3 ﾙ  邦楽 ラ行

豊栄 カップリング・ソングス・コレクション／レベッカ レベッカ 140022179  C3 ﾚ  邦楽 ラ行

豊栄 ライブ・セレクション：１／レベッカ レベッカ 140023458  C3 ﾚ  邦楽 ラ行

豊栄 レベッカ・シングルズ レベッカ 140025776  C3 ﾚ  邦楽 ラ行

豊栄 和田アキ子全曲集シングルズ：１９９３～１９６８ 和田アキ子（Ｖ） 140042128  C3 ﾜ  邦楽 ワ行

豊栄 全曲集／渡辺はま子 渡辺はま子（歌） 140001025  C3 ﾜ  邦楽 ワ行

豊栄 渡辺真知子ベストセレクション：時の贈り物 渡辺真知子（Ｖ） 140025784  C3 ﾜ  邦楽 ワ行

豊栄 Ｓｗｅｅｔ １５ｔｈ Ｄｉａｍｏｎｄ／渡辺美里 渡辺美里（Ｖ） 140042136  C3 ﾜ  邦楽 ワ行

豊栄 ザ・ベスト・オブ・ゴールデン☆ベスト～歌謡曲～ 1113000010030 C 763 ｻﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 昭和伝説こころの歌～この歌をさがしていた 昭和３０年～４０年 1113000003296 C 763 ｼ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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豊栄 Ｊ－ＰＯＰ黄金時代 1113000002889 C 763 ｼﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 Ｊ－ＰＯＰダイアモンド 1113000002898 C 763 ｼﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 Ｊ－ＰＯＰ天国 1113000002870 C 763 ｼﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 雨酒場～女の演歌ベスト 1113000003920 C 766 ァ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 男の一生～男の演歌ベスト 1113000003910 C 766 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 大江光の音楽／海老彰子；小泉浩 海老彰子（ＰＦ）（１，３，１９，２０，２１，１５以外） 小泉浩（ＦＬ）（１，３，１９，２０，２１，２５） 140024670  C1 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 大江光ふたたび／海老彰子；小泉浩；加藤知子 海老彰子（ＰＦ） 小泉浩（ＦＬ）（１，４，８，９，１０，１８） 140024688  C1 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ８０’ｓアイドルＪＡＰＡＮ：１ 岩崎良美（Ｖ）ほか 140022203  C3 ｱ 1 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ８０’ｓアイドルＪＡＰＡＮ：２ 岡田有希子（Ｖ）ほか 140022211  C3 ｱ 2 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ８０’ｓアイドルＪＡＰＡＮ：３ ＢａＢｅ，ほか 140022229  C3 ｱ 3 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ９０’ｓアイドルＪＡＰＡＮ 花島優子（Ｖ）ほか 140022237  C3 ｱ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アイドル宝石箱 麻丘めぐみ（Ｖ）ほか 140029182  C3 ｱ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 栄光のアジア・スーパースター・ベスト テレサ・テン（Ｖ）ほか 140022187  C3 ｱ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 決定盤　栄光の大歌手たち　紅盤 1113000002575  C3 ｴ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 決定盤　栄光の大歌手たち　白盤 1113000002539  C3 ｴ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 オールスター年代別流行歌：昭和１０年代：東京ラプソディ 藤山一郎（歌）ほか 140022328  C3 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 オールスター年代別流行歌：昭和２０年代：リンゴの唄 並木路子（歌）ほか 140022336  C3 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 オールスター年代別流行歌：昭和３０年代：アンコ椿は恋の花 ちあきなおみ（歌）ほか 140022344  C3 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 オールスター年代別流行歌：昭和４０年代：女のみち 美空ひばり（歌）ほか 140022351  C3 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 オールスター年代別流行歌：昭和５０年代：北酒場 金田たつえ（歌）ほか 140022369  C3 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 オールスター年代別流行歌：昭和ひとけた：東京行進曲 大川栄策（歌）ほか 140022310  C3 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 オールスター年代別流行歌：明治・大正：美しき天然 都はるみ（歌）ほか 140022302  C3 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 音蔵ベストセレクション：ＶＯＬ．２ 寺尾聰（Ｖ）ほか 140022278  C3 ｵ 2 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 音蔵ベストセレクション：ＶＯＬ．３ 甲斐バンド，ほか 140022286  C3 ｵ 3 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 音蔵ベストセレクション：ＶＯＬ．５ サディスティック・ミカ・バンド，ほか 140022294  C3 ｵ 5 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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豊栄 湯の町エレジー／近江俊郎 近江俊郎（歌）ほか 140020835  C3 ｵ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 回奏録：ヤマハ年代別コレクション：Ｖｏｌ．１ もとまろ（Ｖ）ほか 140001132  C3 ｶ 1 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 回奏録：ヤマハ年代別コレクション：２（１９７６－１９７８） 浜田良美（Ｖ）ほか 140001140  C3 ｶ 2 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 回奏録：ヤマハ年代別コレクション：３（１９７８－１９８０） 因幡晃（Ｖ）ほか 140001157  C3 ｶ 3 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 回奏録：ヤマハ年代別コレクション：５（１９８３－１９８６） あみん（１）ほか 140019167  C3 ｶ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴールデン・Ｊポップ：’６６－’７０：ベスト・ヒット集 フォーリーブス，ほか 140001215  C3 ｺﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴールデン・Ｊポップ：’７１－’７２：ベスト・ヒット集 南沙織（Ｖ）ほか 140001223  C3 ｺﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴールデン・Ｊポップ：’７５－’７６：ベスト・ヒット集 太田裕美（Ｖ）ほか 140001249  C3 ｺﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴールデン・Ｊポップ：’７７－’７８：ベスト・ヒット集 山口百恵（Ｖ）ほか 140001256  C3 ｺﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴールデン・Ｊポップ：’７９－’８０：ベスト・ヒット集 シャネルズ，ほか 140001264  C3 ｺﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴールデン・Ｊポップ：’８３－’８４：ベスト・ヒット集 ラッツ＆スター，ほか 140001280  C3 ｺﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴールデン・Ｊポップ：’８５－’８６：ベスト・ヒット集 チューブ，ほか 140001298  C3 ｺﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴールデン・Ｊポップ：’８７－’８８：ベスト・ヒット集 チューブ，ほか 140001306  C3 ｺﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴールデン・Ｊポップ：’８９－’９０：ベスト・ヒット集 米米ＣＬＵＢ，ほか 140001314  C3 ｺﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴールデン・Ｊポップ：’９１－’９２：ベスト・ヒット集 浜田省吾（Ｖ）ほか 140001322  C3 ｺﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴールデン・Ｊポップ：’９３－’９４：ベスト・ヒット集 ＴＨＥ ＢＯＯＭ，ほか 140001330  C3 ｺﾞ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ザ・ベスト　昭和歌謡ミリオン・ヒット 1113000002486  C3 ｼ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ヒストリー・オブ＊：レコード大賞・歌謡大賞ヒストリー・ＶＯＬ．１ 小柳ルミ子（歌）ほか 140001371  C3 ｼﾞ 24 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ヒストリー・オブ＊：レコード大賞・歌謡大賞ヒストリー・ＶＯＬ．２ 沢田研二（Ｖ）ほか 140001389  C3 ｼﾞ 25 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ＣＤ選書ベスト：１９７８～１９８０ 久保田早紀（Ｖ）ほか 140001181  C3 ｾ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ＣＤ選書ベスト：１９８４～１９９２ レベッカ，ほか 140001207  C3 ｾ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 青春ＰＯＰＳ’５０～’６０：テネシー・ワルツ 江利チエミ（歌）ほか 140001108  C3 ｾ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 青春ＰＯＰＳ’５０～’６０：可愛いベイビー 中尾ミエ（歌）ほか 140001116  C3 ｾ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 青春ＰＯＰＳ’５０～’６０：悲しき１６才 田代みどり（歌）ほか 140001124  C3 ｾ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 〈戦後７０年企画　歌のあゆみ〉戦後の大ヒット大全集～リンゴの唄・青い山脈～ 1113000002566  C3 ｾ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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豊栄 懐かしの歌声名曲集：湖畔の宿／高峰三枝子 高峰三枝子（歌）ほか 140000662  C3 ﾀ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ナイアガラ・ソング・ブック／ＮＩＡＧＡＲＡ ＦＡＬＬ ＯＦ ＳＯＵＮＤ ＯＲＣＨＥＳＴＲＡＬ ナイアガラ・フォール・オブ・サウンド・オーケストラル 140020850  C3 ﾅ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ナイアガラ・ソングブック２／ＮＩＡＧＡＲＡ ＦＡＬＬ ＯＦ ＳＯＵＮＤ ＯＲＣＨＥＳＴＲＡＬ ナイアガラ・フォール・オブ・サウンド・オーケストラル 140020868  C3 ﾅ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ナイアガラ・トライアングル：ＶＯＬ．１／山下達郎；伊藤銀次；大滝詠一 ナイアガラ・トライアングル 140000282  C3 ﾅ 1 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ナイアガラトライアングル：ＶＯＬ．２ ナイアガラトライアングル 140000290  C3 ﾅ 2 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 恋し懐かしはやり唄：１ 都はるみ（歌）ほか 140001355  C3 ﾊ 1 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 恋し懐かしはやり唄：２ コロンビアゆりかご会（歌）ほか 140029018  C3 ﾊ 2 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 恋し懐かしはやり唄：３ 川上貞奴（歌）ほか 140029026  C3 ﾊ 3 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 恋し懐かしはやり唄：４ 森繁久彌（歌）ほか 140029034  C3 ﾊ 4 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 恋し懐かしはやり唄：５ 三上茂子（歌）ほか 140029042  C3 ﾊ 5 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 恋し懐かしはやり唄：６ 高峰三枝子（歌）ほか 140029059  C3 ﾊ 6 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 恋し懐かしはやり唄：７ 森繁久彌（歌）ほか 140029067  C3 ﾊ 7 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 恋し懐かしはやり唄：８ 石田一松（歌）ほか 140029075  C3 ﾊ 8 邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ’７０ｓフォーク・シングル・コレクション かぐや姫，ほか 140001082  C3 ﾌ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ７０’ｓフォーク ベスト・ヒット・シングルス かぐや姫，ほか 140001090  C3 ﾌ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 よそではめったに聴けないはなし：日本開化はやり歌 王子おひろ（歌）ほか 140003070  C5 ﾆ  邦楽ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 「イザベラ・バードが見た明治の新潟」 小野沢　裕子（朗読） 1113100001884 C 097 ｲ  郷土

豊栄 江南区誕生10周年記念歌　ふるさと江南区 佐藤　和音／作曲 1113100001777 C 097 ｺ  郷土

豊栄 ありがとう新潟 新潟市／制作 秋川　雅史／歌 140049560  C3 ｱ  郷土

豊栄 Ａｌｅｇｒｉａ （オムニバス） ALBIREX NIIGATA SUPPORTERS　2014 1113100001294  C3 ｱ 14 郷土

豊栄 ＴＥＲＲＯＩＲ （オムニバス） ALBIREX NIIGATA SUPPORTERS　2015 1113100001285  C3 ｱ 15 郷土

豊栄 はずかしながら全曲集です　ふたりの新潟 大倉修吾 140000266  C3 ｵ  郷土

豊栄 ガムシャラな風になれ カナデフウビ 須藤　麻友美 140049479  C3 ｶ  郷土

豊栄 わたしは未来 海野美栄／指揮 斎藤　愛子／Pf 1113100000902  C3 ﾜ  郷土

豊栄 いま，地球が美しい 日本海夕日キャンペーン実行委員会 1113100000036  C4 ｲ  郷土
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豊栄 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 1113100000804  C5 ｿ  郷土

豊栄 ママとクッキング 堀江真美／歌 信濃川一平／作詞 1113100000706  C6 ﾎ  郷土

豊栄 N児が選ぶ　日本の歌50選 第一集 NHK東京児童合唱団 1113100001374 C 6 ｴ  児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生のための合唱曲集　Ｎｅｗ！心のハーモニー～コーラス・ギャラリー 3 市川市立南行徳中学校合唱部，ほか 140024613 C 762 ﾁ 3 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生のための合唱曲集　Ｎｅｗ！心のハーモニー～コーラス・ギャラリー 4 神代混声合唱団，ほか 140024621 C 762 ﾁ 4 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生のための合唱曲集　Ｎｅｗ！心のハーモニー～コーラス・ギャラリー 5 パーチェ・カンターレ，ほか 140024639 C 762 ﾁ 5 児童（童謡）/学芸

豊栄 コロムビアキッズ　阿部直美の　０～５歳児　みんなだいすき　こどものうた 阿部直美 1113000003840 C 769 ァ  児童（童謡）/学芸

豊栄 ザ・ベスト　赤ちゃんとママの　ゆらりんこもりうた 1113000003966 C 769 ｱ  児童（童謡）/学芸

豊栄 いっぱいあそぼう！えいごのうた 1113000002673 C 769 ｲ  児童（童謡）/学芸

豊栄 運動会の音楽 レオングランドオーケストラ，ほか 140023235 C 769 ｳ  児童（童謡）/学芸

豊栄 ＮＨＫ「にほんごであそぼ」光リコボルル。 1113000003465 C 769 ｴ  児童（童謡）/学芸

豊栄 ＮＨＫ「にほんごであそぼ」まってました！　うなりやベベン　名曲集 うなりやベベン 1113000003474 C 769 ｴ  児童（童謡）/学芸

豊栄 えいごのうた 140026444 C 769 ｴ  児童（童謡）/学芸

豊栄 えいごのうたベスト５０ 140026436 C 769 ｴ  児童（童謡）/学芸

豊栄 ＮＨＫ「みんなのうた」　ベスト 1113000003438 C 769 ｴ  児童（童謡）/学芸

豊栄 お母さんと赤ちゃんのためのふれあいあそびうた 1113000002790 C 769 ｵ  児童（童謡）/学芸

豊栄 化石の恐竜 港区立神明小学校（１～３） 青梅市立霞台小学校（４～７） 140024605 C 769 ｶ  児童（童謡）/学芸

豊栄 キャラクターソング 1113000003607 C 769 ｷ  児童（童謡）/学芸

豊栄 キャンプソング 1113000003625 C 769 ｷ  児童（童謡）/学芸

豊栄 子供の年中行事 タンポポ児童合唱団，ほか 140023243 C 769 ｺ  児童（童謡）/学芸

豊栄 小学生のコーラス・ベスト・セレクション 西六郷少年少女合唱団，ほか 140024597 C 769 ｼ  児童（童謡）/学芸

豊栄 たのしいあそびうた 斉藤誠（歌）ほか 140022401 C 769 ﾀ  児童（童謡）/学芸

豊栄 ザ・ベスト　日本の唱歌 1113000003821 C 769 ﾆ  児童（童謡）/学芸

豊栄 人気のコーラスソング 1113000003616 C 769 ﾆ  児童（童謡）/学芸

豊栄 年齢別　あそびうた　０～２歳児向　パンダうさぎコアラ 1113000002708 C 769 ﾈ  児童（童謡）/学芸
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豊栄 年齢別　あそびうた　１～３歳児向　おおきなくりのきのしたで 1113000002682 C 769 ﾈ  児童（童謡）/学芸

豊栄 年齢別　あそびうた　２～４歳児向　おべんとうばこのうた 1113000002691 C 769 ﾈ  児童（童謡）/学芸

豊栄 はじめてのあそびうた 坂田おさむ（歌）ほか 140029257 C 769 ﾊ  児童（童謡）/学芸

豊栄 ミュージカル・映画名曲いっぱい！！　ファミリーで楽しむ英語のうた 1113000002860 C 769 ﾐ  児童（童謡）/学芸

豊栄 みんなの童謡～心に響く思い出の名曲たち～ 1113000003803 C 769 ミ  児童（童謡）/学芸

豊栄 みんなのどうよう～未来に歌い継ぎたい名曲たち～ 1113000003812 C 769 ミ  児童（童謡）/学芸

豊栄 由紀さおり　安田祥子　ゴールデン☆ベスト 由紀さおり 安田祥子 1113000003797 C 769 ﾕ  児童（童謡）/学芸

豊栄 ようちえん・ほいくえんでうたううた 1113000003590 C 769 ﾖ  児童（童謡）/学芸

豊栄 アダージョ～やすらぎの音楽 ホーカン・ハーデンベルガー（ＴＲＰ）（１） サイモン・プレストン（ＯＲＧ）（１） 140017518  C1 ｱ  児童（童謡）/学芸

豊栄 のびのびあかちゃん：０～１歳児のためのミュージック・ビタミン ミロスラフ・ケイマル（ＴＲＰ） イジナ・ポコルナ（ＯＲＧ）ほか 140024894  C1 ｲ 1 児童（童謡）/学芸

豊栄 にこにこおあそび：１～２歳児のためのミュージック・ビタミン ミロスラフ・ケイマル（ＴＲＰ） イジナ・ポコルナ（ＯＲＧ）ほか 140024902  C1 ｲ 2 児童（童謡）/学芸

豊栄 ゆりかごの歌：童謡・唱歌集／鮫島有美子（Ｓ） 鮫島有美子（Ｓ） 室内管弦楽団 140017484  C1 ｻ  児童（童謡）/学芸

豊栄 小学生のクラシック名曲全集：３・４年向 フィルハーモニア管弦楽団（１，４）ほか サー・チャールズ・グローブス（Ｃ）（１，４）ほか 140024910  C1 ｼ  児童（童謡）/学芸

豊栄 小学生のクラシック名曲全集：５・６年向：１ ヨゼフ・ハーラ（ＰＦ）ほか 140024928  C1 ｼ  児童（童謡）/学芸

豊栄 小学生のクラシック名曲全集：５・６年向：２ ロヴロ・フォン・マタチッチ（Ｃ）ほか 140024936  C1 ｼ  児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞８：２・３年上：４：共通教材曲と関連楽曲 中能島欣一（箏）ほか 140024944  C4 ﾁ 8 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞９：２・３年上：５：共通教材曲と関連楽曲 山口五郎（尺八）ほか 140024951  C4 ﾁ 9 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞１０：２・３年上：６：共通教材曲と関連楽曲 横山勝也（ＳＨＡＫ）（１） 鶴田錦史（ＢＩＷＡ）（１） 140024969  C4 ﾁ 10 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞１１：２・３年下：１：共通教材曲と関連楽曲 杵屋六左衛門（唄）ほか 140024977  C4 ﾁ 11 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞１２：２・３年下：２：共通教材曲と関連楽曲 クリスティーナ・オルティス（ＰＦ）（１，９）ほか 140024985  C4 ﾁ 12 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞１３：２・３年下：３：共通教材曲と関連楽曲 マイケル・コーン（ＧＴ）（１）ほか 140024993  C4 ﾁ 13 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞１４：全学年共通：１：選択教材曲「西洋の音楽」：１ カントーリ・グレゴリアーニ（ＣＨＯＲ）（１）ほか 140025008  C4 ﾁ 14 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞１５：全学年共通：２：選択教材曲「西洋の音楽」：２ テレマン室内管弦楽団（１）ほか 140025016  C4 ﾁ 15 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞１６：全学年共通：３：選択教材曲「西洋の音楽」：３ ロイヤル・フィルハーモニック管弦楽団（１，６，７） ロビン・ステープルトン（Ｃ）（１，６，７）ほか 140025024  C4 ﾁ 16 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞１７：全学年共通：４：選択教材曲「西洋の音楽」：４ ロイヤル・フィルハーモニック管弦楽団（１，１０） ロビン・ステープルトン（Ｃ）（１，１０）ほか 140025032  C4 ﾁ 17 児童（童謡）/学芸
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豊栄 中学生の音楽鑑賞１８：全学年共通：５：選択教材曲「西洋の音楽」：５ モスクワ放送交響楽団（１，５，６，９） ウラジーミル・フェドセーエフ（Ｃ）（１，５，６，９）ほか 140025040  C4 ﾁ 18 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞１９：全学年共通：６：選択教材曲「西洋の音楽」：６ ロンドン交響楽団（１，２，７）ほか ヨンダニ・バット（Ｃ）（１）ほか 140025057  C4 ﾁ 19 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞２０：全学年共通：７：選択教材曲「郷土の音楽」：１ 江村貞一（歌）（１，２２）ほか 140025065  C4 ﾁ 20 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞２１：全学年共通：８：選択教材曲「郷土の音楽」：２ 市丸（歌）（１）ほか 140025073  C4 ﾁ 21 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞２２：全学年共通：９：選択教材曲「世界の民族音楽」：１ 李金美（唱）（１）ほか 140025081  C4 ﾁ 22 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞２３：全学年共通：１０：選択教材曲「世界の民族音楽」：２ ラージェスワリ・パドゥマナバーン（ＶＩＮＡ）（１）ほか 140025099  C4 ﾁ 23 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞２４：全学年共通：１１：選択教材曲「世界の民族音楽」：３ 警視庁音楽隊（２）ほか 140025107  C4 ﾁ 24 児童（童謡）/学芸

豊栄 中学生の音楽鑑賞２５：全学年共通：１２：選択教材曲「世界の民族音楽」：４ カクラバ・ロビ（ＰＥＲＣ）（１）ほか 140025115  C4 ﾁ 25 児童（童謡）/学芸

豊栄 卒業式 ひばり児童合唱団，ほか 140002981  C5 ｼﾞ  児童（童謡）/学芸

豊栄 こどものうた大全集　スーパー・ベスト１００ 1113000001021  C6 ｺ  児童（童謡）/学芸

豊栄 どうようベスト・セレクション 1 山野さと子（歌）ほか 140050238 C 769 ﾄﾞ 1 児童（童謡）/学芸

豊栄 どうようベスト・セレクション：２：おもちゃのチャチャチャ［ほか］ 堀江美都子（歌）ほか 140050246  C6 ﾄﾞ 2 児童（童謡）/学芸

豊栄 どうようベスト・セレクション 3 山野さと子（歌）ほか 140050253 C 769 ﾄﾞ 3 児童（童謡）/学芸

豊栄 懐かしの童謡名曲集：赤い鳥小鳥 益田恵（歌）ほか 140022450  C6 ﾅ  児童（童謡）/学芸

豊栄 懐かしの童謡全集：１：ちょうちょう 野田恵里子（歌）ほか 140022419  C6 ﾅ 1 児童（童謡）/学芸

豊栄 懐かしの童謡全集：２：かなりや 川田正子（歌）ほか 140022427  C6 ﾅ 2 児童（童謡）/学芸

豊栄 懐かしの童謡全集～夕焼小焼～ 3 山野さと子（歌）ほか 140022435 C 769 ﾅ 3 児童（童謡）/学芸

豊栄 懐かしの童謡全集～みかんの花咲く丘～ 4 濱松清香（歌）ほか 140022443 C 769 ﾅ 4 児童（童謡）/学芸

豊栄 星・空・恋歌 工藤直子／詩 1113100000386  C6 ﾎ  児童（童謡）/学芸

豊栄 ミッフィーとうたうどうよう 森みゆき（Ｖ）ほか 140029240  C6 ﾐ  児童（童謡）/学芸

豊栄 ミッフィーときくどうよう 森みゆき（Ｖ）ほか 140022393  C6 ﾐ 2 児童（童謡）/学芸

豊栄 ミッフィー　は・じ・め・て　あそびうた 1113000001059  C6 ﾐ  児童（童謡）/学芸

豊栄 ミッフィー　は・じ・め・て　うたううた 1113000001068  C6 ﾐ  児童（童謡）/学芸

豊栄 ミッフィー　は・じ・め・て　どうよう 1113100000733  C6 ﾐ  児童（童謡）/学芸

豊栄 夢を育てるわらべうた／タンポポ児童合唱団 タンポポ児童合唱団 140023490  C6 ﾜ  児童（童謡）/学芸
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豊栄 わいわいのはらうた くどうなおこ／作詞 新沢としひこ／作曲・歌 1113100000377  C6 ﾜ  児童（童謡）/学芸

豊栄 アニメージュシングルズ～なつかしのアニメソング集～１９８３編 1 トランザム，ほか 140050204 C 768 ｱ 1 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アニメージュシングルズ～なつかしのアニメソング集～１９８４編 2 安田成美（Ｖ）ほか 140050212 C 768 ｱ 2 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アニメージュシングルズ～なつかしのアニメソング集～１９８６編 4 後藤恭子（Ｖ）ほか 140050220 C 768 ｱ 4 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アニメソング史１－ＨＩＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＡＮＩＭＥ　ＳＯＮＧＳ－ 1113000002744 C 768 ｱ 1 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アニメソング史２－ＨＩＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＡＮＩＭＥ　ＳＯＮＧＳ－ 1113000002753 C 768 ｱ 2 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アニメソング史３－ＨＩＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＡＮＩＭＥ　ＳＯＮＧＳ－ 1113000002762 C 768 ｱ 3 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アニメソング史４－ＨＩＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＡＮＩＭＥ　ＳＯＮＧＳ－ 1113000002780 C 768 ｱ 4 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アニメソング史５－ＨＩＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＡＮＩＭＥ　ＳＯＮＧＳ－ 1113000002771 C 768 ｱ 5 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 テレビまんが主題歌のあゆみ：続々 水木一郎（歌）ほか 140001835 C 768 ﾃ  ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 テレビまんが主題歌のあゆみ：続々々 堀江美都子（Ｖ）ほか 140060427 C 768 ﾃ  ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 テレビまんが主題歌のあゆみ：続々々々々 小坂明子（Ｖ）ほか 140060534 C 768 ﾃ  ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 懐かしの特撮ヒーロー大全：１：１９５８～１９６７：オリジナル版 児童合唱団，ほか 140001611  C3 ﾄ 1 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 懐かしの特撮ヒーロー大全：２：１９６７～１９６８：オリジナル版 上高田少年合唱団，ほか 140001629  C3 ﾄ 2 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 懐かしの特撮ヒーロー大全：３：１９６８～１９７２：オリジナル版 サニー・トーンズ，ほか 140001637  C3 ﾄ 3 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 懐かしの特撮ヒーロー大全：４：１９７２～１９７３：オリジナル版 ハニー・ナイツ，ほか 140001645  C3 ﾄ 4 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 懐かしの特撮ヒーロー大全：５：１９７３：オリジナル版 子門真人（歌）ほか 140001652  C3 ﾄ 5 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 懐かしの特撮ヒーロー大全：６：１９７３～１９７５：オリジナル版 ヤング・フレッシュ，ほか 140001660  C3 ﾄ 6 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 懐かしの人形劇テーマ大全：１９５６～１９８２ 石川ひとみ（Ｖ）（２７，２８）ほか 140001678  C3 ﾆ 1 ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 愛と青春の映画音楽 1113000010085 C 768 ｱ  ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ

豊栄 ローハイド～西部劇音楽ベスト 1113000003788 C 768 ﾛ  ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ

豊栄 クラシック・イン・ＴＶドラマ：’９７ ニキタ・マガロフ（ＰＦ）（１，７）ほか 140024811  C1 ｸ  ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ

豊栄 ダフニスとクロエ［ほか］／ラヴェル；冨田勲（シンセサイザー） 冨田勲（ＳＹＮ） 140024795  C1 ﾄ  ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ

豊栄 火の鳥：バレエ組曲／ストラヴィンスキー；冨田勲（シンセサイザー）．ほか 冨田勲（ＳＹＮ） 140024787  C1 ﾄ  ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ

豊栄 ドリフのシングルコレクション ザ・ドリフターズ 140041419  C3 ﾄﾞ  ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ
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豊栄 特撮ソング史１－ＨＩＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＳＦＸ　ＳＯＮＧＳ－ 1113000002726 C 768 ﾄ 1 映画音楽TV主題歌

豊栄 特撮ソング史２－ＨＩＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＳＦＸ　ＳＯＮＧＳ－ 1113000002717 C 768 ﾄ 2 映画音楽TV主題歌

豊栄 特撮ソング史３－ＨＩＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＳＦＸ　ＳＯＮＧＳ－ 1113000002735 C 768 ﾄ 3 映画音楽TV主題歌

豊栄 トゥナイト：思い出のスクリーン・ミュージック２／アーサー・フィドラー；ボストン・ポップス管弦楽団 ボストン・ポップス管弦楽団 アーサー・フィードラー（Ｃ） 140024431  C1 ｵ  映画音楽TV主題歌

豊栄 ムーン・リヴァー：思い出のスクリーン・ミュージック１／アーサー・フィドラー；ボストン・ポップス管弦楽団 ボストン・ポップス管弦楽団 アーサー・フィードラー（Ｃ） 140024423  C1 ｵ  映画音楽TV主題歌

豊栄 青春ＴＶ倶楽部４０　時代劇スペシャル 1113000001120  C3 ｾ  映画音楽TV主題歌

豊栄 「自選」映画音楽集／武満徹 ロンドン・シンフォニエッタ（２－４） ジョン・アダムズ（Ｃ）（２－４） 140001801  C3 ﾀ  映画音楽TV主題歌

豊栄 懐かしのＣＭソング大全：①：１９５１～１９５９：オリジナル版 灰田勝彦（歌）ほか 140022245  C3 ﾅ 1 映画音楽TV主題歌

豊栄 懐かしのＣＭソング大全：②：１９５９～１９６６：オリジナル版 中島そのみ（歌）ほか 140022252  C3 ﾅ 2 映画音楽TV主題歌

豊栄 懐かしのＣＭソング大全：③：１９６６～１９７３：オリジナル版 スリー・グレイセス，ほか 140022260  C3 ﾅ 3 映画音楽TV主題歌

豊栄 グレイト・ホワイト・ワンダー／ピチカート・ファイヴ ピチカート・ファイヴ 140026063  C3 ﾋﾟ  映画音楽TV主題歌

豊栄 白い恋人たち～フランシス・レイ作品集～ フランシス・レイ フランシス・レイ・オーケストラ 1113000003330 C 768 ﾚ  映画音楽特殊

豊栄 「キャッツ」「オペラ座の怪人」：ポップス・オン・ブロードウェイ／ボストン・ポップス・オーケストラ ボストン・ポップス・オーケストラ ジョン・ウィリアムズ（Ｃ） 140016163  C1 ｼﾞ  映画音楽ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

豊栄 バーンスタインのニューヨーク：ベスト・ミュージカル・ソング セント・ルークス・オーケストラ エリック・スターン（Ｃ）ほか 140017229  C1 ﾊﾞ  映画音楽ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

豊栄 ウエスト・サイド物語／パガニーニ・アンサンブル パガニーニ・アンサンブル 140016866  C1 ﾊﾟ  映画音楽ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

豊栄 ベスト・オブ・スクリーン＆ミュージカル・テーマ／カラベリ・グランド・オーケストラ カラベリ・グランド・オーケストラ 140026204  C2 ｶ  映画音楽ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

豊栄 ブロードウェイに行こう！：ミュージカル・ベスト・セレクション ビビ・ニューワース（Ｖ）ほか 140026410  C2 ﾌﾞ  映画音楽ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

豊栄 ベスト・オブ・ミュージカル：ブロードウェイ・オリジナル・キャスト メリー・マーティン（Ｖ）（２）ほか 140026428  C2 ﾌﾞ  映画音楽ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

豊栄 コマソン黄金時代：懐かしのＴＶ－ＣＭ大全集１９５４～１９６１ 中村メイコ（Ｖ）ほか 140017591  C3 ｺ  映画音楽ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

豊栄 宝塚歌劇：戦後編：１９４６～１９６５ 槙克巳（Ｖ）ほか 140001074  C3 ﾀ  映画音楽ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

豊栄 宝塚歌劇：戦前編 淀かほる（歌）ほか 140001066  C3 ﾀ  映画音楽ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

豊栄 おもいでの映画劇場（９０年代以降編）　ベスト 日本フィルハーモニー交響楽団 1113000002833 C 768 ｵ  映画音楽その他

豊栄 なつかしの映画劇場（７０～８０年代編）　ベスト 日本フィルハーモニー交響楽団 1113000002842 C 768 ﾅ  映画音楽その他

豊栄 不滅の映画劇場（５０～６０年代編）　ベスト 日本フィルハーモニー交響楽団 1113000002851 C 768 ﾌ  映画音楽その他

豊栄 映画のなかのクラシック ポール・メイエ（ＣＬ）（５）ほか ドレスデン・シュターツカペレ（１，２，４）ほか 140024803  C1 ｴ  映画音楽その他
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豊栄 スピルバーグ・スクリーン・ミュージック・ベスト／ジョン・ウィリアムズ ボストン・ポップス・オーケストラ ジョン・ウィリアムズ（Ｃ） 140016155  C1 ｼﾞ  映画音楽その他

豊栄 スクリーン・ミュージック・ベスト・セレクション：ＳＦ・スペクタクル＜スター・ウォーズ＞ ムービン・ドリーム・オーケストラ，ほか 140001587  C2 ｽ  映画音楽その他

豊栄 スクリーン・ミュージック・ベスト・セレクション：アカデミー賞＜追憶＞ ムービン・ドリーム・オーケストラ，ほか 140001546  C2 ｽ  映画音楽その他

豊栄 スクリーン・ミュージック・ベスト・セレクション：アクション・サスペンス＜第三の男＞ ノルディ・ボア・オーケストラ，ほか 140001595  C2 ｽ  映画音楽その他

豊栄 スクリーン・ミュージック・ベスト・セレクション：ファミリー映画＜アラジン＞ ムービン・ドリーム・オーケストラ，ほか 140001553  C2 ｽ  映画音楽その他

豊栄 スクリーン・ミュージック・ベスト・セレクション：ミュージカル＜サウンド・オブ・ミュージック＞ ムービー・ランド・オーケストラ，ほか 140001561  C2 ｽ  映画音楽その他

豊栄 スクリーン・ミュージック・ベスト・セレクション：愛と青春＜愛と青春の旅だち＞ ジーン・コスマン・オーケストラ，ほか 140001579  C2 ｽ  映画音楽その他

豊栄 スクリーン・ミュージック・ベスト・セレクション：西部劇＜大いなる西部＞ ムービー・ランド・オーケストラ，ほか 140001603  C2 ｽ  映画音楽その他

豊栄 ＢＥＳＴ懐かしの映画音楽１００ （オムニバス） ロイヤル・ポップス 1113000001200  C2 ﾍﾞ  映画音楽その他

豊栄 伊福部昭映画音楽全集：第２集 伊福部昭（音楽） 140001686  C3 ｲ 2 映画音楽その他

豊栄 伊福部昭映画音楽全集：第３集 伊福部昭（音楽） 140001694  C3 ｲ 3 映画音楽その他

豊栄 伊福部昭映画音楽全集：第４集 伊福部昭（音楽） 140001702  C3 ｲ 4 映画音楽その他

豊栄 伊福部昭映画音楽全集：第５集 伊福部昭（音楽） 140001710  C3 ｲ 5 映画音楽その他

豊栄 伊福部昭映画音楽全集：第６集 伊福部昭（音楽） 140001728  C3 ｲ 6 映画音楽その他

豊栄 伊福部昭映画音楽全集：第７集 伊福部昭（音楽） 140001736  C3 ｲ 7 映画音楽その他

豊栄 伊福部昭映画音楽全集：第９集 伊福部昭（音楽） 140001744  C3 ｲ 9 映画音楽その他

豊栄 武満徹映画音楽：オリジナル・サウンドトラックによる：①小林正樹監督作品篇 オリジナル・サウンド・トラック 140001751  C3 ﾀ 1 映画音楽その他

豊栄 武満徹映画音楽：オリジナル・サウンドトラックによる：②篠田正浩監督作品篇 オリジナル・サウンド・トラック 140001769  C3 ﾀ 2 映画音楽その他

豊栄 武満徹映画音楽：４：オリジナル・サウンドトラックによる：勅使河原宏監督作品篇 オリジナル・サウンドトラック 140001777  C3 ﾀ 4 映画音楽その他

豊栄 武満徹映画音楽：５オリジナル・サウンドトラックによる オリジナル・サウンドトラック 140001785  C3 ﾀ 5 映画音楽その他

豊栄 武満徹・映画音楽：⑥：市川崑・中村登・恩地日出男・監督作品篇：オリジナル・サウンドトラックによる オリジナル・サウンドトラック 140001793  C3 ﾀ 6 映画音楽その他

豊栄 日本の音　[１]　自然 堅田喜三久（鳴物） 中川善雄（笛）ほか 140002924 C 760 ﾆ 1 効果音

豊栄 日本の音　[２]　行事 堅田喜三久（鳴物）（１～１５） 中川善雄（笛）（１～１５） 140002932 C 760 ﾆ 2 効果音

豊栄 日本の音　[３]　風情 堅田喜三久（鳴物） 中川善雄（笛）ほか 140002940 C 760 ﾆ 3 効果音

豊栄 日本の風物詩 140042466 C 760 ﾆ  効果音
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豊栄 ビクター効果音ライブラリー１　＜はいぱー擬音＞人体（１）あたま （効果音） 140002825 C 760 ﾋﾞ 1 効果音

豊栄 ビクター効果音ライブラリー２　＜はいぱー擬音＞人体（２）からだ （効果音） 140002833 C 760 ﾋﾞ 2 効果音

豊栄 ビクター効果音ライブラリー３　動物 （効果音） 140002841 C 760 ﾋﾞ 3 効果音

豊栄 ビクター効果音ライブラリー４　自然 （効果音） 140002858 C 760 ﾋﾞ 4 効果音

豊栄 ビクター効果音ライブラリー５　乗物 （効果音） 140002866 C 760 ﾋﾞ 5 効果音

豊栄 ビクター効果音ライブラリー６　家庭 （効果音） 140002874 C 760 ﾋﾞ 6 効果音

豊栄 ビクター効果音ライブラリー７　街 （効果音） 140002882 C 760 ﾋﾞ 7 効果音

豊栄 ビクター効果音ライブラリー８　娯楽 （効果音） 140002890 C 760 ﾋﾞ 8 効果音

豊栄 ビクター効果音ライブラリー９　日本の音 （効果音） 140002908 C 760 ﾋﾞ 9 効果音

豊栄 ビクター効果音ライブラリー１０　効果音楽 （効果音） 140002916 C 760 ﾋﾞ 10 効果音

豊栄 一年中お役立ち！ようちえん・ほいくえんでうたううた 1113000004005 C 769 ｲ  効果音

豊栄 運動会 東京吹奏楽協会，ほか 140002999  C5 ｼﾞ  効果音

豊栄 店頭放送：呼び込み 東京消防庁音楽隊，ほか 140003013  C5 ｼﾞ  効果音

豊栄 日本の野鳥大全集 1 現地録音 140002775 C 760 ﾔ 1 自然音

豊栄 日本の野鳥大全集 2 現地録音 140002783 C 760 ﾔ 2 自然音

豊栄 日本の野鳥大全集 3 現地録音 140002791 C 760 ﾔ 3 自然音

豊栄 日本の野鳥大全集 4 現地録音 140002809 C 760 ﾔ 4 自然音

豊栄 日本の野鳥大全集 5 現地録音 140002817 C 760 ﾔ 5 自然音

豊栄 使える！お祝い・式典のＢＧＭ＆実用音楽集　ベスト 1113000002806 C 760 ﾂ  その他

豊栄 ヨガ音楽－心と体を健康に導く－　ベスト 1113000003877 C 760 ﾖ  その他

豊栄 クリスマスソング　ベスト 1113000002987 C 769 ｸ  その他

豊栄 ソヴィエト・中国交響作品展／指揮：芥川也寸志 新交響楽団 芥川也寸志（Ｃ） 140015793  C1 ｱ  その他

豊栄 小澤征爾ＣＯＮＤＵＣＴＳ世界の国歌（ワールドアンセム） 新日本フィルハーモニー交響楽団 小澤征爾（Ｃ） 140015868  C1 ｵ  その他

豊栄 星条旗よ永遠なれ：クラシック・マーチ名曲集／セントルイス交響楽団；レナード・スラットキン（Ｃ） セントルイス交響楽団 レナード・スラットキン（Ｃ） 140024357  C1 ｸ  その他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：１５：誰もいない海・コーラル・ブルー 海上自衛隊横須賀音楽隊 140016098  C1 ｽ 15 その他
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豊栄 吹奏楽・プロムナード・コンサート：１９：北海変奏曲～叙情的”祭” 海上自衛隊大湊音楽隊 河邊一彦（Ｃ） 140016130  C1 ｽ 19 その他

豊栄 ソヴィエト・中国交響作品展／指揮：芥川也寸志 新交響楽団 芥川也寸志（Ｃ） 140024258  C1 ｿ  その他

豊栄 宵待草：日本のメロディー／ウィリアム・ベネット（ＦＬ）；クリフォード・ベンソン（ＰＦ） ウィリアム・ベネット（ＦＬ） クリフォード・ベンソン（ＰＦ） 140016999  C1 ﾍﾞ  その他

豊栄 日本寮歌大全集：１：明治・大正・昭和三代の青春 北海道帝国大学予科同窓会，ほか 140001363  C3 ﾘ 1 その他

豊栄 日本寮歌大全集：２：明治・大正・昭和三代の青春 北海道帝国大学予科同窓会，ほか 140049248  C3 ﾘ 2 その他

豊栄 日本寮歌大全集：３：明治・大正・昭和三代の青春 北海道帝国大学予科同窓会，ほか 140049255  C3 ﾘ 3 その他

豊栄 雲南の洞経音楽：古代の響き 雲南省南澗県洞経古楽隊 140026782  C4 ｳ  その他

豊栄 トルコの軍楽：オスマンの響き オスマン・トルコ軍楽隊（１－１７）ほか 140026576  C4 ﾄ  その他

豊栄 世界の国歌：２：アメリカ・アフリカ・中東・オセアニア編 コールドストリーム・ガーズ・バンド ロジャー・Ｇ・スウィフト（Ｃ） 140003054  C5 ｺ 2 その他

豊栄 おかあさん／サトウハチロー（作） サトウハチロー（出演） 宇野重吉（出演） 140028416  C5 ｻ  その他

豊栄 式典 東京混声合唱団，ほか 140002965  C5 ｼﾞ  その他

豊栄 表彰式 ビクター・オーケストラ，ほか 140002973  C5 ｼﾞ  その他

豊栄 西岡常一、宮大工の仕事を語る：一：法隆寺棟梁の家に生まれて（一） 西岡常一（語り） 青山茂（聞き手，解説） 140018516  C5 ﾆ 1 その他

豊栄 西岡常一、宮大工の仕事を語る：二：法隆寺棟梁の家に生まれて（二） 西岡常一（語り） 青山茂（聞き手，解説） 140018524  C5 ﾆ 2 その他

豊栄 西岡常一、宮大工の仕事を語る：三：木と大工道具のはなし 西岡常一（語り） 青山茂（聞き手，解説） 140018532  C5 ﾆ 3 その他

豊栄 西岡常一、宮大工の仕事を語る：四：法隆寺金堂の解体修理 西岡常一（語り） 青山茂（聞き手，解説） 140018540  C5 ﾆ 4 その他

豊栄 西岡常一、宮大工の仕事を語る：五：法輪寺三重塔の再建・修羅の復元 西岡常一（語り） 青山茂（聞き手，解説） 140018557  C5 ﾆ 5 その他

豊栄 西岡常一、宮大工の仕事を語る：六：薬師寺金堂の復興（一） 西岡常一（語り） 青山茂（聞き手，解説） 140018565  C5 ﾆ 6 その他

豊栄 西岡常一、宮大工の仕事を語る：七：薬師寺金堂の復興（二） 西岡常一（語り） 青山茂（聞き手，解説） 140018573  C5 ﾆ 7 その他

豊栄 西岡常一、宮大工の仕事を語る：八：薬師寺西塔の再建（一） 西岡常一（語り） 青山茂（聞き手，解説） 140018581  C5 ﾆ 8 その他

豊栄 西岡常一、宮大工の仕事を語る：九：薬師寺西塔の再建（二） 西岡常一（語り） 青山茂（聞き手，解説） 140018599  C5 ﾆ 9 その他

豊栄 西岡常一，宮大工の仕事を語る：十：薬師寺伽藍復興の夢・宮大工の後継者たち 西岡常一（語り） 青山茂（聞き手，解説） 140018607  C5 ﾆ 10 その他

豊栄 島唄ベスト 1 知名定男（歌）ほか 140001884 C 766 ｼ 1 日本民謡

豊栄 島唄ベスト 2 乙女椿（歌）ほか 140001892 C 766 ｼ 2 日本民謡

豊栄 島唄ベスト 3 泉八郎（歌）ほか 140001900 C 766 ｼ 3 日本民謡
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豊栄 東京五輪音頭　-2020- 東京2020組織委員会 宮田　隆／作詞 1113100001875 C 766 ﾄ  日本民謡

豊栄 アイヌのユカラ：蘇る英雄 萱野茂（ＹＵＫＡＲ） 140026766  C4 ｱ  日本民謡

豊栄 木遣り全集 中沢幸次郎（木遣り）ほか 140002171  C4 ｷ  日本民謡

豊栄 アイヌのうた／萱野茂（監修） 平取アイヌ文化保存会 140042219  C4 ﾆ  日本民謡

豊栄 日本の民謡：上 小野花子（唄）ほか 140022476  C4 ﾆ 1 日本民謡

豊栄 日本の民謡：下 高田美佐子（唄）ほか 140022484  C4 ﾆ 2 日本民謡

豊栄 ふるさとの民謡：１：北海道編 佐々木基晴（唄）ほか 140042144  C4 ﾌ  日本民謡

豊栄 ふるさとの民謡：３：秋田編 佐々木晴子（唄）ほか 140042151  C4 ﾌ  日本民謡

豊栄 ふるさとの民謡：４：岩手編 畠山孝一（唄）ほか 140042169  C4 ﾌ  日本民謡

豊栄 ふるさとの民謡：５：山形編 佐藤節子（唄）ほか 140042177  C4 ﾌ  日本民謡

豊栄 ふるさとの民謡：６：宮城編 佐々木一夫（唄）ほか 140042185  C4 ﾌ  日本民謡

豊栄 ふるさとの民謡：７：福島編 小野田実（唄）ほか 140042193  C4 ﾌ  日本民謡

豊栄 ふるさとの民謡：８：関東・中部・新潟・北陸編 大沢藤太郎（唄）ほか 140001876  C4 ﾌ 8 日本民謡

豊栄 ふるさとの民謡：９：近畿・中国・四国編 桧山さくら（唄）ほか 140042201  C4 ﾌ  日本民謡

豊栄 ふるさとの民謡　２ 後藤清子（唄）ほか 140001918 C 766 ﾌ 2 日本民謡

豊栄 ふるさとの民謡　９ 大塚文雄（唄）ほか 140001926 C 766 ﾌ 9 日本民謡

豊栄 ふるさとの民謡　１０ 大浜みね（唄）ほか 140001934 C 766 ﾌ 10 日本民謡

豊栄 相撲甚句：大相撲三役格呼出し永男引退記念 斉藤ますみ（ＮＡＲ）ほか 140003088  C5 ｽ  日本民謡

豊栄 日本の民謡　６　新潟 オムニバス 1113000002904 C 97 ﾆ  日本民謡ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 山田耕筰　歌曲集：この道～赤とんぼ 伊藤京子（Ｓ）ほか 三浦洋一（ＰＦ） 140024779 C 769 ﾔ  日本のうた

豊栄 花：日本のうた ゲリー・カー（ＣＢ） ハーモン・ルイス（ＯＲＧ，ＰＦ） 140016916  C1 ｶ  日本のうた

豊栄 ラジオ体操 東京放送児童合唱団，ほか 140003039  C5 ｼﾞ  日本のうた

豊栄 ＮＨＫラジオ体操第１・第２：郵政省簡易保険局・ＮＨＫ制定 青山敏彦（指導） 大久保三郎（ＰＦ） 140002957  C5 ﾗ  日本のうた

豊栄 七代目芳村伊十郎長唄全集：６：「舌出し三番叟」「汐汲」 芳村伊十郎（唄） 松島庄三郎（唄） 140050360 C 761 ﾖ 6 純純邦吟詠長唄他

豊栄 ザ・ベスト　相撲甚句　名力士編 1113000003975 C 766 ｽ  純純邦吟詠長唄他
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豊栄 長唄名曲選：１／芳村伊十七；今藤長之 今藤長之（唄） 芳村伊十七（三味線） 140042227  C4 ｲ 1 純純邦吟詠長唄他

豊栄 長唄名曲選：２／今藤長之；芳村伊十七 今藤長之（唄） 芳村伊十七（三味線） 140042235  C4 ｲ 2 純純邦吟詠長唄他

豊栄 長唄名曲選：４／今藤長之；芳村伊十七 今藤長之（唄） 杵屋禄三（唄） 140042243  C4 ｲ 4 純純邦吟詠長唄他

豊栄 長唄名曲選：５／今藤長之；芳村伊十七 今藤長之（唄） 今藤尚之（唄） 140042250  C4 ｲ 5 純純邦吟詠長唄他

豊栄 端唄特選／市丸 市丸（唄） 共演－静子，豊藤，米川敏子，ほか 140023482  C4 ｲ  純純邦吟詠長唄他

豊栄 端唄の魅力／神田福丸 神田福丸（唄） 本條秀太郎（三味線） 140022609  C4 ｶ  純純邦吟詠長唄他

豊栄 吟詠／山行［ほか］ 高世幸明（唄）ほか 140002163  C4 ｷﾞ  純純邦吟詠長唄他

豊栄 吟詠歌謡 三橋美智也（唄）ほか 140022617  C4 ｷﾞ  純純邦吟詠長唄他

豊栄 小唄特選 市丸（唄） 共演・静子，春日とよ晴，春日とよ五 140029380  C4 ｺ  純純邦吟詠長唄他

豊栄 コロムビア邦楽：端唄／藤本二三吉 藤本二三吉（唄） 140002130  C4 ﾌ  純純邦吟詠長唄他

豊栄 宝生流祝言小謡集／宝生流十八代宗家 宝生英雄 宝生英雄（謡曲） 140022591  C4 ﾎ  純純邦吟詠長唄他

豊栄 長唄 芳村伊十郎（唄）ほか 140026469  C5 ﾅ  純純邦吟詠長唄他

豊栄 上州男一匹／京山幸枝若 京山幸枝若（口演） 140002718  C5 ﾛ  純純邦吟詠長唄他

豊栄 新妻鏡／天津羽衣 天津羽衣（口演） 140002593  C5 ﾛ  純純邦吟詠長唄他

豊栄 武蔵屋新造／京山幸枝若 京山幸枝若（口演） 140002700  C5 ﾛ  純純邦吟詠長唄他

豊栄 ２１世紀への遺産　日本伝統音楽（２）義太夫 （邦楽） 140026477 C 761 ｷﾞ  純邦楽琴三味線

豊栄 ２１世紀への遺産　日本伝統音楽（５）歌舞伎 （邦楽） 140026493 C 761 ｶ  純邦楽歌舞伎

豊栄 勧進帳．義経堅田落ち；安宅の関／三代・吉田奈良丸 三代・吉田奈良丸（口演） 140002742  C5 ﾛ  純邦楽歌舞伎

豊栄 杉野兵曹長の妻／伊丹秀子 伊丹秀子（口演） 140002726  C5 ﾛ  純邦楽歌舞伎

豊栄 水戸黄門．常陸の巻；太閤記．秀吉の報恩／五月一朗 五月一朗（口演） 140002767  C5 ﾛ  純邦楽歌舞伎

豊栄 薮井玄亥；水戸黄門漫遊記／先代・日吉川秋斉 先代・日吉川秋斉（口演） 140002759  C5 ﾛ  純邦楽歌舞伎

豊栄 雅楽の世界：上／東京楽所；音楽監督：多忠麿 東京楽所 140002114  C4 ﾄ  純邦楽雅楽

豊栄 雅楽の世界：下／東京楽所；音楽監督：多忠麿 東京楽所 140002122  C4 ﾄ  純邦楽雅楽

豊栄 平曲のすべて（一）平家琵琶 舘山甲午（前田流仙台派）（琵琶） 140028382 C 761 ﾍ 1 純邦楽琴三味線

豊栄 平曲のすべて（二）平家琵琶 井野川幸次検校（名古屋派）（琵琶）（１） 土居崎正富検校（名古屋派）（琵琶）（２） 140028390 C 761 ﾍ 2 純邦楽琴三味線
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豊栄 平曲のすべて（三）平家琵琶 舘山甲午（前田流仙台派）（琵琶）（１） 金田一春彦（解説）（２，３） 140028408 C 761 ﾍ 3 純邦楽琴三味線

豊栄 人間国宝 米川敏子 箏の魅力～奥伝編 米川敏子（箏，歌） 140017658 C 761 ﾖ  純邦楽琴三味線

豊栄 人間国宝 米川敏子 箏の魅力～初伝編 米川敏子（箏，歌，三絃） 140017625 C 761 ﾖ  純邦楽琴三味線

豊栄 人間国宝 米川敏子 箏の魅力～中伝編＜１＞ 米川敏子（箏，歌） 140017633 C 761 ﾖ 1 純邦楽琴三味線

豊栄 人間国宝 米川敏子 箏の魅力～中伝編＜２＞ 米川敏子（箏，三絃，歌） 140017641 C 761 ﾖ 2 純邦楽琴三味線

豊栄 ノヴェンバー・ステップス：尺八、琵琶とオーケストラのための［ほか］／武満徹 ドウェイン・クロフト（ＢＲ）（５） 横山勝也（尺八）（１）ほか 140024118  C1 ﾀ  純邦楽琴三味線

豊栄 ノヴェンバー・ステップス：尺八、琵琶とオーケストラのための［ほか］／武満徹 ドウェイン・クロフト（ＢＲ）（５） 横山勝也（尺八）（１）ほか 140060575  C1 ﾀ  純邦楽琴三味線

豊栄 二十絃箏曲集／野坂恵子 野坂恵子（箏） 佐藤由香里（箏）（３） 140001942  C4 ｲ  純邦楽琴三味線

豊栄 発見！和楽器の魅力：弦楽器《１》 米川敏子（箏）ほか 140022500  C4 ｹﾞ 1 純邦楽琴三味線

豊栄 発見！和楽器の魅力：弦楽器《２》（合奏） 宮内庁楽部，ほか 140022518  C4 ｹﾞ 2 純邦楽琴三味線

豊栄 三味線全集 芳村伊十七（三味線）ほか 140001959  C4 ｼ  純邦楽琴三味線

豊栄 平家物語の音楽：平野健次 監修 館山甲午（平家琵琶）ほか 140022492  C4 ﾍ  純邦楽琴三味線

豊栄 コロムビア邦楽：義太夫／豊竹山城少掾；竹本越路大夫 豊竹山城少掾（浄瑠璃）（１） 竹本越路大夫（浄瑠璃）（２） 140002155  C4 ﾎ  純邦楽琴三味線

豊栄 鬼太鼓座 鬼太鼓座 140017609  C4 ｵ  純邦楽打楽器類

豊栄 鬼太鼓座 鬼太鼓座 140002015  C4 ｵ  純邦楽打楽器類

豊栄 鬼太鼓座：Ⅰ 鬼太鼓座 140001991  C4 ｵ 1 純邦楽打楽器類

豊栄 鬼太鼓座＜ＮＥＷ＞ 鬼太鼓座 140001975  C4 ｵ  純邦楽打楽器類

豊栄 疾走 鬼太鼓座 140001983  C4 ｵ  純邦楽打楽器類

豊栄 戦颱風（タイフーン） 鬼太鼓座 140002007  C4 ｵ  純邦楽打楽器類

豊栄 伝説 鬼太鼓座，ほか 140003112  C4 ｵ  純邦楽打楽器類

豊栄 怒濤万里：２０ｂｉｔマスタリング盤 鬼太鼓座 共演，大島保克，松田惺山，川口真満，浦田恵司 140002031  C4 ｵ  純邦楽打楽器類

豊栄 怒濤万里：ダイレクトカッティング盤 鬼太鼓座 共演大島保克，松田惺山，川口真満，浦田恵司 140002023  C4 ｵ  純邦楽打楽器類

豊栄 富嶽百景（フジヤマ） 鬼太鼓座 松田惺山（尺八）（８） 140017617  C4 ｵ  純邦楽打楽器類

豊栄 ＢＥＳＴ ＯＦ ＫＯＤＯ 鼓童 140002064  C4 ｺ  純邦楽打楽器類

豊栄 ＢＬＥＳＳＩＮＧ ＯＦ ＴＨＥ ＥＡＲＴＨ 鼓童 140002049  C4 ｺ  純邦楽打楽器類
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豊栄 アクロポリス・ライブ 鼓童 140002080  C4 ｺ  純邦楽打楽器類

豊栄 いぶき 鼓童 140000456  C4 ｺ  純邦楽打楽器類

豊栄 彩 鼓童 140002056  C4 ｺ  純邦楽打楽器類

豊栄 産土 鼓童 140002106  C4 ｺ  純邦楽打楽器類

豊栄 回帰 鼓童 140003120  C4 ｺ  純邦楽打楽器類

豊栄 再創：”いぶき”・リミックス・アルバム 鼓童 140002098  C4 ｺ  純邦楽打楽器類

豊栄 ナスカ幻想／鼓動ｗｉｔｈ冨田勲 鼓童 冨田勲（ＳＹＮ） 140002072  C4 ｺ  純邦楽打楽器類

豊栄 モノプリズム 鼓童 新日本フィルハーモニー交響楽団（２） 140003138  C4 ｺ  純邦楽打楽器類

豊栄 発見！和楽器の魅力：打楽器《１》 柿原崇志（大鼓）ほか 140022526  C4 ﾀﾞ 1 純邦楽打楽器類

豊栄 発見！和楽器の魅力：打楽器《２》（合奏） 亀井俊雄（大鼓）ほか 140022534  C4 ﾀﾞ 2 純邦楽打楽器類

豊栄 尺八の世界 琴古流竹盟社二代目宗家山口五郎（尺八）ほか 140001967  C4 ｼ  純邦楽笛/尺八等

豊栄 観世流祝言小謡集／観世流二十五世宗家 観世元正 観世元正（謡曲） 140022567  C4 ｶ  純邦楽謡曲

豊栄 観世流初心小謡集／観世清和 観世清和（謡） 140022559  C4 ｶ  純邦楽謡曲

豊栄 舞楽の世界：雅楽／東京楽所；多忠麿（音楽監督） 東京楽所 140022542  C4 ｶﾞ  純邦楽謡曲

豊栄 喜多流祝言小謡集／喜多流十五世宗家 喜多実 喜多実（謡曲） 140022575  C4 ｷ  純邦楽謡曲

豊栄 金春流祝言小謡集／金春流第七十九世家元 金春信高 金春信高（謡曲） 140022583  C4 ｺ  純邦楽謡曲

豊栄 ＜アゼルバイジャン＞アーシュクの歌～歴史的な叙事詩を歌う アーシュク・ハサラ（ＰＬＡＹ）ほか 140026568 C 766 ｱ  民族音楽

豊栄 快晴のナーガスワラム ムルケシャー・カムベール／ナーガスワラム アイヤッパ・カムベール／ナーガスワラム 140002387 C 766 ｶ  民族音楽

豊栄 ＜カンボジア＞クメール古典舞踊の音楽 クメール古典舞踊合奏団 140026543 C 766 ｶ  民族音楽

豊栄 黒燿のミサ ルイロ村カトリック教会聖歌隊 140002221 C 766 ｺ  民族音楽

豊栄 極秘イスラムの熱祷 現地のイスラム教徒たち 140002338 C 766 ｺﾞ  民族音楽

豊栄 魚の目をもつ女神への祈祷 現地の僧侶および信者たち 140002361 C 766 ｻ  民族音楽

豊栄 シャーナイ闊空 ラグナット・プラサンナ（シャーナイ）［ほか現地の音楽家たち］ 140002205 C 766 ｼ  民族音楽

豊栄 シンシンソ ［現地の音楽家たち］ 140002197 C 766 ｼ  民族音楽

豊栄 智化寺（ジーホァスー）の残照：中国最古の仏教音楽 中央音楽学院民族管楽・打撃楽教研室 胡志厚（頭管演奏） 140002239 C 766 ｼﾞ  民族音楽
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豊栄 ジェゴグ／大地の響き[Ⅱ] ［現地の音楽家たち］ 140002189 C 766 ｼﾞ  民族音楽

豊栄 素焼の土器～フォルクローレ・ベスト 1113000003750 C 766 ｽ  民族音楽

豊栄 スンダ音楽の極致 現地の音楽家たち 140002247 C 766 ｽ  民族音楽

豊栄 知恵と勇気の伝説 キー・キンリチーネ（ビリー・ロジャース）（Ｖ） ヤトゥザ（ベラ・ロジャース・マッカーブ）（Ｖ） 140002320 C 766 ﾁ  民族音楽

豊栄 ＜中央アジア＞ドタールの名手たち 現地の音楽家たち 140026550 C 766 ﾁ  民族音楽

豊栄 バウル・ソング：２ プルノ・チョンドロ・ダース（Ｖ）ほか 140002254 C 766 ﾊﾞ  民族音楽

豊栄 憑爛のテクテカン ［現地の音楽家たち］ 140002213 C 766 ﾋ  民族音楽

豊栄 ビザンチン幻唱 現地のギリシャ正教聖職者および信者たち 140002346 C 766 ﾋﾞ  民族音楽

豊栄 フォルクローレ　ベスト 1113000003536 C 766 ﾌ  民族音楽

豊栄 ポリネシアの音楽Ⅱ 現地の音楽家たち 140002262 C 766 ﾎﾟ 2 民族音楽

豊栄 ポリネシアの音楽Ⅲ 現地の音楽家たち 140002270 C 766 ﾎﾟ 3 民族音楽

豊栄 ポリネシアの音楽Ⅳ 現地の音楽家たち 140002288 C 766 ﾎﾟ 4 民族音楽

豊栄 ポリネシアの音楽Ⅴ 現地の音楽家たち 140002296 C 766 ﾎﾟ 5 民族音楽

豊栄 マージナル・ポリネシアの音楽 現地の音楽家たち 140002304 C 766 ﾏ  民族音楽

豊栄 マドラス燦然 ターラ・ヴァドゥヤ・アンサンブル 140002379 C 766 ﾏ  民族音楽

豊栄 ミクロネシアの音楽 現地の音楽家たち 140002312 C 766 ﾐ  民族音楽

豊栄 メキシコのアルパ―ラ・バンバ カント・デ・アメリカ（ＥＮＳ） 140026501 C 766 ﾒ  民族音楽

豊栄 メキシコの音楽 マリアッチ・マゲイ（Ｖ）（１～５）ほか 140026899 C 766 ﾒ  民族音楽

豊栄 モンゴルのホーミー―超絶の声 タラブジャビーン・ガンボルド（Ｖ）（１－１０）ほか 140026584 C 766 ﾓ  民族音楽

豊栄 妖麗の歌姫 リタ・ガングリー（Ｖ）ほか 140002353 C 766 ﾖ  民族音楽

豊栄 甦る伝説のケチャ スマラ・マドヤ（ＭＵＳＩＣ） 140002395 C 766 ﾖ  民族音楽

豊栄 ラージャスターンの音楽 ランガ（ＥＮＳ） マンガニヤール（ＥＮＳ） 140026840 C 766 ﾗ  民族音楽

豊栄 ロンボック島の音楽 現地の音楽家たち 140026824 C 766 ﾛ  民族音楽

豊栄 黒い瞳，ヴォルガの舟歌：ロシア民謡集 セルゲイ・アレクサーシキン（ＢＢＲ） アナトリー・カッツ（ＰＦ） 140017468  C1 ｱ  民族音楽

豊栄 二胡ベストセレクション 姜建華 1113000001086  C2 ｼﾞ  民族音楽
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豊栄 ブラジル音楽・ベスト・セレクション ピシンギーニャ（ＦＬ）ほか 140001413  C2 ﾌﾞ  民族音楽

豊栄 アラビアの音楽：砂漠のアラベスク 現地の音楽家たち 140026618  C4 ｱ  民族音楽

豊栄 イランの音楽：栄光のペルシア アリー＝レザー・エフテハーリー（Ｖ）ほか 140026931  C4 ｲ  民族音楽

豊栄 イランの音楽：魅惑のアーヴァーズ アリーレザー・エフテハーリー（Ｖ）ほか 140026667  C4 ｲ  民族音楽

豊栄 ウイグルの音楽：キャラバンの調べ パシャ・イシャ（Ｖ）ほか 140026683  C4 ｳ  民族音楽

豊栄 ウズベクの音楽：遊牧の詩 ラヒモフ・カマル（Ｖ，ＴＡＲ）（３，４，６）ほか 140026717  C4 ｳ  民族音楽

豊栄 雲南イ族の音楽：常春の詩 楊婉華（Ｖ）ほか 140026709  C4 ｳ  民族音楽

豊栄 雲南少数民族の音楽：深山の名手 現地の音楽家たち 140026774  C4 ｳ  民族音楽

豊栄 エジプトの音楽：ナイルの調べ エジプト国立アラブ音楽アンサンブル サリーム・サハーブ（Ｃ） 140026659  C4 ｴ  民族音楽

豊栄 エジプトの音楽：遥かなるナイル エジプト国立アラブ音楽アンサンブル（１～５）ほか 140026923  C4 ｴ  民族音楽

豊栄 カザフの音楽：ステップの風 トクタガーノフ・アイトジャン（ＤＯＭＢＲＡ）（１－５）ほか 140026725  C4 ｶ  民族音楽

豊栄 韓国の音楽：魂の故郷 現地の音楽家たち 140026956  C4 ｶ  民族音楽

豊栄 キューバの音楽：カリブの真珠 セレステ・メンドーサ（Ｖ）ほか 140026873  C4 ｷ  民族音楽

豊栄 キルギスの音楽：草原の楽士たち カンバルカン・フォーク・アンサンブル 140026758  C4 ｷ  民族音楽

豊栄 ギリシャの民族音楽：エーゲ海の宴 現地の音楽家たち 140026691  C4 ｷﾞ  民族音楽

豊栄 タイの音楽：微笑みの国 トンカム・タイクラー（ＨＵＮ）（４）ほか 140026907  C4 ﾀ  民族音楽

豊栄 タジクの音楽：音の十字路 ムロドフ・ジュラベク（Ｖ）（１２－１６）ほか 140026733  C4 ﾀ  民族音楽

豊栄 タンザニアの音楽：アフリカン・スピリチュアル フィールドワーク 140026642  C4 ﾀ  民族音楽

豊栄 チベット仏教の音楽：炸裂の曼陀羅 ナムギェル学堂の僧侶 140026600  C4 ﾁ  民族音楽

豊栄 中国の音楽：大地の歌 現地の音楽家たち 140026949  C4 ﾁ  民族音楽

豊栄 東北タイの音楽：彩りのイサーン 現地の音楽家たち 140026808  C4 ﾄ  民族音楽

豊栄 トルクメンの音楽：遊牧の旋律 ジャマール・サパロヴァ（Ｖ，ＤＵＴＡＲ）（１－４）ほか 140026741  C4 ﾄ  民族音楽

豊栄 西ジャワの宮廷音楽：古雅の調べ エナ・スカエナ（Ｖ）ほか 140026816  C4 ﾆ  民族音楽

豊栄 西スマトラの音楽：ミナンの風 現地の音楽家たち 140026832  C4 ﾆ  民族音楽

豊栄 ネパールの民族音楽：ヒマラヤの響き ラメシュカジー・タムラカール（Ｖ）ほか 140026857  C4 ﾈ  民族音楽
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豊栄 バリのガムラン：炸裂のゴン・クビャール 現地の音楽家たち 140026592  C4 ﾊﾞ  民族音楽

豊栄 バリのケチャ：ボナの声絵巻 現地の音楽家たち 140026626  C4 ﾊﾞ  民族音楽

豊栄 ビルマの音楽：伝説の竪琴 ウー・ミン・マウン（ＳＡＵＮＧ）ほか 140026675  C4 ﾋﾞ  民族音楽

豊栄 ブルガリアの音楽：バルカン・大地の歌 現地の音楽家たち 140026865  C4 ﾌﾞ  民族音楽

豊栄 ベトナムの儀礼音楽：鎮魂の楽礼 ゴー・バップ区ニャックレー楽団 140026790  C4 ﾍﾞ  民族音楽

豊栄 ベトナム、ラオスの音楽：豊穣のメコン ワンナー・ゲオピドム（ＨＯＨＬＡＭ）ほか 140026915  C4 ﾍﾞ  民族音楽

豊栄 北欧の音楽：白夜の調べ トーネ・フルベクモ（Ｖ）（１）ほか 140026881  C4 ﾎ  民族音楽

豊栄 蛍の光～バグパイプで奏でるスコットランドと日本～ ジェラルド・ミューヘッド 1113000002038  C4 ﾎ  民族音楽

豊栄 ポーランド：民謡と踊り 現地の音楽家たち 140028374  C4 ﾎﾟ  民族音楽

豊栄 韓国歌謡 李成愛（歌）ほか 140022195  C3 ｶ  韓国中国歌手

豊栄 アヴェ・マリア／中丸三千繪（Ｓ） 中丸三千繪（Ｓ） スコットランド室内管弦楽団 140024563  C1 ｱ  歌劇作曲家別

豊栄 椿姫：歌劇：全曲／ヴェルディ マリア・カラス（Ｓ） ジルヴァーナ・ザノルリ（Ｓ） 140020421  C1 ｳﾞ  歌劇作曲家別

豊栄 ボリス・ゴドノフ：歌劇：全曲／ムソルグスキー ガリーナ・ヴィシネフスカヤ（Ｓ） オリヴェラ・ミリャコヴィツ（ＭＳ） 140017310  C1 ｳﾞ  歌劇作曲家別

豊栄 ヴェルディのヒロイン達：第２集／マリア・カラス（Ｓ） マリア・カラス（Ｓ） パリ音楽院管弦楽団 140017120  C1 ｶ  歌劇作曲家別

豊栄 サロメ：楽劇：全曲／Ｒ．シュトラウス ヒルデガルト・ベーレンス（Ｓ） アグネス・バルツァ（ＭＳ） 140017179  C1 ｶ  歌劇作曲家別

豊栄 セビリャの理髪師：歌劇：全２幕／ロッシーニ マリア・カラス（Ｓ） ルイジ・アルヴァ（Ｔ） 140017377  C1 ｶ  歌劇作曲家別

豊栄 蝶々夫人／プッチーニ マリア・カラス（Ｓ） ルイザ・ヴィルラ（Ｓ） 140017278  C1 ｶ  歌劇作曲家別

豊栄 ポーギーとベス：歌劇：ハイライト；ブルー・マンディ：歌劇：１９２２年原典版／ガーシュウィン マルキータ・リスター（Ｓ） グレッグ・ベイカー（ＢＲ）ほか 140017138  C1 ｶ  歌劇作曲家別

豊栄 ライヴ・イン・コンサート／マリア・カラス（Ｓ） マリア・カラス（Ｓ） トリノ放送管弦楽団ほか 140017427  C1 ｶ  歌劇作曲家別

豊栄 ばらの騎士：楽劇：全曲／Ｒ．シュトラウス マリア・ライニング（Ｓ） ヒルデ・ギューデン（Ｓ） 140017187  C1 ｷﾞ  歌劇作曲家別

豊栄 サムソンとデリラ：歌劇／サン＝サーンス オリガ・ボロディナ（ＭＳ） ホセ・クーラ（Ｔ） 140017161  C1 ｻ  歌劇作曲家別

豊栄 椿姫：歌劇：全３幕／ヴェルディ 佐藤しのぶ（Ｓ） 青木道子（ＭＳ） 140017112  C1 ｻ  歌劇作曲家別

豊栄 ファウスト：歌劇：全曲／グノー ジョーン・サザーランド（Ｓ） マルグレータ・エルキンス（Ｓ） 140017146  C1 ｻ  歌劇作曲家別

豊栄 こうもり：序曲：喜歌劇／ヨハン・シュトラウス２世．［ほか］ ウィーン・ヴィルトゥオーゼン（ＯＲＣＨ） 140015306  C1 ｼ  歌劇作曲家別

豊栄 こうもり：序曲：喜歌劇／ヨハン・シュトラウス２世．［ほか］ ウィーン・ヴィルトゥオーゼン（ＯＲＣＨ） 140024076  C1 ｼ  歌劇作曲家別

112 / 130 ページ



令和3年4月現在豊栄図書館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

豊栄 ロザムンデ：劇付随音楽：Ｄ．７９７／シューベルト イレアーナ・コトルバス（Ｓ） ライプツィヒ放送合唱団 140020264  C1 ｼ  歌劇作曲家別

豊栄 愛の妙薬：歌劇：全２幕／ドニゼッティ ロザンナ・カルテリ（Ｓ） アンジェラ・ヴェルチェルリ（Ｓ） 140017195  C1 ｾ  歌劇作曲家別

豊栄 くるみ割り人形：２幕のバレエ：作品７１／チャイコフスキー サンクトペテルブルク・キーロフ歌劇場合唱団 サンクトペテルブルク・キーロフ歌劇場管弦楽団 140015413  C1 ﾁ  歌劇作曲家別

豊栄 真珠採り：歌劇：全曲／ビゼー ジャニーヌ・ミショー（Ｓ） ニコライ・ゲッダ（Ｔ） 140017237  C1 ﾃﾞ  歌劇作曲家別

豊栄 カルメン・ラプソディ／トルヴェール・クワルテット トルヴェール・クワルテット 小柳美奈子（ＰＦ）（１，３，５） 140016858  C1 ﾄ  歌劇作曲家別

豊栄 仮面舞踏会：３幕のコミック・オペラ：全曲／ニールセン ヘンリエテ・ボンネ＝ハンセン（Ｓ） スサネ・レースマーク（ＭＳ） 140017211  C1 ﾆ  歌劇作曲家別

豊栄 カヴァレリア・ルスティカーナ：歌劇：全曲／マスカーニ ユリア・ヴァラディ（Ｓ） イーダ・ボルミーダ（ＭＳ） 140017302  C1 ﾊﾟ  歌劇作曲家別

豊栄 「カルメン」組曲：第１番［ほか］／ビゼー トゥールーズ・カピトール国立管弦楽団 ミシェル・プラッソン（Ｃ） 140015520  C1 ﾋﾞ  歌劇作曲家別

豊栄 ジークフリート：楽劇「ニーベルングの指環」第２夜／ワーグナー マルタ・メードル（Ｓ） リタ・シュトライヒ（Ｓ） 140017401  C1 ﾌ  歌劇作曲家別

豊栄 トスカ：３幕のオペラ ジャコモ プッチーニ／作曲 キャロル・ヴァネス（Ｓ） 140017260  C1 ﾌﾟ  歌劇作曲家別

豊栄 マノン・レスコー：歌劇：全曲／プッチーニ リチア・アルバネーゼ（Ｓ） ユッシ・ビヨルリンク（Ｔ） 140017245  C1 ﾌﾟ  歌劇作曲家別

豊栄 妖精ヴィルリ：歌劇：全曲／プッチーニ レナータ・スコット（Ｓ） プラシド・ドミンゴ（Ｔ） 140019571  C1 ﾌﾟ  歌劇作曲家別

豊栄 ラ・ボエーム：歌劇：全４幕 ジャコモ プッチーニ／作曲 レオンティーナ・ヴァドゥーヴァ（Ｓ） 140017252  C1 ﾌﾟ  歌劇作曲家別

豊栄 三大歌曲集／シューベルト ヘルマン・プライ（ＢＲ） フィリップ・ビアンコーニ（ＰＦ） 140017435  C1 ﾍ  歌劇作曲家別

豊栄 オルガン協奏曲全集：２［ほか］／ヘンデル ルドルフ・エヴァーハルト（ＯＲＧ）（３－７） コレギウム・アウレウム合奏団 140016486  C1 ﾍ  歌劇作曲家別

豊栄 ヴォツェック：歌劇：作品７：全３幕１５場／ベルク アンゲラ・デノケ（Ｓ） レナーテ・シュピングラー（Ａ） 140017294  C1 ﾍﾞ  歌劇作曲家別

豊栄 ランメルモールのルチア：歌劇：全曲／ドニゼッティ アンドレア・ロスト（Ｓ） ブルース・フォード（Ｔ） 140017203  C1 ﾏ  歌劇作曲家別

豊栄 夏の夜の夢：劇音楽：全曲／メンデルスゾーン；松本隆（台本） キャスリーン・バトル（Ｓ） フレデリカ・フォン・シュターデ（ＭＳ） 140015645  C1 ﾒ  歌劇作曲家別

豊栄 魔笛：歌劇：Ｋ６２０：全曲／モーツァルト エディタ・グルベローヴァ（Ｓ） バーバラ・ボニー（Ｓ） 140017344  C1 ﾓ  歌劇作曲家別

豊栄 運命：オペラ：全３幕／ヤナーチェク マグダレーナ・ハヨーショヴァー（Ｓ） ヤルミラ・パリフコヴァー（ＭＳ） 140017351  C1 ﾔ  歌劇作曲家別

豊栄 ラインの黄金：楽劇：全曲／ワーグナー キルステン・フラグスタート（Ｓ） クレア・ワトソン（Ｓ） 140017393  C1 ﾜ  歌劇作曲家別

豊栄 ラテン・ラヴ・ソング・ベスト・セレクション マリア・クレウーザ（Ｖ）ほか 140001439  C2 ﾗ  歌劇作曲家別

豊栄 オペラ序曲集／ヴェルディ ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ジュゼッペ・シノーポリ（Ｃ） 140015181  C1 ｳ  歌劇ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 魔弾の射手：３幕のロマンティック・オペラ／ウェーバー グンドゥラ・ヤノヴィッツ（Ｓ） エディット・マティス（Ｓ） 140020413  C1 ｳ  歌劇ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アイネ・クライネ・ナハトムジーク：モーツァルト名演集／ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） レオポルト・ウラッハ（ＣＬ）（３） ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 140015652  C1 ｶ  歌劇ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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豊栄 エキゾティック・バレエ・フロム・オペラ ミネソタ管弦楽団 大植英次（Ｃ） 140015850  C1 ﾐ  歌劇ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 管弦楽選集：１／芥川也寸志 新交響楽団 芥川也寸志（Ｃ） 140024647  C1 ｱ 1 管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽選集：２／芥川也寸志 安田謙一郎（ＶＬＣ）（２） 新交響楽団 140024654  C1 ｱ 2 管弦楽曲作曲家別

豊栄 春の声＊わが人生は愛と喜び：ウィンナ・ワルツ・ベストⅡ ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団 アルフレッド・エシュヴェ（Ｃ） 140015314  C1 ｳ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽曲集／ヴォーン＝ウィリアムズ ハゲイ・シャハム（ＶＬＮ）（３） ニュー・クイーンズ・ホール管弦楽団 140015215  C1 ｳﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽作品全集／ヴェーベルン ドレスデン・シュターツカペレ ジュゼッペ・シノーポリ（Ｃ） 140024019  C1 ｳﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽作品全集／ヴェーベルン ドレスデン・シュターツカペレ ジュゼッペ・シノーポリ（Ｃ） 140015173  C1 ｳﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 マドンナの宝石：管弦楽名曲集／ヴォルフ＝フェラーリ ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 ホセ・セレブリエール（Ｃ） 140015207  C1 ｳﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽名曲集／朝比奈隆（Ｃ） 大阪フィルハーモニー交響楽団 朝比奈隆（Ｃ） 140024266  C1 ｶ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ガーシュイン・プロムナードＬＩＶＥ／羽田健太郎（ＰＦ，Ｃ） 新星日本交響楽団 羽田健太郎（ＰＦ）（２，３），（Ｃ） 140016239  C1 ｶﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 シュトラウス・コンサート／ヨーゼフ・クリップス（Ｃ） ヒルデ・ギューデン（Ｓ）（６，７） ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 140015322  C1 ｸ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 四季：バレエ音楽：作品６７［ほか］／グラズノフ フィルハーモニア管弦楽団 エフゲニー・スヴェトラーノフ（Ｃ） 140015249  C1 ｸﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ペール・ギュント：劇付随音楽；抒情組曲作品５４／グリーク ハレ管弦楽団 ジョン・バルビローリ（Ｃ）ほか 140017153  C1 ｸﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ハーリ・ヤーノシュ：コダーイ名曲集 モントリオール交響楽団 シャルル・デュトワ（Ｃ） 140024035  C1 ｺ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 Ｒ．シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」 リヒャルト・シュトラウス／作曲 サイモン・ラトル／指揮 1113000001193  C1 ｼ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 弦楽四重奏曲全集／シューベルト ウェルナー・ヒンク（ＶＬＮ）（１６） ウィーン弦楽四重奏団 140016692  C1 ｼ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 フルートのための作品集／シューベルト ウィリアム・ベネット（ＦＬ） クリフォード・ベンソン（ＰＦ） 140016718  C1 ｼ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ヴァイオリン名曲集／アイザック・スターン（ＶＬＮ） アイザック・スターン（ＶＬＮ） コロンビア交響楽団 140016957  C1 ｽ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽作品集／ストラヴィンスキー ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団（６） ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 140015355  C1 ｽ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 弦楽四重奏曲第１番；弦楽四重奏曲第２番／スメタナ スメタナ四重奏団 140016759  C1 ｽ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 火の鳥：バレエ音楽：全曲：オリジナル版／ストラヴィンスキー ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 エルネスト・アンセルメ（Ｃ） 140015363  C1 ｽ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ペトルーシュカ：バレエ：［１９１１年版］［ほか］／ストラヴィンスキー フィルハーモニア管弦楽団 エリアフ・インバル（Ｃ） 140024100  C1 ｽ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽曲集／ソーゲ トゥールーズ・カピトール国立管弦楽団 ミシェル・プラッソン（Ｃ） 140015389  C1 ｿ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽作品集／ターネジ ウルリヒ・ハイネン（ＶＬＣ）（２） バーミンガム市交響楽団（１，３，４） 140015397  C1 ﾀ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 眠りの森の美女：バレエ音楽：作品６６：全曲／チャイコフスキー ロンドン交響楽団 アンドレ・プレヴィン（Ｃ） 140015405  C1 ﾁ  管弦楽曲作曲家別
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豊栄 海：交響詩：３つの交響的スケッチ；イベリア：管弦楽のための「映像」から／ドビュッシー ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 セルジュ・チェリビダッケ（Ｃ） 140024134  C1 ﾄﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽曲集／ドビュッシー 南部ピレネー・トゥールーズ女声合唱団（１） トゥールーズ・カピトール国立管弦楽団 140015454  C1 ﾄﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 弦楽四重奏曲第１２番作品９６：アメリカ；弦楽六重奏曲作品４８／ドヴォルザーク ヨゼフ・スーク（ＶＬＡ）（２） ヨゼフ・フッフロ（ＶＬＣ）（２） 140020397  C1 ﾄﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 シルヴィア：バレエ音楽：全曲／ドリーブ ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 リチャード・ボニング（Ｃ） 140015470  C1 ﾄﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ドヴォルザーク・イン・プラハ フレデリカ・フォン・シュターデ（ＭＳ）（５，８） イツァーク・パールマン（ＶＬＮ）（２，４，９～１１）ほか 140017526  C1 ﾄﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ジャクリーヌ・デュプレ ダニエル・バレンボイム 140016304  C1 ﾄﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ガイーヌ：バレエ組曲；スパルタクス：バレエ音楽：［抜粋］／ハチャトゥリアン ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 ユーリ・テミルカーノフ（Ｃ） 140015496  C1 ﾊ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 十字架上のキリストの最後の七つの言葉：管弦楽版／ハイドン ラファエル・タイボ（ＲＥＡＤ） ル・コンセール・デ・ナシオン（ＯＲＣＨ） 140015488  C1 ﾊ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽名曲集／バーンスタイン ジーン・キットレル（Ｖ，ＰＦ）（２） バーバラ・リーバーマン（ＰＦ）（２，３） 140015512  C1 ﾊﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽；５つのハンガリー・スケッチ／バルトーク シカゴ交響楽団 フリッツ・ライナー（Ｃ） 140050857  C1 ﾊﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 フーガの技法：ＢＷＶ１０８０：全曲：ヴィンシャマン版／Ｊ．Ｓ．バッハ ドイツ・バッハゾリステン ヘルムート・ヴィンシャマン（Ｃ） 140024167  C1 ﾊﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 三角帽子；恋は魔術師：バレエ音楽／ファリャ テレサ・ベルガンサ（ＭＳ） ボストン交響楽団（１） 140024175  C1 ﾌ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ペレアスとメリザンド：作品８０：［抜粋］［ほか］／フォーレ フレデリカ・フォン・シュターデ（ＭＳ）（１） ニコライ・ゲッダ（Ｔ）（２） 140023326  C1 ﾌ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ハンガリー舞曲全集／ブラームス ベルリン・シュターツカペレ オトマール・スウィトナー（Ｃ） 1113100000813  C1 ﾌﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ロメオとジュリエット：交響組曲第１番－第２番／プロコフィエフ ワシントン・ナショナル交響楽団 ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ（Ｃ） 140020298  C1 ﾌﾟ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 水上の音楽；王宮の花火の音楽：組曲／ヘンデル シュトゥットガルト室内管弦楽団 カール・ミュンヒンガー（Ｃ） 140015579  C1 ﾍ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 水上の音楽；王宮の花火の音楽：組曲／ヘンデル シュトゥットガルト室内管弦楽団 カール・ミュンヒンガー（Ｃ） 140060450  C1 ﾍ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽作品集／ベルリオーズ ルネ・デュクロ合唱団（６） フランス国立放送局管弦楽団（１－４） 140020322  C1 ﾍﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ベートーヴェン・ベスト／朝比奈隆（Ｃ） 大阪フィルハーモニー交響楽団 朝比奈隆（Ｃ） 140023821  C1 ﾍﾞ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽曲集／マスネ モンテ・カルロ国立歌劇場管弦楽団 ジョン・エリオット・ガーディナー（Ｃ） 140015603  C1 ﾏ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 世界の創造：名管弦楽曲集／ミヨー フランス国立管弦楽団 レナード・バーンスタイン（Ｃ） 140015611  C1 ﾐ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管楽協奏曲集／モーツァルト デール・クレヴェンジャー（ＨＲ）（１） ジョン・ド・ランシー（ＯＢ）（２） 140016528  C1 ﾓ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 弦楽五重奏曲全集：Ⅲ／モーツァルト ウィーン弦楽五重奏団 140050808  C1 ﾓ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 セレナーデ集／モーツァルト レオン・シュピーラー（ＶＬＮ）（２）ほか ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団（１） 140024191  C1 ﾓ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 名管弦楽曲集／モーツァルト フィルハーモニア管弦楽団（１－３） ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団（４－１１） 140020330  C1 ﾓ  管弦楽曲作曲家別
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豊栄 管弦楽曲全集：第１集／ラヴェル パリ管弦楽団 ジャン・マルティノン（Ｃ） 140015660  C1 ﾗ 1 管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽曲全集：第２集／ラヴェル パリ管弦楽団 ジャン・マルティノン（Ｃ） 140024209  C1 ﾗ 2 管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽曲全集：第３集／ラヴェル パリ国立歌劇場合唱団（１） パリ管弦楽団 140015678  C1 ﾗ 3 管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽曲全集：第４集／ラヴェル アルド・チッコリーニ（ＰＦ）（１，２） イツァーク・パールマン（ＶＬＮ）（３） 140015686  C1 ﾗ 4 管弦楽曲作曲家別

豊栄 序曲集／ラモー レ・タラン・リリク（ＯＲＣＨ） クリストフ・ルセ（Ｃ） 140023334  C1 ﾗ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 歌の花と歌のお話［ほか］／ルトスワフスキ ソルヴェイ・クリンゲルボルン（Ｓ）（２，４） ノルウェー室内管弦楽団 140015728  C1 ﾙ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 レスピーギ：リュートのための古風な舞曲とアリア レスピーギ／作曲 ネヴィル・マリナー／指揮 1113000001184  C1 ﾚ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽曲集／ワーグナー ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 セルジュ・チェリビダッケ（Ｃ） 140024225  C1 ﾜ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 管弦楽曲集：Ⅱ／ワーグナー ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団（１－３） ロンドン交響楽団（４－６） 140015769  C1 ﾜ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 ニーベルングの指環：管弦楽曲集／ワーグナー ワシントン・ナショナル交響楽団 アンタル・ドラティ（Ｃ） 140024241  C1 ﾜ  管弦楽曲作曲家別

豊栄 パッヘルベルのカノン～バロック・ベスト 1113000003652 C 762 ﾊﾟ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ＢＲＡＳＳ　ＢＥＳＴ　Ｊ－ＰＯＰ甲子園２～ＴＨＥ選抜 ウィンズスコアＢＦＢ 1113000003939 C 767 ﾌﾞ 2 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ブラバン！甲子園　ザ・ベスト 1113000003779 C 767 ﾌﾞ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 畦地慶司胡弓の世界：Ⅱ 畦地慶司（胡弓） 米川裕枝（箏）（２） 140016890  C1 ｱ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 イギリス管弦楽傑作集／イギリス室内管弦楽団；ダニエル・バレンボイム（Ｃ） ニール・ブラック（ＯＢ）（２） ピンカス・ズーカーマン（ＶＬＮ）（８） 140015926  C1 ｲ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 オーボエ協奏曲集／トーマス・インデアミューレ（ＯＢ） トーマス・インデアミューレ（ＯＢ） ブルターニュ管弦楽団 140016627  C1 ｲ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 クラリネットのための作品集／尹伊桑 エドゥアルド・ブルンナー（ＣＬ） アロイス・コンタルスキー（ＰＦ）（２） 140016544  C1 ｲ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 グリーンスリーヴズ：イギリス民謡集 アカデミー室内管弦楽団（１～１１） ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団（１２） 140024449  C1 ｲ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 いそしぎ／ウィーン弦楽四重奏団 ウィーン弦楽四重奏団 フリッツ・ドレシャル（ＶＬＣ）（１～４） 140016841  C1 ｳ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 エボニー・コンチェルト：２０世紀クラリネット作品集／ジョン・ブルース・イェー（ＣＬ） ジョン・ブルース・イェー（ＣＬ） デポール大学木管アンサンブル（１，２） 140016619  C1 ｴ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 はげ山の一夜：アンセルメ・ロシア音楽コンサート／エルネスト・アンセルメ（Ｃ） 青少年合唱団（５） ローザンヌ放送合唱団（５） 140015827  C1 ｴ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 フランス音楽名曲集／エルネスト・アンセルメ（Ｃ） スイス・ロマンド管弦楽団（１－５） パリ音楽院管弦楽団（６，７） 140015835  C1 ｴ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 トッカータとフーガ：オーケストラ名曲集／ユージン・オーマンディ（Ｃ） モルモン・タバナクル合唱団（２） フィラデルフィア管弦楽団 140024324  C1 ｵ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 トッカータとフーガ：オーケストラ名曲集／ユージン・オーマンディ（Ｃ） モルモン・タバナクル合唱団（２） フィラデルフィア管弦楽団 140060435  C1 ｵ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ペルシャの市場にて：珠玉のオーケストラ名曲集１／ボストン・ポップス管弦楽団；アーサー・フィードラー（Ｃ） ボストン・ポップス管弦楽団 アーサー・フィードラー（Ｃ） 140024373  C1 ｵ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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豊栄 アルビノーニのアダージョ［ほか］：神技のコントラバス ゲリー・カー（ＣＢ） ハーモン・ルイス（ＯＲＧ） 140016908  C1 ｶ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アパラチアの春：マーサのためのバレエ：［組曲版］／コープランド．［ほか］ ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団 レナード・バーンスタイン（Ｃ） 140015934  C1 ｺ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 市民のためのファンファーレ：コープランド管弦楽名曲集 シンシナティ・ポップス・オーケストラ エリック・カンゼル（Ｃ） 140015256  C1 ｺ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 スペイン：狂詩曲［ほか］／シャリエ ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ジョン・エリオット・ガーディナー（Ｃ） 140024068  C1 ｼ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 スペイン：狂詩曲［ほか］／シャリエ ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ジョン・エリオット・ガーディナー（Ｃ） 140015298  C1 ｼ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ツァラトゥストラかく語りき：交響詩：作品３０［ほか］／Ｒ．シュトラウス ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140024092  C1 ｼ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 Ｎｅｗストリングス大好き アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ，ほか サー・ネヴィル・マリナー（Ｃ）ほか 140025164  C1 ｽ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 マーチ１００％：ストレスなんかふっとばせ！：［スーザのマーチ集］ グレナディア・ガーズ・バンド フィリップ・Ｅ・ヒルズ少佐（Ｃ） 140015959  C1 ｽ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 コッペリア：バレエ音楽：全曲／ドリーブ パリ国立歌劇場管弦楽団 ジャン＝バティスト・マリ（Ｃ） 140015462  C1 ﾄﾞ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 愛のテーマ集 東京フィルハーモニー交響楽団 デイヴィッド・ハウエル（Ｃ） 140015918  C1 ﾊ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 序曲名曲集：天国と地獄［ほか］／バーンスタイン（Ｃ） レナード・バーンスタイン（Ｃ） ニューヨーク・フィルハーモニック 140019555  C1 ﾊﾞ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 パッヘルベルのカノン：バロック名曲集 ユゲット・フェルナンデス（ＶＬＮ）（１）ほか パイヤール室内管弦楽団 140015900  C1 ﾊﾞ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 月の光：珠玉の名旋律／ボストン・ポップス管弦楽団；アーサー・フィードラー（Ｃ） ボストン・ポップス管弦楽団 アーサー・フィードラー（Ｃ） 140024399  C1 ﾌ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 つるぎの舞：珠玉のオーケストラ名曲集２／ボストン・ポップス管弦楽団；アーサー・フィードラー（Ｃ） ボストン・ポップス管弦楽団 アーサー・フィードラー（Ｃ） 140024381  C1 ﾌ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ペレアスとメリザンド：管弦楽曲集／フォーレ パリ管弦楽団 セルジュ・ボード（Ｃ） 140020280  C1 ﾌ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ラデツキー行進曲：珠玉のマーチ／ボストン・ポップス管弦楽団；アーサー・フィードラー（Ｃ） ボストン・ポップス管弦楽団 アーサー・フィードラー（Ｃ） 140024415  C1 ﾌ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 弦楽六重奏曲第１番変ロ長調作品１８：恋人たち；弦楽六重奏曲第２番ト長調作品３６：第２楽章／ブラームス アマデウス・アンサンブル アルバン・ベルク四重奏団団員 140016809  C1 ﾌﾞ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ピーターと狼：作品６７／プロコフィエフ．［ほか］ ボストン交響楽団 小澤征爾（Ｃ，ＮＡＲ） 140020306  C1 ﾌﾟ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 禁じられた遊び：ギター名曲集／ペペ・ロメロ；［ほか］ ペペ・ロメロ（ＧＴ） セリン・ロメロ（ＧＴ）（１０～１２） 140029398  C1 ﾍﾟ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 感傷的なワルツ／前橋汀子（ＶＬＮ） 前橋汀子（ＶＬＮ） 前橋由子（ＰＦ）（１，３－９，１３－１５，１７，２０，２１） 140060468  C1 ﾏ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 展覧会の絵：組曲／ムソルグスキー；ラヴェル（編）．［ほか］ スイス・ロマンド管弦楽団（１，５） パリ音楽院管弦楽団（２－４） 140024274  C1 ﾑ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 クラリネット名演集／カール・ライスター（ＣＬ）；ウィーン弦楽四重奏団 カール・ライスター（ＣＬ） ウィーン弦楽四重奏団 140050816  C1 ﾗ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 世界のワルツ集：忘れな草～別れのワルツ：／ロベルト・シュトルツ（Ｃ） シルヴィア・ゲスティ（Ｓ）（２，４，８，１０，１４，２１） ベルリン交響楽団 140015892  C1 ﾛ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ワルトトイフェル・ワルツ集／ロベルト・シュトルツ（Ｃ） ベルリン交響楽団 ロベルト・シュトルツ（Ｃ） 140015785  C1 ﾛ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ニーベルングの指環：管弦楽名演集／ワーグナー ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 サー・ゲオルグ・ショルティ（Ｃ） 140024233  C1 ﾜ  管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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豊栄 ４大ヴァイオリン協奏曲／ベートーヴェン；［ほか］ 浦川宜也（ＶＬＮ） スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団 140019563  C1 ｳ  協奏曲作曲家別

豊栄 ヴィオラ協奏曲；ヴァイオリン協奏曲ロ短調／ウォルトン ピーター・シドロフ（ＶＬＡ）（１） アイオナ・ブラウン（ＶＬＮ）（２） 140016213  C1 ｳ  協奏曲作曲家別

豊栄 ヴァイオリン協奏曲第１番嬰ヘ短調作品１４；ヴァイオリン協奏曲第２番ニ短調作品２２／ヴィエニアフスキー イツァーク・パールマン（ＶＬＮ） ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 140016189  C1 ｳﾞ  協奏曲作曲家別

豊栄 ヴァイオリンとチェロのための協奏曲集／ヴィヴァルディ クリストフ・コワン（ＶＬＣ）（１，３，５，６） イル・ジャルディーノ・アルモニコ（ＳＴＲＳ） 140024464  C1 ｳﾞ  協奏曲作曲家別

豊栄 四季：協奏曲集［ほか］／ヴィヴァルディ マリアーナ・シルブ（ＶＬＮ） 野入志津子（ＬＵＴＥ）（１－４） 140024456  C1 ｳﾞ  協奏曲作曲家別

豊栄 リュート＆マンドリン協奏曲集／ヴィヴァルディ イル・ジャルディーノ・アルモニコ（ＥＮＳ） ジョヴァンニ・アントニーニ（Ｃ） 140060443  C1 ｳﾞ  協奏曲作曲家別

豊栄 リュート＆マンドリン協奏曲集／ヴィヴァルディ イル・ジャルディーノ・アルモニコ（ＥＮＳ） ジョヴァンニ・アントニーニ（Ｃ） 140024472  C1 ｳﾞ  協奏曲作曲家別

豊栄 ヴァイオリン・ソナタ：第１番－第３番／グリーグ 伊藤奏子（ＶＬＮ） フィリップ・モル（ＰＦ） 140016684  C1 ｸﾞ  協奏曲作曲家別

豊栄 三重奏曲全集／シューベルト グリュミオー・トリオ（１，２） ボザール・トリオ（３～６） 140016700  C1 ｼ  協奏曲作曲家別

豊栄 ホルン協奏曲集／Ｒ．シュトラウス マリー・マクラフリン（Ｓ）（４） バリー・タックウェル（ＨＲ） 140016262  C1 ｼ  協奏曲作曲家別

豊栄 ヴァイオリンとピアノのための作品集／ストラヴィンスキー ジェラール・プーレ（ＶＬＮ） ノエル・リー（ＰＦ） 140016742  C1 ｽ  協奏曲作曲家別

豊栄 ツィゴイネルワイゼン～パッション／諏訪内晶子（ＶＬＮ） 諏訪内晶子（ＶＬＮ） ブダペスト祝祭管弦楽団 140024480  C1 ｽ  協奏曲作曲家別

豊栄 奇蹟のヴェール：１９８９；ウェイク・アップ・・・アンド・ダイ：［１９９６？］／タヴナー ヨーヨー・マ（ＶＬＣ） ボルティモア交響楽団 140016767  C1 ﾀ  協奏曲作曲家別

豊栄 ヴァイオリンのための作品集／チャイコフスキー カリーン・アダム（ＶＬＮ） ドリス・アダム（ＰＦ）（１，２，４） 140024506  C1 ﾁ  協奏曲作曲家別

豊栄 ヴァイオリン協奏曲第２番：Ｓｚ．１１２［ほか］／バルトーク チョン・キョン＝ファ（ＶＬＮ） バーミンガム市交響楽団 140016361  C1 ﾊﾞ  協奏曲作曲家別

豊栄 管弦楽のための協奏曲作品３８［ほか］／ヒンデミット ミシェル・グートマン（ＶＬＮ）（２，３） フィルハーモニア管弦楽団 140016379  C1 ﾋ  協奏曲作曲家別

豊栄 ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品７７；ヴァイオリン・ソナタ第３番ニ短調作品１０８／ブラームス マキシム・ヴェンゲーロフ（ＶＬＮ） シカゴ交響楽団（１） 140016387  C1 ﾌﾞ  協奏曲作曲家別

豊栄 ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調作品１０２／ブラームス 豊島泰嗣（ＶＬＮ） 上村昇（ＶＬＣ） 140016395  C1 ﾌﾞ  協奏曲作曲家別

豊栄 ヴァイオリン協奏曲第１番ニ長調作品１９［ほか］／プロコフィエフ ヨゼフ・シゲティ（ＶＬＮ） アルトゥール・バルサム（ＰＦ）（２，３） 140016445  C1 ﾌﾟ  協奏曲作曲家別

豊栄 ヴァイオリン協奏曲：ある天使の思い出に；室内協奏曲：ピアノ、ヴァイオリンと１３管楽器のための／ベルク 渡辺玲子（ＶＬＮ） アンドレア・ルケシーニ（ＰＦ）（２） 140016478  C1 ﾍﾞ  協奏曲作曲家別

豊栄 雨の歌：マイスキー・ブラームス名曲集／ミッシャ・マイスキー（ＶＬＣ） ミッシャ・マイスキー（ＶＬＣ） パーヴェル・ギリロフ（ＰＦ） 140016791  C1 ﾏ  協奏曲作曲家別

豊栄 フルートとハープのための協奏曲ハ長調Ｋ．２９９［ほか］／モーツァルト イレーナ・グラフェナウアー（ＦＬ） マリア・グラーフ（ＨＰ）（１） 140020371  C1 ﾓ  協奏曲作曲家別

豊栄 イタリア・バロック協奏曲集 オレル・ニコレ（ＦＬ）（２，６） ハインツ・ホリガー（ＯＢ）（１，３，４，７） 140016593  C1 ｲ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 チェロ協奏曲ホ短調作品８５；エニグマ変奏曲：独創主題による変奏曲「謎」：作品３６／エルガー ジャクリーヌ・デュ・プレ（ＶＬＣ）（１） フィラデルフィア管弦楽団（１） 140016221  C1 ｴ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 シャロン・カム・コンチェルト／シャロン・カム（ＣＬ） シャロン・カム（ＣＬ） イタマール・ゴラン（ＰＦ）（３） 140016197  C1 ｼ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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豊栄 チェロ協奏曲ロ短調作品１０４；交響曲第７番ニ短調作品７０／ドヴォルザーク ナターリア・グートマン（ＶＬＣ）（１） フィラデルフィア管弦楽団 140024514  C1 ﾄﾞ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ダブル・コンチェルト：サクソフォーンとチェロのための：１９９７［ほか］／ナイマン ジョン・ハール（ＳＡＸ）（１）ほか フィルハーモニア管弦楽団（１）ほか 140016312  C1 ﾅ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 超絶のトランペット協奏曲集／セルゲイ・ナカリャコフ（ＴＲＰ） セルゲイ・ナカリャコフ（ＴＲＰ） ヴィルテンベルク室内管弦楽団 140060559  C1 ﾅ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 超絶のトランペット協奏曲集／セルゲイ・ナカリャコフ（ＴＲＰ） セルゲイ・ナカリャコフ（ＴＲＰ） ヴィルテンベルク室内管弦楽団 140016635  C1 ﾅ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 チェロ協奏曲第１番ハ長調Ｈｏｂ．Ⅶｂ－１［ほか］／ハイドン ハンナ・チャン（ＶＬＣ）（１，３） ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 140020348  C1 ﾊ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 スコットランド幻想曲：作品４６；ヴァイオリン協奏曲第２番ニ短調作品４４／ブルッフ イツァーク・パールマン（ＶＬＮ） イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 140016429  C1 ﾌﾞ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 三重協奏曲：ピアノ，ヴァイオリンとチェロのための：作品５６；ピアノ三重奏曲ニ長調／ベートーヴェン ウィーン・ベートーヴェン・トリオ ウィーン室内管弦楽団（１） 140016460  C1 ﾍﾞ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 サキソフォン協奏曲集／ユジェーヌ・ルソー（ＳＡＸ） ユジェーヌ・ルソー（ＳＡＸ） ポール・ケンツ室内管弦楽団 140016643  C1 ﾙ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 チェロ名演集／ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ（ＶＬＣ） ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ（ＶＬＣ），（Ｃ）（６） コレギウム・ムジクム・チューリヒ（ＳＴＲＳ）（１～４）ほか 140016601  C1 ﾛ  協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ジムノペディ～サティ・ピアノ・ベスト エリック・サティ／作曲 パスカル・ロジェ／ｐ 1113000003895 C 762 ｻ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 エリーゼのために：アシュケナージ珠玉のピアノ名曲集／ヴラディーミル・アシュケナージ（ＰＦ） ヴラディーミル・アシュケナージ（ＰＦ） 140060484  C1 ｱ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲第２番ト短調作品２２［ほか］／サン＝サーンス ジャン・フィリップ＝コラール（ＰＦ） ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 140016254  C1 ｻ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ五重奏曲変ホ長調作品４４［ほか］／シューマン マルタ・アルゲリッチ（ＰＦ） アレクサンドル・ラビノヴィチ（ＰＦ）（２） 140016726  C1 ｼ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲イ短調Ｏｐ．５４；幻想小曲集Ｏｐ．１２／シューマン フリードリヒ・グルダ（ＰＦ） ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団（１） 140016270  C1 ｼ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲第１番ホ短調作品１１／ショパン．［ほか］ ブリギッテ・ファスベンダー（ＭＳ）（９） エリーザベト・レオンスカヤ（ＰＦ） 140016288  C1 ｼ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲第２番ヘ短調作品２１［ほか］／ショパン ヴラディーミル・アシュケナージ（ＰＦ） ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団（１） 140024498  C1 ｼ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲第１番変ロ短調作品２３；ピアノ協奏曲第２番ト長調作品４４／チャイコフスキー シューラ・チェルカスキー（ＰＦ） ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 140016296  C1 ﾁ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 別れの曲：中村紘子が選ぶショパン名曲集／中村紘子（ＰＦ） 中村紘子（ＰＦ） 140017070  C1 ﾅ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ・トリオ集／ハイドン ブラームス・トリオ・ワイマール 140016783  C1 ﾊ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲集／Ｊ．Ｓ．バッハ グレン・グールド（ＰＦ） コロンビア交響楽団 140016346  C1 ﾊﾞ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲全集／バルトーク アンドラーシュ・シフ（ＰＦ） ブダペスト祝祭管弦楽団 140016353  C1 ﾊﾞ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ名曲 イエルク・デムス（ＰＦ）（１）ほか 140025123  C1 ﾋﾟ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ五重奏曲ヘ短調作品３４；２つのラプソディ作品７９／ブラームス 永冨和子（ＰＦ） ベルリン弦楽四重奏団（１） 140050832  C1 ﾌﾞ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲：１９４９［ほか］／プーランク シルヴィア・グリーンバーグ（Ｓ）（７） パスカル・ロジェ（ＰＦ）（１，２）ほか 140016403  C1 ﾌﾟ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲第１番変ニ長調作品１０；ピアノ協奏曲第３番ハ長調作品２６／プロコフィエフ エフゲニー・キーシン（ＰＦ） ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 140016437  C1 ﾌﾟ  鍵盤楽曲作曲家別
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豊栄 ピアノ協奏曲全集／ベートーヴェン ヴラディーミル・アシュケナージ（ＰＦ） ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団（１－５） 140016452  C1 ﾍﾞ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ三重奏曲全集：作品４９［＆］作品６６／メンデルスゾーン ウィーン・ベートーヴェン・トリオ 140016817  C1 ﾒ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲第１番ヘ長調Ｋ．３７［ほか］／モーツァルト ダニエル・バレンボイム（ＰＦ，Ｃ） イギリス室内管弦楽団 140016510  C1 ﾓ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲ト長調［ほか］／ラヴェル マルタ・アルゲリッチ（ＰＦ）（１） ミシェル・ベロフ（ＰＦ）（２） 140016551  C1 ﾗ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ピアノ協奏曲第１番変ホ長調［ほか］／リスト ミッシャ・ディヒター（ＰＦ） ピッツバーグ交響楽団（１，２） 140016585  C1 ﾘ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 メリー・ウィドウ：喜歌劇：全曲／レハール エッダ・モーザー（Ｓ） ヘレン・ドナート（Ｓ） 140017369  C1 ﾜ  鍵盤楽曲作曲家別

豊栄 ＴＨＥ　ＢＥＳＴ 辻井伸行 1113000003957 C 762 ﾂ  鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 エリーゼのために～クラシック・ピアノ・ベスト 1113000003643 C 767 ｴ  鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 イングリット・フジコ・ヘミング フジ子・ヘミング／ｐ 1113000010058 C 767 ﾍ  鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 パウル・クレーへのオマージュ：１９５１［ほか］／シャーンドル・ヴェレシュ アンドラーシュ・シフ（ＰＦ） デーネシュ・ヴァーリョン（ＰＦ）（１） 140016205  C1 ｳﾞ  鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 英雄ポロネーズ：ピアノ名曲集／近藤嘉宏（ＰＦ） 近藤嘉宏（ＰＦ） 140017104  C1 ｺ  鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 交響曲第４番：ロマンティック：ハース版／ブルックナー 新日本フィルハーモニー交響楽団 朝比奈隆（Ｃ） 140019530  C1 ｱ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第６番ホ短調；田園交響曲：交響曲第３番／ヴォーン・ウィリアムズ ヴァレリー・ヒル（Ｓ）（２） ＢＢＣ交響楽団 140014739  C1 ｳﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第７番：南極交響曲；交響曲第３番：田園交響曲／ヴォーン・ウィリアムズ パトリシア・ロザリオ（Ｓ） ＢＢＣ交響合唱団女性合唱（１） 140023516  C1 ｳﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲全集／オネゲル バイエルン放送交響楽団 シャルル・デュトワ（Ｃ） 140014754  C1 ｵ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２２番：レット・イット・ビー；交響曲第２３番：私はイエス／カラマーノフ ベルリン・ドイツ交響楽団 ヴラディーミル・アシュケナージ（Ｃ） 140014762  C1 ｶ  交響曲作曲家別

豊栄 パブロ・カザルス不滅の記念碑９：ホワイトハウス・コンサート／メンデルスゾーン［ほか］ パブロ・カザルス（ＶＬＣ） ミエチスラフ・ホルショフスキー（ＰＦ） 140016924  C1 ｶ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１番ニ長調；交響曲第２番変ホ長調／グノー トゥールーズ・カピトール国立管弦楽団 ミシェル・プラッソン（Ｃ） 140023532  C1 ｸﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第３番［ほか］／グラス シュトゥットガルト室内管弦楽団（１，２，４） ウィーン放送交響楽団（３，５） 140023540  C1 ｸﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 悲歌のシンフォニー：交響曲第３番作品３６／グレツキ ドーン・アップショウ（Ｓ） ロンドン・シンフォニエッタ 140023557  C1 ｸﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第３番；静かな都会／コープランド ニューヨーク・フィルハーモニック レナード・バーンスタイン（Ｃ） 140023565  C1 ｺ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲全集／サン＝サーンス ベルナール・ガヴォティ（ＯＲＧ）（４） フランス国立放送局管弦楽団 140023573  C1 ｻ  交響曲作曲家別

豊栄 交響詩集／サン＝サーンス チョン・キョンファ（ＶＬＮ）（４，５） フィルハーモニア管弦楽団（１－３，６，７） 140015280  C1 ｻ  交響曲作曲家別

豊栄 アルプス交響曲：作品６４／リヒャルト・シュトラウス ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140020165  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 家庭交響曲；ドン・ファン／Ｒ．シュトラウス ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヴィルヘルム・フルトヴェングラー（Ｃ） 140020157  C1 ｼ  交響曲作曲家別
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豊栄 交響曲第１番：春；交響曲第３番：ライン／シューマン ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140019522  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１番ホ短調作品３９；交響曲第６番ニ短調作品１０４／シベリウス ベルリン交響楽団 クルト・ザンデルリンク（Ｃ） 140020124  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番ニ長調Ｏｐ．４３［ほか］／シベリウス フィラデルフィア管弦楽団合唱団（４） フィラデルフィア管弦楽団 140060476  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番ニ長調Ｏｐ．４３［ほか］／シベリウス フィラデルフィア管弦楽団合唱団（４） フィラデルフィア管弦楽団 140023318  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番ハ長調作品６１；交響曲第３番変ホ長調作品９７：ライン／シューマン ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 フランツ・ウェルザー＝メスト（Ｃ） 140023607  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番ロ長調作品１４：１０月革命に捧ぐ；交響曲第３番変ホ長調作品２０／ショスタコーヴィチ ロンドン・ヴォイシズ ロンドン交響楽団 140023615  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第３番ハ長調作品５２；交響曲第６番ニ短調作品１０４／シベリウス ボーンマス交響楽団 パーヴォ・ベルグルンド（Ｃ） 140020132  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第４番イ短調作品６３［ほか］／シベリウス ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140023581  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第４番作品６０：サンフォニー・コンセルタント；ハルナシェ：バレエ・パントマイム：作品５５／シマノフスキ イェジ・クネティク（Ｔ）（２） ピオトル・パレチニ（ＰＦ）（１） 140023599  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第４番ニ短調作品１２０；マンフレッド：序曲：作品１１５／シューマン ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヴィルヘルム・フルトヴェングラー（Ｃ） 140014804  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第５番作品４７：革命／ショスタコーヴィチ フランクフルト放送交響楽団 エリアフ・インバル（Ｃ） 140020173  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第５番変ホ長調作品８２［ほか］／シベリウス ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140020140  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第７番ハ長調作品１０５［ほか］／シベリウス ボーンマス交響楽団 パーヴォ・ベルグルンド（Ｃ） 140014770  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第７番ハ長調作品６０：レニングラード／ショスタコーヴィチ ナショナル交響楽団 ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ（Ｃ） 140020181  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１２番Ｏｐ．１１２：１９１７年；森の歌：カンタータ：Ｏｐ．８１／ショスタコーヴィチ ヴィタリー・キリチェフスキー（Ｔ）（２） イワン・ペトロフ（ＢＳ）（２） 140020207  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 ムラヴィンスキーの真髄：７／エフゲニー・ムラヴィンスキー（Ｃ） レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 エフゲニー・ムラヴィンスキー（Ｃ） 140023623  C1 ｼ  交響曲作曲家別

豊栄 わが祖国：連作交響詩：全曲／スメタナ チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 カレル・アンチェル（Ｃ） 140015371  C1 ｽ  交響曲作曲家別

豊栄 ２１世紀へのメッセージ：Ｖｏｌ．４：武満徹作品集／オーケストラ・アンサンブル金沢；岩城宏之（Ｃ） 堀正文（ＶＬＮ）（３） クリスティアン・リンドバーグ（ＴＲＢ）（４） 140024720  C1 ﾀ  交響曲作曲家別

豊栄 オーケストラ作品集：４／武満徹 浜田理恵（Ｓ）（２） 東京都交響楽団 140024696  C1 ﾀ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第３番［ほか］／ダイヤモンド ヤーノシュ・シュタルケル（ＶＬＣ）（３） ニューヨーク室内管弦楽団（１） 140014820  C1 ﾀﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１番作品１３：冬の日の幻想［ほか］／チャイコフスキー ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140023631  C1 ﾁ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番作品１７：小ロシア；大序曲”１８１２年”／チャイコフスキー ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140023649  C1 ﾁ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第３番ニ長調作品２９：ポーランド；ロメオとジュリエット：幻想序曲／チャイコフスキー ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 ムスティスラフ・ロストロポーヴィッチ（Ｃ） 140014838  C1 ﾁ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第４番ヘ短調作品３６；イタリア奇想曲：作品４５／チャイコフスキー ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 小澤征爾（Ｃ） 140020215  C1 ﾁ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第５番ホ短調作品６４；眠れる森の美女：バレエ組曲：作品６６ａ／チャイコフスキー ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140014846  C1 ﾁ  交響曲作曲家別
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豊栄 交響曲第６番ロ短調作品７４：悲愴／チャイコフスキー ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヴィルヘルム・フルトヴェングラー（Ｃ） 140020223  C1 ﾁ  交響曲作曲家別

豊栄 交響的スケッチ［ほか］／チャドウィック チェコ国立フィルハーモニック ホセ・セレブリエール（Ｃ） 140015421  C1 ﾁ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第３番：ソプラノと管弦楽；コレルリの主題によるファンタジア・コンチェルタンテ／ティペット デイム・ジョセフィーヌ・バーストウ（Ｓ）（２） ＢＢＣ交響楽団 140020272  C1 ﾃ  交響曲作曲家別

豊栄 交響的変態：１９６５；レーニン：管弦楽音楽第３番：１９６９／デッサウ ワルター・オルベルツ（ＰＦ）（２） ベルリン［国立］歌劇場合唱団（２） 140015439  C1 ﾃﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１番ハ短調Ｂ．９：ズロニツェの鐘／ドヴォルザーク チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 ヴァーツラフ・ノイマン（Ｃ） 140023656  C1 ﾄﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番変ロ長調作品４：Ｂ．１２／ドヴォルザーク チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 ヴァーツラフ・ノイマン（Ｃ） 140023672  C1 ﾄﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第３番変ホ長調作品１０；交響曲第７番ニ短調作品７０／ドヴォルザーク ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 チョン・ミュンフン（Ｃ） 140023664  C1 ﾄﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第６番ニ長調作品６０：Ｂ１１２［ほか］／ドヴォルザーク チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 カレル・アンチェル（Ｃ） 140014853  C1 ﾄﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１番ト短調作品７；ヴァイオリン協奏曲作品３３／ニールセン ヘンリク・ハンニスダル（ＶＬＮ）（２） ノルウェー放送管弦楽団 140023698  C1 ﾆ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第４番Ｏｐ．３４：レクイエム［ほか］／ハンソン シアトル交響合唱団（３） シアトル交響楽団（１，３，５） 140014903  C1 ﾊ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１００番ト長調：軍隊［ほか］／ハイドン ユング・シャエフトライン（ＯＢ）ほか（３） ウィーン国立歌劇場管弦楽団（１） 140023706  C1 ﾊ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１０２番変ロ長調Ｈｏｂ．Ⅰ－１０２；交響曲第１０４番ニ長調Ｈｏｂ．Ⅰ－１０４／ハイドン ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 オットー・クレンペラー（Ｃ） 140014879  C1 ﾊ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第４４番ホ短調Ｈｏｂ．Ⅰ，４４：悲しみ［ほか］／ハイドン イングリッシュ・コンサート トレヴァー・ピノック（ＨＰＳＣ，Ｃ） 140019548  C1 ﾊ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第９４番ト長調：驚がく［ほか］／ハイドン フィルハーモニア・フンガリカ アンタル・ドラティ（Ｃ） 140014861  C1 ﾊ  交響曲作曲家別

豊栄 ヴィンシャーマン・コンダクツ・バッハ 金昌国（ＦＬ）（１） ヴァルデマール・デーリング（ＨＰＳＣ）（２） 140024159  C1 ﾊﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 画家マティス：交響曲［ほか］／パウル・ヒンデミット イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 レナード・バーンスタイン（Ｃ） 140017542  C1 ﾊﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番［ほか］／アイヴズ ニューヨーク・フィルハーモニック レナード・バーンスタイン（Ｃ） 140017534  C1 ﾊﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 四つのシンフォニア／Ｃ．Ｐ．Ｅ．バッハ ベルリン室内管弦楽団 ヘルムート・コッホ（Ｃ） 140014887  C1 ﾊﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 ４つのシンフォニア集／Ｃ．Ｐ．Ｅ．バッハ ミュンヘン・バッハ管弦楽団 カール・リヒター（Ｃ） 140014895  C1 ﾊﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲ハ長調［ほか］／ビゼー 国立リヨン管弦楽団 エマニュエル・クリヴィヌ（Ｃ） 140023714  C1 ﾋﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲ハ長調［ほか］／ビゼー トゥールーズ・カピトール国立管弦楽団 ミシェル・プラッソン（Ｃ） 140023722  C1 ﾋﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲ニ短調；プシシェ：交響詩：［抜粋］／フランク 国立リヨン管弦楽団 エマニュエル・クリヴィヌ（Ｃ） 140023763  C1 ﾌ  交響曲作曲家別

豊栄 交響詩集／フランク アルド・チッコリーニ（ＰＦ）（３） ベルギー国立管弦楽団 140015553  C1 ﾌ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１番ハ短調作品６８；運命の女神の歌：作品８９／ブラームス ベルリン放送合唱団（２） ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 140023730  C1 ﾌﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番ニ長調作品７３／ブラームス 大阪フィルハーモニー交響楽団 朝比奈隆（Ｃ） 140023748  C1 ﾌﾞ  交響曲作曲家別
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豊栄 交響曲第２番ハ短調：Ｗ．キャラガン校訂による１８７２年初稿／ブルックナー リンツ・ブルックナー交響楽団 クルト・アイヒホルン（Ｃ） 140023771  C1 ﾌﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第４番ホ短調作品９８［ほか］／ブラームス ベルリン放送合唱団（２） ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 140023755  C1 ﾌﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第５番変ロ長調：ノヴァーク版／ブルックナー リンツ・ブルックナー管弦楽団 クルト・アイヒホルン（Ｃ） 140023789  C1 ﾌﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第７番ホ長調：ノヴァーク版／ブルックナー リンツ・ブルックナー交響楽団 クルト・アイヒホルン（Ｃ） 140023797  C1 ﾌﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第８番ハ短調：ノヴァーク版，１８９０年／ブルックナー リンツ・ブルックナー交響楽団 クルト・アイヒホルン（Ｃ） 140023805  C1 ﾌﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第９番ニ短調：終楽章付／ブルックナー リンツ・ブルックナー管弦楽団 クルト・アイヒホルン（Ｃ） 140023813  C1 ﾌﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 ブーニン：決定版 スタニスラフ・ブーニン（ＰＦ） 140017088  C1 ﾌﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１番ニ長調Ｏｐ．２５：古典［ほか］／プロコフィエフ ロンドン交響楽団 クラウディオ・アバド（Ｃ） 140014911  C1 ﾌﾟ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第９番：混声合唱と管弦楽のための：１９９７／ヘンツェ ベルリン放送合唱団 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 140014960  C1 ﾍ  交響曲作曲家別

豊栄 幻想交響曲：作品１４：ある芸術家の生涯の挿話／ベルリオーズ．舞踏への招待：作品６５／ウェーバー ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140023888  C1 ﾍﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番；交響曲第４番／ベートーヴェン ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140023839  C1 ﾍﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第３番変ホ長調作品５５：英雄／ベートーヴェン 大阪フィルハーモニー交響楽団 朝比奈隆（Ｃ） 140023847  C1 ﾍﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第７番イ長調作品９２／ベートーヴェン 大阪フィルハーモニー交響楽団 朝比奈隆（Ｃ） 140023854  C1 ﾍﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第８番ヘ長調作品９３；交響曲第９番ニ短調作品１２５：合唱／ベートーヴェン エミリア・クンダリ（Ｓ）ほか（２） ウェストミンスター合唱団（２） 140014929  C1 ﾍﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第９番ニ短調作品１２５：合唱／ベートーヴェン 井岡潤子（Ｓ） 伊原直子（Ａ） 140023862  C1 ﾍﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 惑星：組曲：作品３２／ホルスト ニュー・イングランド音楽院合唱団 ボストン交響楽団 140015595  C1 ﾎ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１番変ホ長調［ほか］／ボロディン ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 ヴラディミール・アシュケナージ（Ｃ） 140023896  C1 ﾎﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 シンフォニア集作品１２／ボッケリーニ ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 レイモンド・レパード（Ｃ） 140014978  C1 ﾎﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 ８つのシンフォニア／ボイス イングリッシュ・コンサート トレヴァー・ピノック（ＨＰＳＣ，Ｃ） 140015587  C1 ﾎﾞ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１番ニ長調：巨人／マーラー ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 クラウディオ・アバド（Ｃ） 140014994  C1 ﾏ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第１番ハ短調作品４；交響曲第３番変ロ短調作品１１／マニャール トゥールーズ・カピトール国立管弦楽団 ミシェル・プラッソン（Ｃ） 140014986  C1 ﾏ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番ハ短調：復活／マーラー キリ・テ・カナワ（Ｓ） マリリン・ホーン（ＭＳ） 140020231  C1 ﾏ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番ハ短調：復活［ほか］／マーラー ロザリンド・プロウライト（Ｓ）（３）ほか フィルハーモニア合唱団（３） 140015009  C1 ﾏ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第４番ト長調／マーラー フレデリカ・フォン・シュターデ（ＭＳ） ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 140023912  C1 ﾏ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第５番嬰ハ短調／マーラー ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 クラウディオ・アバド（Ｃ） 140023920  C1 ﾏ  交響曲作曲家別
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豊栄 交響曲第６番：交響的幻想曲；リディツェ追悼：交響詩／マルチヌー チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 カレル・アンチェル（Ｃ） 140015017  C1 ﾏ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第６番イ短調：悲劇的／マーラー ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 井上道義（Ｃ） 140023938  C1 ﾏ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第７番ホ短調：夜の歌／マーラー ニューヨーク・フィルハーモニック レナード・バーンスタイン（Ｃ） 140023946  C1 ﾏ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲全集：Ⅰ／メンデルスゾーン マーガレット・プライス（Ｓ）ほか（４） ロンドン・フィルハーモニー合唱団（４） 140015033  C1 ﾒ 1 交響曲作曲家別

豊栄 交響曲全集：Ⅱ／メンデルスゾーン レイ・ウッドランド（Ｓ）（４） ヘレン・ワッツ（Ａ）（４） 140015041  C1 ﾒ 2 交響曲作曲家別

豊栄 トゥーランガリーラ交響曲；世の終りのための四重奏曲／メシアン ミシェル・ベロフ（ＰＦ） ジャンヌ・ロリオ（ＯＮＤＥＳ ＭＡＲＴＥＮＯＴ）（１）ほか 140015025  C1 ﾒ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第３５番ニ長調Ｋ．３８５：ハフナー；交響曲第３６番ハ長調Ｋ．４２５：リンツ／モーツァルト ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 ニコラウス・アーノンクール（Ｃ） 140023953  C1 ﾓ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第３８番ニ長調Ｋ．５０４：プラハ；交響曲第３９番変ホ長調Ｋ．５４３／モーツァルト ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ジェイムズ・レヴァイン（Ｃ） 140050790  C1 ﾓ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第４１番ハ長調Ｋ．５５１：ジュピター；交響曲第３５番ニ長調Ｋ．３８５：ハフナー／モーツァルト コロンビア交響楽団 ブルーノ・ワルター（Ｃ） 140015066  C1 ﾓ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第４１番ハ長調Ｋ．５５１：ジュピター［ほか］／モーツァルト ピーター・ピアーズ（Ｔ）（３，４） イギリス室内管弦楽団 140023961  C1 ﾓ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第２番ホ短調Ｏｐ．２７／ラフマニノフ 東京交響楽団 大友直人（Ｃ） 140023979  C1 ﾗ  交響曲作曲家別

豊栄 交響詩集／リスト ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団（１～３）ほか サー・ゲオルグ・ショルティ（Ｃ）（１～６） 140015694  C1 ﾘ  交響曲作曲家別

豊栄 レ・プレリュード：交響詩［ほか］／リスト ニューヨーク・フィルハーモニック（１，２） フィラデルフィア管弦楽団（３，４） 140015702  C1 ﾘ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲全集／ルーセル フランス国立管弦楽団 シャルル・デュトワ（Ｃ） 140015082  C1 ﾙ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲集：［選集］／ロゼッティ コンチェルト・ケルン 140015090  C1 ﾛ  交響曲作曲家別

豊栄 交響曲第３番ホ長調：ソリスト、合唱と管弦楽のための／ロパルツ フランソワーズ・ポレ（Ｓ） ナタリー・シュトゥッツマン（Ａ） 140015108  C1 ﾛ  交響曲作曲家別

豊栄 序曲集／ロッシーニ スカラ座フィルハーモニー管弦楽団 リッカルド・シャイー（Ｃ） 140015751  C1 ﾛ  交響曲作曲家別

豊栄 朝比奈隆バースデイ・コンサート’９６／大阪フィルハーモニー交響楽団；朝比奈隆（Ｃ） 林誠（Ｔ）（３，５） 大阪フィルハーモニー交響楽団 140015801  C1 ｱ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 バロック名曲集／イタリア合奏団 イタリア合奏団 140016833  C1 ｲ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ベルシャザールの饗宴：オラトリオ［ほか］／ウォルトン スティーヴン・ロバーツ（ＢＲ）（１） ＢＢＣシンガーズほか（１） 140015199  C1 ｳ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 くまんばちの飛行：ロシア名曲集／ヴラディーミル・アシュケナージ（Ｃ） ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団（１，２） フィルハーモニア管弦楽団（３～５） 140015819  C1 ｳﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 交響曲第２番：ロンドン交響曲：１９２０年改稿版；交響曲第８番ニ短調／ヴォーン・ウィリアムズ ＢＢＣ交響楽団 アンドリュー・デイヴィス（Ｃ） 140014721  C1 ｳﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 交響曲第９番ホ短調；ヨブ：舞踊のための仮面劇／ヴォーン・ウィリアムズ ＢＢＣ交響楽団 アンドリュー・デイヴィス（Ｃ） 140023524  C1 ｳﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 エニグマ（謎）変奏曲：作品３６［ほか］／エルガー ＢＢＣ交響楽団 レナード・バーンスタイン（Ｃ） 140015223  C1 ｴ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 交響曲第１番変イ長調作品５５［ほか］／エルガー ＢＢＣ交響楽団 アンドリュー・デイヴィス（Ｃ） 140014747  C1 ｴ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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豊栄 小澤征爾スペシャル／小澤征爾（Ｃ） ボストン交響楽団（１，７）ほか 小澤征爾（Ｃ） 140024308  C1 ｵ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 小澤征爾スペシャル／小澤征爾（Ｃ） ボストン交響楽団（１，７）ほか 小澤征爾（Ｃ） 140060500  C1 ｵ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 小澤征爾プレイズ・バッハ タングルウッド祝祭合唱団（４） ボストン交響楽団 140015504  C1 ｵ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 モルダウ：交響詩／スメタナ．［ほか］ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140024332  C1 ｶ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ホルベルク組曲：管弦楽名曲集第１集／グリーグ フィルハーモニア管弦楽団 ジョージ・ウェルドン（Ｃ） 140020256  C1 ｸﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 女の一生：ロココ最盛期のコンセール集／ミシェル・コレット ジェラール・カルティニー室内管弦楽団 ジェラール・カルティニー（Ｃ） 140015272  C1 ｺ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ザ・ポピュリスト：３大バレエ組曲／コープランド サンフランシスコ交響楽団 マイケル・ティルソン・トーマス（Ｃ） 140024043  C1 ｺ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 動物の謝肉祭：組曲／サン＝サーンス．典型的動物：組曲／プーランク アルド・チッコリーニ（ＰＦ）ほか（１） パリ音楽院管弦楽団 140024050  C1 ｻ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アルプス交響曲：Ｏｐ．６４；ドン・ファン：交響詩：Ｏｐ．２０／Ｒ．シュトラウス クリーヴランド管弦楽団 ヴラディーミル・アシュケナージ（Ｃ） 140014788  C1 ｼ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 弦楽のための交響曲：交響曲第５番［ほか］／Ｗ．シューマン シアトル交響楽団 ジェラード・シュワルツ（Ｃ） 140015330  C1 ｼ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 交響曲第９番ハ長調Ｄ．９４４：ザ・グレイト／シューベルト ボストン交響楽団 サー・コリン・デイヴィス（Ｃ） 140014796  C1 ｼ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 交響曲第１１番ト短調作品１０３：１９０５年／ショスタコーヴィチ ＢＢＣ交響楽団 サー・ジョン・プリッチャード（Ｃ） 140020199  C1 ｼ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 シュトラウス・コンサート／ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140024084  C1 ｼ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 詩篇交響曲［ほか］／ストラヴィンスキー ロンドン・フィルハーモニー合唱団（１） ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団（１） 140014812  C1 ｽ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 蓮華化生：西村朗管弦楽作品集 神野明（ＰＦ）（４）ほか 東京交響楽団（１，２，４）ほか 140024753  C1 ﾆ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 Ｇ線上のアリア／長谷川陽子（ＶＬＣ） 長谷川陽子（ＶＬＣ） 長尾洋史（ＰＦ） 140016965  C1 ﾊ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 レールモントフ組曲［ほか］／Ａ．ハチャトゥリアン アルメニア・フィルハーモニー管弦楽団 ロリス・チェクナヴォリアン（Ｃ） 140024142  C1 ﾊ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 様々な小品集／Ｊ．Ｓ．バッハ アグネス・ギーベル（Ｓ）（２，１０，１３－１５，１８，２１）ほか グスタフ・レオンハルト（ＨＰＳＣ，ＯＲＧ）（第１２曲を除く） 140020405  C1 ﾊﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 画家マチス；ウェーバーの主題による交響的変容［ほか］／ヒンデミット サンフランシスコ交響楽団 ヘルベルト・ブロムシュテット（Ｃ） 140015538  C1 ﾋ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 海＆カルメン組曲：フランス管弦楽曲集／ＮＢＣ交響楽団；アルトゥーロ・トスカニーニ（Ｃ） ＮＢＣ交響楽団 アルトゥーロ・トスカニーニ（Ｃ） 140024365  C1 ﾌ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ベルリン・フィルと偉大な指揮者たち フランシスコ・アライサ（Ｔ）（１１） ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 140015124  C1 ﾍ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 イタリアのハロルド：ヴィオラ独奏付きの交響曲：作品１６［ほか］／ベルリオーズ ローラン・ヴェルネイ（ＶＬＡ）（４） パリ・バスティーユ管弦楽団 140014945  C1 ﾍﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 幻想交響曲：作品１４；レリオ（生への復帰）：作品１４ｂｉｓ：リリック・モノドラマ／ベルリオーズ ダニエル・メスギシュ（ＮＡＲ）（２） キース・レウィス（Ｔ）（２） 140014952  C1 ﾍﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 交響曲第７番イ長調作品９２／ベートーヴェン．４つの海の間奏曲：歌劇《ピーター・グライムズ》／ブリテン ボストン交響楽団 レナード・バーンスタイン（Ｃ） 140023870  C1 ﾍﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 交響曲第７番イ長調作品９２／ベートーヴェン．４つの海の間奏曲：歌劇《ピーター・グライムズ》／ブリテン ボストン交響楽団 レナード・バーンスタイン（Ｃ） 140014937  C1 ﾍﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

125 / 130 ページ



令和3年4月現在豊栄図書館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

豊栄 ≪ルル≫組曲：５つの交響的小品：１９３４［ほか］／ベルク アレッサンドラ・マーク（Ｓ）（２，３） ドレスデン・シュターツカペレ 140020314  C1 ﾍﾞ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 威風堂々：マーチの祭典 フィラデルフィア管弦楽団 ユージン・オーマンディ（Ｃ） 140024316  C1 ﾏ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 威風堂々：マーチの祭典 フィラデルフィア管弦楽団 ユージン・オーマンディ（Ｃ） 140015876  C1 ﾏ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 「涅槃」交響曲：１９５８：奈良法相宗薬師寺聲明「薬師悔過（やくしけか）」［付き］／黛敏郎 東京混声合唱団 東京都交響楽団 140024761  C1 ﾏ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 トゥランガリーラ交響曲／メシアン ジャン＝イヴ・ティボーデ（ＰＦ） 原田節（ＯＮＤＥＳ ＭＡＲＴＥＮＯＴ） 140020249  C1 ﾒ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ハープのための協奏曲集／吉野直子（ＨＰ） 吉野直子（ＨＰ） フィルハーモニック・ヴィルトゥオーゾ・ベルリン 140016650  C1 ﾖ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 最後のピエロ：バレエ音楽：Ｏｐ．１９；交響曲第１番Ｏｐ．５／ラートハウス ベルリン・ドイツ交響楽団 イスラエル・イーノン（Ｃ） 140015074  C1 ﾗ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 シェエラザード：交響組曲：作品３５；スペイン奇想曲：作品３４／リムスキー＝コルサコフ ボストン交響楽団（１） エーテボリ交響楽団（２） 140015710  C1 ﾘ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ファウスト交響曲：ケラーマン版／リスト パリ音楽院管弦楽団 アタウルフォ・アルヘンタ（Ｃ） 140023987  C1 ﾘ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 レブエルタス作品集／ロスアンジェルス・フィルハーモニック；エサ＝ペッカ・サロネン（Ｃ） ロスアンジェルス・フィルハーモニック エサ＝ペッカ・サロネン（Ｃ） 140015744  C1 ﾚ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ベスト・オブ・クラシック・ミュージック／カラベリ・グランド・オーケストラ カラベリ・グランド・オーケストラ 140026212  C2 ｶ  交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 リュートのためのソナタ集／ヴァイス ルッツ・キルヒホーフ（バロック・リュート） 140020389  C1 ｳﾞ  室内楽曲作曲家別

豊栄 Ｊ．Ｓ．バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第２番｜バルトーク：ヴァイオリン・ソナタ第１番 バルトーク／作曲 ヨハン・セバスティアン・バッハ／作曲 1113000001101  C1 ｺﾞ  室内楽曲作曲家別

豊栄 神聖な舞曲と世俗的な舞曲：ハープと弦楽合奏のための［ほか］／ドビュッシー 工藤重典（ＦＬ）（１） ジェラール・コーセ（ＶＬＡ）（１） 140016775  C1 ﾄﾞ  室内楽曲作曲家別

豊栄 前奏曲集第１巻；前奏曲集第２巻／ドビュッシー 舘野泉（ＰＦ） 140050840  C1 ﾄﾞ  室内楽曲作曲家別

豊栄 フランク＆プロコフィエフ：フルート・ソナタ集 セルゲイ・セルゲエヴィチ・プロコフィエフ／作曲 セザール・フランク／作曲 1113000001148  C1 ﾌ  室内楽曲作曲家別

豊栄 中期弦楽四重奏曲集／ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン タカーチ弦楽四重奏団 140050824  C1 ﾍﾞ  室内楽曲作曲家別

豊栄 リッキー・モスクワ・ライヴ：２／ミハイル・リッキー（ＰＦ） ミハイル・リッキー（ＰＦ） チャイコフスキー大交響楽団（モスクワ放送交響楽団）（３） 140016577  C1 ﾐ  室内楽曲作曲家別

豊栄 雨だれ：ショパン・オン・ハープ／マリサ・ロブレス（ＨＰ） マリサ・ロブレス（ＨＰ） 140016734  C1 ﾛ  室内楽曲作曲家別

豊栄 禁じられた遊び～クラシカル・ギター・ベスト イェラン・セルシェル／ｇ ナルシソ・イエペス／ｇ 1113000003670 C 767 ｷ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ツィゴイネルワイゼン～ヴァイオリン・ベスト 1113000003661 C 767 ﾂ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 白鳥～チェロ・ベスト 1113000003901 C 767 ﾊ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 コンツェルトシュテュック：ピアノとオーケストラのための：ヘ短調：作品７９［ほか］／ウェーバー ロシア・ナショナル管弦楽団 ミハイル・プレトニェフ（ＰＦ）（１），（Ｃ） 140015165  C1 ｳ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ロマンティック・カラヤン／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団；ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140060492  C1 ｶ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ロマンティック・カラヤン／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団；ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140024340  C1 ｶ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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豊栄 超絶のアコーディオン／ジェームズ・クラッブ；ゲイル・ドローグスフォル（ＡＣＯ，ＡＲＲ） ジェームズ・クラッブ（ＡＣＯ） ゲイル・ドローグスフォル（ＡＣＯ） 140017021  C1 ｸ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 レオニード・コーガン大全集：２３：ハチャトゥリヤン，サン＝サーンス作品集 レオニード・コーガン（ＶＬＮ） ナウム・ワルテル（ＰＦ）（３） 140020355  C1 ｺ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 チェロ協奏曲：１９５３－５４［ほか］／ゴルトシュミット ヨーヨー・マ（ＶＬＣ）（１）ほか モントリオール交響楽団（１）ほか 140016247  C1 ｺﾞ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 美しきロスマリン：［クライスラー作品集］／千住真理子（ＶＬＮ） 千住真理子（ＶＬＮ） ゲルハルト・ゲレッチュレーガー（ＰＦ）（１－９，１１－２０） 140016676  C1 ｾ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 千住真理子ロマンティック・コンサート／千住真理子（ＶＬＮ） 千住真理子（ＶＬＮ） ルクセンブルク放送交響楽団 140016932  C1 ｾ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 フォーシーズン／千住真理子（ＶＬＮ） 千住真理子（ＶＬＮ） ゲルハルト・ゲレッチュレーガー（ＰＦ）（３） 140016940  C1 ｾ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 チェロをめぐる日本の響き／堤剛（ＶＬＣ） 堤剛（ＶＬＣ） 若林顕（ＰＦ）（１，５） 140024738  C1 ﾁ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 風のかたみ：宮澤賢治へのオマージュ／藤原真理（ＶＬＣ） 藤原真理（ＶＬＣ） 三宅一徳（ＳＹＮ）ほか 140016973  C1 ﾌ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 シバの女王の入城／ヘンデル．［ほか］ ベルリン・ブラス・アンサンブル 140016882  C1 ﾍ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 カヴァティーナ／村治佳織（ＧＴ） 村治佳織（ＧＴ） 140017005  C1 ﾑ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 はげ山の一夜：交響詩：バス・バリトン、児童合唱、合唱と管弦楽のための版［ほか］／ムソルグスキー マリアンナ・タラソーヴァ（ＭＳ）（２） アナトリー・コチェルガ（ＢＢＲ）（１，２） 140015629  C1 ﾑ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 クラリネット協奏曲イ長調Ｋ．６２２；ファゴット協奏曲変ロ長調Ｋ．１９１（１８６ｅ）／モーツァルト レオポルト・ウラッハ（ＣＬ）（１） カール・エールベルガー（ＦＧＴ）（２） 140016536  C1 ﾓ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 クラリネット協奏曲イ長調ＫＶ６２２［ほか］／モーツァルト ハンス・ダインツァー（ＢＡＳＳＥＴ ＣＬ）（１）ほか コレギウム・アウレウム合奏団 140016502  C1 ﾓ  室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ゴンドラの唄：中山晋平作品集／藍川由美（Ｓ） 藍川由美（Ｓ） 花岡千春（ＰＦ） 140017450  C1 ｱ  声楽曲作曲家別

豊栄 コジ・ファン・トゥッテ：歌劇：全曲／モーツァルト エリザベート・シュワルツコップ（Ｓ） リザ・オットー（Ｓ） 140017336  C1 ｶ  声楽曲作曲家別

豊栄 タンホイザー：歌劇：全３幕／ワーグナー エリザベート・グリュンマー（Ｓ） マリアンネ・シェッヒ（Ｓ） 140017385  C1 ｺ  声楽曲作曲家別

豊栄 詩人の恋：作品４８［ほか］／シューマン ディートリヒ・フィッシャー＝ディースカウ（ＢＲ） イェルク・デムス（ＰＦ）（１） 140024530  C1 ｼ  声楽曲作曲家別

豊栄 水のいのち：合唱作品集／高田三郎 豊中混声合唱団 鎌田龍児（ＲＥＡＤ）（３） 140017443  C1 ﾀ  声楽曲作曲家別

豊栄 ドン・ジョヴァンニ：歌劇：Ｋ．５２７：全曲／モーツァルト エリザベート・シュワルツコップ（Ｓ） リューバ・ヴェリッチ（Ｓ） 140017328  C1 ﾌ  声楽曲作曲家別

豊栄 レクイエムＯｐ．４８［ほか］／フォーレ シュザンヌ・ダンコ（Ｓ）（１） ジェラール・スゼー（ＢＲ）（１） 140024555  C1 ﾌ  声楽曲作曲家別

豊栄 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 1113100000582  C1 ﾏ  声楽曲作曲家別

豊栄 あの日教室で歌った　思い出の合唱曲　あの素晴らしい愛をもう一度 1113000003830 C 762 ァ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 アレルヤ～グレゴリオ聖歌ベスト ミュンスターシュヴァルツァハ修道院聖歌隊 ゴーデハルト・ヨッピヒ神父／指揮 1113000003680 C 762 ｱ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 讃美歌～聖夜，アヴェ・マリア　ベスト チェコ少年合唱団“ボニ・プエリ” 聖ヶ丘教会聖歌隊 1113000002815 C 762 ｻ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ウィーンの森の物語：３人のシュトラウス／ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団；ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140015884  C1 ｳ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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豊栄 ヴォーカル大好き エリー・アーメリング（Ｓ）（１，２，１６，１７）ほか ダルトン・ボールドウィン（ＰＦ）（１，１５）ほか 140025149  C1 ｳﾞ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 歌の宝石箱／ホセ・カレーラス（Ｔ） ホセ・カレーラス（Ｔ） イギリス室内管弦楽団（１－１２，１５，１６）ほか 140017476  C1 ｶ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ハレルヤ！～宗教合唱曲＆アリア集 マーガレット・プライス（Ｓ）（１，２）ほか バイエルン放送合唱団（１，９）ほか 140017500  C1 ｶ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ＮＥＷコーラス大好き 晋友会合唱団 土屋律子（ＰＦ）（２－５，８，９，１１，１５）ほか 140025172  C1 ｺ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ４つの最後の歌［ほか］／Ｒ．シュトラウス リーザ・デラ・カーザ（Ｓ）（１－５，７）ほか ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 140024522  C1 ｼ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 世界の子守歌 エリー・アーメリング（Ｓ）ほか多数 140025180  C1 ｾ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 鳥の歌：パーカッション・オン・クラシック／高橋美智子（ＰＥＲＣ） 高橋美智子（ＰＥＲＣ）ほか 140017054  C1 ﾀ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 野ばら＆美しく青きドナウ：天使の歌声／ウィーン少年合唱団 ウィーン少年合唱団 フランツ・Ｍ・ファルンベルガー（ＰＦ）（１，３，１０－１５） 140024589  C1 ﾉ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 初恋／錦織健（Ｖ） 錦織健（Ｖ） 安田芙充央（ＰＦ）ほか 140024571  C1 ﾊ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ウィーンの森の物語～金と銀：珠玉のワルツ／ボストン・ポップス管弦楽団；アーサー・フィードラー（Ｃ） ボストン・ポップス管弦楽団 アーサー・フィードラー（Ｃ） 140024407  C1 ﾌ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 エーデルワイス／ジュリー・アンドリュース ジュリー・アンドリュース（Ｖ） ロンドン・ミュージシャンズ・オーケストラ 140042664  C2 ｼﾞｭ  声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 ヴォカリーズ～ラフマニノフ・ベスト セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・ラフマニノフ／作曲 1113000003886 C 762 ﾗ  全集作品集作曲家

豊栄 ヴァレーズ作品全集 サラ・レナード（Ｓ）（５，８）ほか フランソワ・ケルドンキュフ（ＰＦ）（７） 140023995  C1 ｳﾞ  全集作品集作曲家

豊栄 エドガー・ヴァレーズ作品集 フィリス・ブリン＝ジュルソン（Ｓ）（２） フランス国立管弦楽団 140015140  C1 ｴ  全集作品集作曲家

豊栄 オッフェンバック序曲集 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ） 140015231  C1 ｵ  全集作品集作曲家

豊栄 室内楽作品集成：１／武満徹 清水高師（ＶＬＮ）（１－３）ほか アルディッティ弦楽四重奏団（６） 140024704  C1 ﾀ  全集作品集作曲家

豊栄 武満徹の音楽／イ・フィアミンギ；ルドルフ・ヴェルテン（Ｃ） イ・フィアミンギ（ＳＴＲＳ）ほか ルドルフ・ヴェルテン（Ｃ） 140024712  C1 ﾀ  全集作品集作曲家

豊栄 オーケストラ作品集／外山雄三 成田繪智子（ＭＳ）（５） 村田四郎（ＦＬ）（４） 140024746  C1 ﾄ  全集作品集作曲家

豊栄 夏の日の思い出：少女アリス第１部／デイヴィッド・デル・トレディチ フィリス・ブリン＝ジュルソン（Ｓ） セントルイス交響楽団 140015447  C1 ﾄ  全集作品集作曲家

豊栄 オーケストラ作品全集：３／ラヴェル フランス国立合唱団 フランス国立管弦楽団 140024217  C1 ﾗ  全集作品集作曲家

豊栄 ウィーンの新風：ヴェーベルン作品集／マウリツィオ・ポリーニ（ＰＦ）；［ほか］ マウリツィオ・ポリーニ（ＰＦ）（５） ピエール＝ローラン・エマール（ＰＦ）（６） 140024027  C1 ｳﾞ  全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

豊栄 哀しみのビートルズ：三枝成彰編曲による／ベルリン・フィル１２人のチェリストたち ベルリン・フィル１２人のチェリストたち 140016874  C1 ｻ  ﾗｲﾄｸﾗｼｯｸ

豊栄 ノヴェンバー・ステップス［ほか］／武満徹 横山勝也（尺八）（１） 鶴田錦史（琵琶）（１） 140024126  C1 ﾀ  ﾗｲﾄｸﾗｼｯｸ

豊栄 氷山ルリの大航海 サム・ウォーターストン（ＮＡＲ） パメラ・フランク（ＶＬＮ） 140015348  C1 ﾌ  ﾗｲﾄｸﾗｼｯｸ

豊栄 親子のためのクラシック 1113000002950 C 762 ｵ  ｸﾗｼｯｸその他
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豊栄 ザ・ベスト　永遠のクラシック名曲集 1113000003984 C 762 ｻﾞ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 マタニティ・クラシック 1113000002978 C 762 ﾏ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 ＴＶ－ＣＭ　クラシック　ベスト 1113000010076 C 768 ﾃ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 イ・ムジチ合奏団ベスト・アルバム イ・ムジチ合奏団 140015843  C1 ｲ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 ７つの大罪：歌付きバレエ；交響曲第２番／クルト・ヴァイル テレサ・ストラータス（Ｓ）ほか（１） 国立リヨン歌劇場管弦楽団 140015116  C1 ｳﾞ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 ブラジル風バッハ（バキアナス・ブラジレイラス）：［抜粋］／ヴィラ＝ロボス ヴィクトリア・デ・ロス・アンヘルス（Ｓ）（１） フェルナンド・ベネデッティ（ＶＬＣ）（１） 140024001  C1 ｳﾞ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 ブラジル風バッハ（バキアナス・ブラジレイラス）：［抜粋］／ヴィラ＝ロボス ヴィクトリア・デ・ロス・アンヘルス（Ｓ）（１） フェルナンド・ベネデッティ（ＶＬＣ）（１） 140015157  C1 ｳﾞ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 王宮のコンセール集：［選集］／Ｆ．クープラン トーマス・インデアミューレ（ＯＢ，ＢＡＲＩＴＯＮＥ ＯＢ） ヘンク・デ・ヴィット（ＦＧＴ） 140016668  C1 ｸ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 こどもクラシック：母とこどものための３分間クラシック クンタとペンギンズオーケストラ 140024860  C1 ｺ 1 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 こどもクラシック：２：親子で聴く楽しいクラシック クンタとファミリーオーケストラ 140024878  C1 ｺ 2 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：１：ドレミの歌；芭蕉布 航空自衛隊南西航空音楽隊 成田俊太郎（Ｃ） 140015967  C1 ｽ 1 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：２ 航空自衛隊西部航空音楽隊 渡部光正（Ｃ） 140015975  C1 ｽ 2 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：３ 航空自衛隊北部航空音楽隊 中村芳文（Ｃ） 140015983  C1 ｽ 3 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：５ 陸上自衛隊東北方面音楽隊 武田晃隊長（Ｃ） 140015991  C1 ｽ 5 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：６ 陸上自衛隊西部方面音楽隊 古荘浩四郎隊長（Ｃ） 140060518  C1 ｽ 6 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：６ 陸上自衛隊西部方面音楽隊 古荘浩四郎隊長（Ｃ） 140016007  C1 ｽ 6 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：７：日本の詩情・遠い日の思い出 陸上自衛隊中央音楽隊 野中図洋和（Ｃ）（４～８，１０～１３，１６～１８） 140016015  C1 ｽ 7 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：８：八木節・信濃の国 陸上自衛隊第１２音楽隊（ＢＲＡＳ，ＣＨＯＲ） 樋口孝博（Ｃ） 140016023  C1 ｽ 8 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：９：キャンディード序曲・子供の情景 陸上自衛隊中部方面音楽隊 高橋俊雄隊長（Ｃ） 140016031  C1 ｽ 9 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：１０：赤とんぼ・故郷－幼き日の思い出－ 陸上自衛隊第１音楽隊 神明隊長（Ｃ） 140016049  C1 ｽ 10 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：１１：Ｔｏｍｏｒｒｏｗ・リパブリック讃歌 陸上自衛隊富士学校音楽隊 斉藤七雄隊長（Ｃ） 140016056  C1 ｽ 11 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：１２：サウンド・オブ・ミュージック，ポーギーとベス 陸上自衛隊東部方面音楽隊 片山伸生（Ｃ） 140016064  C1 ｽ 12 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：１２：サウンド・オブ・ミュージック，ポーギーとベス 陸上自衛隊東部方面音楽隊 片山伸生（Ｃ） 140060526  C1 ｽ 12 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：１３：みちのくの四季 陸上自衛隊第６音楽隊 佐藤龍彦（Ｃ） 140016072  C1 ｽ 13 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：１４：中国の太鼓・そりすべり 陸上自衛隊第７音楽隊 140016080  C1 ｽ 14 ｸﾗｼｯｸその他
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豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：１６：わが故郷～津軽～ 陸上自衛隊第９音楽隊 井田康男（Ｃ） 140016106  C1 ｽ 16 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽プロムナード・コンサート：１７：碧い国 陸上自衛隊第２混成団音楽隊 藤後誠二（Ｃ） 140016114  C1 ｽ 17 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 吹奏楽・プロムナード・コンサート：１８：北の国から 陸上自衛隊北部方面音楽隊 横井豊（Ｃ）（１，３，４，６，７） 140016122  C1 ｽ 18 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 世界のマーチ・ベスト２０／ワーグナー；［ほか］ 陸上自衛隊中央音楽隊ほか 140016148  C1 ｾ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 ０歳の音楽：上 ジェフリー・シーゲル（ＰＦ）（１）ほか イギリス室内管弦楽団（１０）ほか 140024845  C1 ｾﾞ 1 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 ０歳の音楽：下 菊地真知子（ＧＴ）（１）ほか 読売日本交響楽団（５）ほか 140024852  C1 ｾﾞ 2 ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 ハンドベル　クリスマス名曲集～きよしこの夜～ 下田和男／指揮 ＧＲＥＥＮ　ＭＥＡＤＯＷハンドベルリンガーズ／指揮 1113000001765  C1 ﾊ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 リコーダー作品集／Ｊ．Ｓ．バッハ フランス・ブリュッヘン（ＢＬＦＬ）（１，４，５），（ＦＬ）（２，３） グスタフ・レオンハルト（ＨＰＳＣ）（１，３），（ＯＲＧ）（４，５）ほか 140016338  C1 ﾊﾞ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 アイネ・クライネ・ナハトムジーク：Ｋ．５２５／モーツァルト．［ほか］ ピーナ・カルミレッリ（ＶＬＮ） イ・ムジチ合奏団 140024290  C1 ﾊﾟ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 アダージョト短調／アルビノーニ．［ほか］ イ・ムジチ合奏団 140024282  C1 ﾊﾟ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 木琴の子守唄／平岡養一（ＸＹＬ） 平岡養一（ＸＹＬ） 田中園子（ＰＦ） 140017062  C1 ﾋ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 フルート大好き ジャン＝ピエール・ランパル（ＦＬ）（１～３，６，１３）ほか アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団（３）ほか 140025131  C1 ﾌ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 青少年のための管弦楽入門：作品３４［ほか］／ブリテン バーミンガム市交響楽団 サー・サイモン・ラトル（Ｃ） 140024183  C1 ﾌﾞ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 青少年のための管弦楽入門：作品３４［ほか］／ブリテン バーミンガム市交響楽団 サー・サイモン・ラトル（Ｃ） 140015561  C1 ﾌﾞ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 ロストロポーヴィチ・ソヴィエト・レコーディングス：ｖｏｌ．２：ベンジャミン・ブリテンの作品 ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ（ＶＬＣ） モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団（３） 140016411  C1 ﾌﾞ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 ベスト・ロマンティック・クラシック （クラシック） 1113100000789  C1 ﾍﾞ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 ママといっしょにクラシック 松浦豊明（ＰＦ）（４）ほか レディス・オーケストラ・ジャパン（１，２，５，７，９，ほか）ほか 140024886  C1 ﾏ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 鳥たちの目覚め；神の現存のための３つの小典礼／メシアン イヴォンヌ・ロリオ（ＰＦ） ジャンヌ・ロリオ（ＯＮＤＥＳ ＭＡＲＴＥＮＯＴ）（２） 140015637  C1 ﾒ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 ザ・レスピーギ！：シバの女王ベルキス 東京シンフォニック・ウィンド・オーケストラ（１－３） 久志本涼（Ｃ）（１－３）ほか 140015736  C1 ﾚ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 日本ステレオ初期名盤選：３：青少年のための管弦楽入門 日本フィルハーモニー交響楽団 渡邊暁雄（ＮＡＲ）（５），（Ｃ） 140015942  C1 ﾜ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 世界の国歌 陸上自衛隊中央音楽隊ほか 野中図洋和（Ｃ）ほか 140023268  C5 ｾ  ｸﾗｼｯｸその他

豊栄 日本の信号ラッパ 陸上自衛隊第１音楽隊 140003062  C5 ﾗ  ｸﾗｼｯｸその他
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