New Best Sellers

全タイトル
日本語解説付

超一流アーティストたちによる、
珠玉の演奏と優れた録音。
世界を賑わせるNew Best Sellers！
アンジェラ・ヒューイット

レイチェル・ポッジャー

ネーメ・ヤルヴィ

シャーロット・ド・ロスチャイルド

ポッジャーのバッハ伝説最新章は、バッハの ファツィオーリでの新録音、
99年録音の 流麗で爽快！ 父ヤルヴィとスイス・ 今ここに美しき日本歌曲の花が咲
対位法の粋を集めた傑作「フーガの技法」！ 名盤を超える21世紀の
「ゴルトベルク」。 ロマンド管弦楽団のマスネ！
く。新しい編曲による日本歌曲集！
SONY DADC
プレス盤

Channel Classics
RCCSSA 38316
￥3,238（税抜）

J.S.バッハ：フーガの技法
レイチェル・ポッジャー
（ヴァイオリン）
ブレコン・バロック

Hyperion
PCDA 68146
￥2,857（税抜）

Nimbus Alliance
NI 6330JP
オープンプライス

Chandos
RCHSA 5137
￥3,238（税抜）

J.S.バッハ：ゴルトベルク変奏曲 マスネ：管弦楽作品集
（2015年新録音）
アンジェラ・ヒューイット
（ピアノ／ファツィオーリ）

シャルル・リシャール＝アムラン

花は咲く

歌劇《ル・シッド》より／絵のような風景 オーケストラ伴奏の日本歌曲集
シャーロット・ド・ロスチャイルド
ネーメ・ヤルヴィ（指揮）
（ソプラノ）、マイケル・コリンズ（指揮）
スイス・ロマンド管弦楽団、他
シティ・オヴ・ロンドン・シンフォニア

ヨハネス・プラムゾーラー

スティーヴン・イッサーリス

佐藤豊彦

リシャール＝アムランのさらなる飛 ゲーベルからプラムゾーラーへ！ マイ ロイスナーと松尾芭蕉、禅の心。佐藤豊 パーヴォ・ヤルヴィとの共演によるイギリス・アル
躍を確信させるケベック・ライヴ！ スターの「よろこびの庭園」ここに完結！ 彦が現代に描く17世紀ドイツの芸術！ バム。エルガー&ウォルトンのチェロ協奏曲集！

Analekta
PAN 29129
￥2,857（税抜）

ケベック・ライヴ

マイスター：トリオ・ソナタ集

ベートーヴェン／エネスコ／ショパン《よろこびの庭園》より
シャルル・リシャール＝アムラン
ヨハネス・プラムゾーラー
（ピアノ）
（バロック・ヴァイオリン）
アンサンブル・ディドロ

ファミ・アルカイ

Nostalgia
Nostalgia 1501
オープンプライス

Audax Records
ADX 13705
オープンプライス

シプリアン・カツァリス

ロイスナーのリュート音楽

思いのままに ～
ア・ピアチェーレ

スティーヴン・ハフ

ヴィオラ・ダ・ガンバのための音楽
ファミ・アルカイ
（ヴィオラ・ダ・ガン シプリアン・カツァリス（ピアノ）
広瀬悦子（ピアノ）
バ＆ディレクター）
、
他

マルク＝アンドレ・アムラン

櫻田 亨

Hyperion
PCDA 68099
￥2,857（税抜）

Piano21
PP 21056-N
￥2,857（税抜）

4手ピアノ及び2台ピアノのため
のロシアのバレエ音楽トランス
クリプション集

エルガー&ウォルトン

佐藤豊彦
チェロ協奏曲集
（リュート／ロレンツ（ラウレンティ スティーヴン・イッサーリス（チェロ）
ウス）
・グライフ1611年製）
パーヴォ・ヤルヴィ（指揮）
フィルハーモニア管弦楽団

古楽新世代ファミ・アルカイの情熱、 二人のヴィルトゥオーゾが繰り広げる、超 名匠スティーヴン・ハフが次代の巨
アイディア、
センスに感嘆。
絶、華麗、魅惑のロシアン・バレエの世界！ 匠と共に創る新たな名盤！

Glossa
PGCD P33202
￥2,857（税抜）

Hyperion
PCDA 68077
￥2,857（税抜）

ドヴォルザーク&シューマン
ピアノ協奏曲集
スティーヴン・ハフ（ピアノ）
アンドリス・ネルソンス（指揮）
バーミンガム市交響楽団

ナイジェル・ヘス

アンジェラ・ヒューイット
ファツィオーリの優しく気高い音色に包
まれてスカルラッティのソナタが輝く。

Hyperion
PCDA 67613
￥2,857（税抜）

スカルラッティ：ソナタ集
アンジェラ・ヒューイット
（ピアノ／ファツィオーリ）

猿渡光子

佐藤豊彦の愛弟子、櫻田亨。
「のすたるぢあ」 ピアノの超人と世界最高峰の弦楽四重奏団。 大ヒット作「イーストコーストの風景」の作曲 猿渡光子がシューマンの詩的で創造
者ナイジェル・ヘス。待望の自作自演集第2巻！ 豊かな世界を描く。
のソロ第２弾は「テオルボ」のための音楽！ フレンチ・プログラムで共演！

Nostalgia
Nostalgia 1502
オープンプライス

テオルボの音楽
ド・ヴィゼー／カスタルディ
ユレル／メリイ
櫻田 亨
（テオルボ）

Hyperion
PCDA 68061
￥2,857（税抜）

フランク：ピアノ五重奏曲
ドビュッシー：弦楽四重奏曲

Chandos
PCHAN 10767
￥2,857（税抜）

ナイジェル・ヘス
吹奏楽作品集Vol.2

マルク＝アンドレ・アムラン（ピアノ） ニュー・ロンドン・ピクチャーズ
タカーチ弦楽四重奏団
ナイジェル・ヘス（指揮）
英国王立空軍中央音楽隊

Et'cetera
PKTC 1539
￥2,857（税抜）

シューマン・ザ・ポエット
クライスレリアーナ／森の情景／蝶々
猿渡光子（ピアノ）
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New Best Sellers

全タイトル
日本語解説付

超一流アーティストたちによる、
珠玉の演奏と優れた録音。
世界を賑わせるNew Best Sellers！
アリーナ・イブラギモヴァ

Hyperion
PCDA 68091
（2CD）
￥2,857（税抜）

ファビオ・ビオンディ

タリス・スコラーズ

名作ソナタから若書きの作品まで、アリーナ・イブラギモヴァが描く
至高のモーツァルト！

ジョスカンの謎多きミサ曲の答えを、鬼才ビオンディの初となる無伴奏。テレマ
奇跡のハーモニーが教えてくれる。 ンの「12 のファンタジア」が堂々の登場！

Hyperion
PCDA 68092
（2CD）
￥2,857（税抜）

Glossa
PGCD 923406
￥2,857（税抜）

Gimell
PCDGIM 048
￥2,857（税抜）

モーツァルト：ヴァイオリン・ モーツァルト：ヴァイオリン・
ソナタ全集 Vol.1
ソナタ全集 Vol.2

ジョスカン・デ・プレ
さいころのミサ
ビスケーの娘のミサ

テレマン：無伴奏ヴァイオリンの
ための12のファンタジア

アリーナ・イブラギモヴァ
アリーナ・イブラギモヴァ
（ヴァイオリン）
（ヴァイオリン）
タリス・スコラーズ
セドリック・ティベルギアン（ピアノ）セドリック・ティベルギアン（ピアノ） ピーター・フィリップス（指揮）

ジャン＝エフラム・バヴゼ

ヨハネス・プラムゾーラー

ファビオ・ビオンディ（ヴァイオリン）

シプリアン・カツァリス

デイヴィッド・ワトキン

フランスの巨星、バヴゼのモーツァルト始 フランスとイタリア音楽の融合の象徴。世界初録 ゲーテの「親和力」をテーマに、様々な関連性か 英2大音楽賞2冠の歴史的快挙！ バッハ
動。第17番では自作のカデンツァを披露！ 音となるモンドンヴィルのトリオ・ソナタ集！ ら生まれる音楽を探求した究極のプログラム！ の無伴奏チェロ組曲、21世紀の新名盤！

Chandos
PCHAN 10929
￥2,857（税抜）

モーツァルト
ピアノ協奏曲集 Vol.1

Audax Records
ADX 13707
オープンプライス

モンドンヴィル：トリオ・ソナタ集 親和力
J.S.バッハ
ありがとう ショパン、さよなら ラフ 無伴奏チェロ組曲全曲
Op.2（全曲世界初録音）
マニノフ
シプリアン・カツァリス（ピアノ）

ジャン＝エフラム・バヴゼ
（ピアノ） ヨハネス・プラムゾーラー
ガボル・タカーチ＝ナジ
（指揮）
（バロック・ヴァイオリン）
マンチェスター・カメラータ
アンサンブル・ディドロ

シャルル・リシャール＝アムラン

Resonus
ORES 10147
（2CD）
￥4,000（税抜）

Piano21
PP 21055-N
￥2,857（税抜）

タスミン・リトル

デイヴィッド・ワトキン
（バロック・チェロ）

佐藤豊彦

近藤由貴

第17回ショパン国際ピアノ・コンクールで タスミン・リトルと名手の伴奏で贈る、楽聖 「幽玄」をテーマに東洋と西洋の混合を表現 独自のスタイルで国際的に活躍する近藤由
第2位に輝いた、カナダの新たなる才能！ ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全集。 する。リュートの巨匠、佐藤豊彦の作品集。 貴。得意とするカプースチンの作品を披露！

Analekta
PAN 29127
￥2,857（税抜）

Chandos
OCHAN 10888
（3CD）
￥5,333（税抜）

ショパン：ピアノ・ソナタ第3番 ベートーヴェン
ヴァイオリン・ソナタ全集
幻想ポロネーズ
シャルル・リシャール＝アムラン
（ピアノ）

伊藤悠貴

タスミン・リトル（ヴァイオリン）
マーティン・ロスコー（ピアノ）

Nostalgia
Nostalgia 1503
オープンプライス

Et'cetera
KTC 1541
オープンプライス

「幽玄」佐藤豊彦作品集

カプースチン：ピアノ作品集

佐藤豊彦（リュート）
山田千代美（ソプラノ）
ワルター・ファン・ハウヴェ
（リコーダー）

ソナタ第1番（ソナタ・ファンタジー）、他
近藤由貴（ピアノ）

五嶋みどり

ネーメ・ヤルヴィ

加藤訓子

漲る才気と堂々たる風格。現在最も注目されて ネーメ・ヤルヴィの匠の技で魅せる、 ヴァイオリンの聖典、バッハの「無伴奏ソナタ 圧倒的スケール！
いる若手人気チェリスト入魂のラフマニノフ！ 優雅で洒脱なイベール。
とパルティータ」全曲が、満を持して登場！
世紀のクセナキス・プロジェクト！

Champs Hill
PCHRCD 044
￥2,857（税抜）

Chandos
RCHSA 5168
￥3,238（税抜）

ラフマニノフ：チェロ作品全集

イベール：管弦楽作品集

チェロ・ソナタ／ヴォカリーズ
春の洪水
（伊藤悠貴編）
伊藤悠貴
（チェロ）
ソフィア・グルャク
（ピアノ）

寄港地／祝典序曲
ディヴェルティスマン
ネーメ・ヤルヴィ（指揮）
スイス・ロマンド管弦楽団

ONYX
OONYX 4123
（2CD）
￥4,000
（税抜）

Linn Records
CKD 595S
（CD＋Bonus
DVD-Video）
オープンプライス

J.S.バッハ
IX ～ ヤニス・クセナキス
「無伴奏ヴァイオリンのための プレイアデス／ルボン
ソナタとパルティータ」全6曲 加藤訓子（パーカッション）
五嶋みどり（ヴァイオリン）

特典DVD＆書下ろし日本語解説付き
限定盤

輸入・発売 株式会社 東京エムプラス 〒112-0011 東京都文京区千石4-14-10 三好ビル TEL 03-5976-5991 http://www.tokyo-m-plus.co.jp/

