新生メロディア始動！МMelodiya
елодия
■旧ソヴィエト連邦時代の国営レーベルとして、
また保有する膨大な録音量でお馴染みの"Melodiya"。
貴重な音源の初CD化や、
好評を博してきた旧譜の復刻などが予定されている"Melodiya"は、従来の
ジュエル・ケース仕様から、
高級感のあるクォリティの高いディジパック仕様でのリリースとなり新た
なスタートを切ります。
これまでのイメージを刷新する新生"Melodiya"にご期待下さい！

カラヤン・イン・モスクワ
ヘルベルト・フォン・カラヤン（指揮）、ベルリン・フィルハーモニック管弦楽団
Vol.1

Vol.2

Vol.3

ベートーヴェン：序曲《コリオラン》
バッハ：ブランデンブルク協奏曲第1番
交響曲第5番《運命》／交響曲第6番《田園》 ショスタコーヴィチ：交響曲第10番

モーツァルト：ディヴェルティメント第17番
R・シュトラウス：交響詩《英雄の生涯》

録音：1969年5月28日
（ライヴ）

録音：1969年5月29日
（ライヴ）

録音：1969年5月30日
（ライヴ）

MELCD 1001512

MELCD 1001513

（2CDs）
MELCD 1001514

スヴェトラーノフ 生誕80周年記念盤

メニューイン・イン・モスクワ Vol.1

オール・チャイコフスキー・プログラム
チャイコフスキー：演奏会用序曲ハ
短調、ピアノ協奏曲第1番変ロ短調
Op.23*、幻想曲《フランチェスカ・
ダ・リミニ》Op.32、ピアノ協奏曲第
3番変ホ長調 Op.75+
エレーナ・ギレリス
（ピアノ）*、
エ
ミール・ギレリス（ピアノ）
+、エフゲ
ニー・スヴェトラーノフ
（指揮）
、
ソ
ヴィエト国立交響楽団
録音：1968年2月20日
（ライヴ）
（2CDs）
MELCD 1001471

12歳のキーシンが弾くショパン！

コーガン～ラスト・レコーディングス

J・S・バッハ：無伴奏ヴァイオリンの
ためのソナタ第1番より アダージョ
／ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ
ニ短調 Op.108／ベートーヴェン：
ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.61
ユーディ・メニューイン
（ヴァイオリ
ン）
、
ヘプツィバ・メニューイン
（ピア
ノ）
、
エフゲニー・スヴェトラーノフ
（指揮）
、
ソヴィエト国立交響楽団
録音：1962年
（ライヴ）
MELCD 1001518

ロシアン・ピアノ・スクール Vol.4

ロシアの猛者たちのブランデンブルク協奏曲！

ショパン：ピアノ協奏曲第1
番ホ短調 Op.11、
同第2番ヘ
短調 Op.21
エフゲニー・キーシン（ピアノ）
ドミトリー・キタエンコ（指揮）
モスクワ・フィルハーモニー管
弦楽団

ラフマニノフ：
《音の絵》
Op.39 より、前奏曲変ト長
調 Op.23-10／スクリャービ
ン：2つの前奏曲 Op.27、
4つ
の小品 Op.51／キーシン：2
つのインヴェンション／他
エフゲニー・キーシン（ピアノ）

J・S・バッハ：ブランデンブ
ルク協奏曲全集
イーゴリ・オイストラフ
（指
揮＆ヴァイオリン）
、
モスク
ワ・フィルハーモニー管弦楽
団ソロイスツ・アンサンブル

録音：1984年3月27日
（ライヴ）

録音：1986年5月23日、
1984年5月
23日（ライヴ）

（2CDs）
MELCD 1001448

MELCD 1000100

録音：1982年

MELCD 1000749

ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ
第3番ニ短調 Op.108 ／ベートー
ヴェン：ヴァイオリン協奏曲ニ長調
Op.61
レオニード・コーガン
（ヴァイオリ
ン）
、
ニーナ・コーガン
（ピアノ）
、
パヴェル・コーガン
（指揮）
、
ソヴィエ
ト国立交響楽団
録音：1982年10月
（ブラームス）
、
1981年3月25日
（ベートーヴェン）
MELCD 1001404

ダヴィド・オイストラフ生誕100周年記念
チャイコフスキー：ヴァイオ
リン協奏曲ニ長調 Op.35、
憂鬱なセレナード変ロ短調
Op.26／グラズノフ：ヴァイ
オリン協奏曲イ短調 Op.82
ダヴィド・オイストラフ
（ヴァイオリン）
、
キリル・コ
ンドラシン
（指揮）
、
ソヴィエ
ト国立交響楽団
録音：1957年、
1945年、
1948年

MELCD 1000239

壮絶！強烈！コンドラシンのショスタコーヴィチ！
ショスタコーヴィチ：
交響曲全集
キリル・コンドラシン（指揮）、
モスクワ・フィルハーモニー管
弦楽団、アレクサンドル・ユル
ロフ（合唱指揮）、ソヴィエト国
立アカデミー・ロシア合唱団＆
少年合唱団、ダヴィド・オイス
トラフ（ヴァイオリン）、他
（11CDs）
MELCD 1001065

リムスキー＝コルサコフ最後のオペラがCDで復刻！

ネステレンコのムソルグスキー歌曲集

リムスキー＝コルサコフ：
歌劇《金鶏》
エウゲニー・ネステレンコ
（バス）、ヴャチェスラフ・
ヴォイナロフスキ（テノー
ル）、ドミトリー・キタエン
コ（指揮）、モスクワ・フィル
ハーモニック管弦楽団、モス
クワ放送合唱団
（2CDs）
MELCD 1001398

ムソルグスキー：かわいい
サーヴィシナ／ドン川のほ
とりに花咲く／イェリョー
ムシュカの子守歌／メフィ
ストフェレスの歌／歌曲集
《死の歌と踊り》
／歌曲集
《日の光もなく》
エウゲニー・ネステレンコ（バス）
ウラディミール・クライネフ（ピアノ）
録音：1979年、
1974年

MELCD 1001401

※紙製スリムBOX仕様

若き日のキタエンコによる「ドイツ・レクイエム」
ブラームス：
ドイツ・レクイエム Op.45
ナジェジダ・クラスナヤ（ソプ
ラノ）、セルゲイ・ヤコヴェン
コ（バリトン）、ドミトリー・
キタエンコ（指揮）、モスクワ・
フィルハーモニック管弦楽
団、ユルロフ記念国立アカデ
ミー合唱団、他
録音：1977年6月17日

MELCD 1001445

ロジェヴェンの十八番、
「幻想交響曲」

20世紀前半ソ連の巨匠アノーソフが振った「新世界」

ベルリオーズ：幻想交響曲
Op.14／グノー：バレエ音楽
《ワルプルギスの夜》
（歌劇
《ファウスト》より）
*
ゲンナジー・ロジェストヴェ
ンスキー（指揮）、モスクワ放
送交響楽団、ボリショイ劇
場管弦楽団*

ドヴォルザーク：交響曲第9
番ホ短調 Op.95《新世界よ
り》
／ヴァイオリン協奏曲イ
短調 Op.53*
ダヴィド・オイストラフ
（ヴァイオリン）
、
ニコライ・
アノーソフ
（指揮）
、
キリル・
コンドラシン
（指揮）*、
ソヴィエト国立交響楽団

録音：1967年、
1970年

MELCD 1001433

シモノフ時代の名門ボリショイ劇場による「カルメン」
ビゼー：歌劇《カルメン》
エレーナ・オブラスツォワ（メ
ゾ・ソプラノ）、ウラディミー
ル・アトラントフ（テノール）、
ユーリ・マズロク（バリトン）、
マルガリータ・ミグラウ（ソプ
ラノ）、他、ユーリ・シモノフ
（指揮）、ボリショイ劇場管弦
楽団＆合唱団
録音：1977年

（3CDs）
MELCD 1001516

四季～チャイコフスキー・イン・ジャズ
チャイコフスキー：12月、
炉
ばたにて、
舟歌、
秋の歌、
雪割
草、
花のワルツ、
トロイカ
セルゲイ・ジーリン・トリオ
〔セルゲイ・ジーリン
（ピア
ノ）
、
ドミトリー・コシンス
キー
（ベース）
、
ボデク・ヤン
ケ
（ドラムス）
〕
MELCD 6000988

録音：1967年、
1949年

MELCD 1001434

- Melodiya Other Titles MELCD 1000050 プロコフィエフ：バレエ音楽《道化師》／ロジェストヴェンスキー（指揮）、ソビエト国立文化省響
第2番、他／スヴェトラーノフ（指揮）、ソヴィエト国立交響楽団
MELCD 1000149 アレンスキー：交響曲第1番、
MELCD 1000618 ショスタコーヴィチ：ピアノ協奏曲第1番／キーシン（P）、スピヴァコフ（指揮）
他：ヴァイオリン＆ギター作品集／コーガン（Vn）、イワノフ＝クラムスコイ（Gt）
MELCD 1000655 パガニーニ、
MELCD 1000740 ダヴィド・オイストラフ・エディション Vol.1～チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲、他
（3）ムソルグスキー：歌劇《ボリス・ゴドゥノフ》／メリク＝パシャエフ（指揮）、ボリショイ劇場管
MELCD 1000764
（2）マーラー：交響曲第3番／コンドラシン（指揮）、モスクワ・フィル、モスクワ国立合唱団
MELCD 1000808
第2番／ボロディン・クヮルテット
MELCD 1000942 ボロディン：弦楽四重奏曲第1番、
MELCD 1001006 ハチャトゥリアン：交響曲第3番《シンフォニー・ポエム》／コンドラシン（指揮）、モスクワ・フィル

（Vn）
MELCD 1001292 レオニード・コーガン～スペインとイタリアの音楽／レオニード・コーガン
MELCD 1001345 フョードル・シャリアピンの芸術～ロシアン・オペラ・アリア集
MELCD 1001360 フョードル・シャリアピンの芸術～歌曲とロマンスVol.1
MELCD 1001365 ラフマニノフ：晩祷 Op.37／スヴェシニコフ（指揮）、ソヴィエト国立アカデミー・ロシア合唱団
MELCD 1001384 フョードル・シャリアピンの芸術～歌曲とロマンス Vol.2
（P）
MELCD 1001385 グリンカ＆スタンチンスキー：作品集／アレクサンドル・マルクス
（3）プロコフィエフ：歌劇《戦争と平和》／エルムレル（指揮）、ボリショイ歌劇場管弦楽団＆合唱団
MELCD 1001444
（指揮）
、
モスクワ音楽院室内合唱団
MELCD 1001447 古きロシアの晩祷／テフリン
（指揮）
、
モスクワ室内管弦楽団
MELCD 1001472 アレクサンドル・ロクシーン：管弦楽作品集／バルシャイ
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