レコード・アカデミー賞 音楽史部門賞受賞
精鋭集団ラ・コンパーニャ・デル・マドリガーレ
モンテヴェルディ生誕450周年記念！

モンテヴェルディ
聖母マリアの夕べの祈り

Photo by Giorgio Vergnano

ラ・コンパーニャ・デル・マドリガーレ
カンティカ・シンフォニア ラ・ピファレスカ
ジュゼッペ・マレット
（指揮）
Glossa
OGCD 922807
（2CD）
日本語解説書付き ￥4,000
（税抜）

レコード・アカデミー賞 特別部門録音賞受賞
Channel Classicsと鬼才イヴァン・フィッシャー
超優秀録音で贈るマーラー・サイクル。

マーラー：交響曲第3番ニ短調
イヴァン・フィッシャー（指揮）
ブダペスト祝祭管弦楽団

Photo by Marco Borggreve

ゲルヒルト・ロンベルガー
（アルト）
デーネシュ・サボー
（合唱指揮）カンテムス少年少女合唱団
ピーター・ダイクストラ
（芸術監督）バイエルン放送合唱団

Channel Classics
OCCSSA 38817
（2SACD Hybrid Multichannel）
日本語解説書付き ￥5,333（税抜）
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New Best Sellers 25

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25タイトル！
究極のミニマリズム――。
加藤訓子LINN第4作目は
マリンバ版バッハ無伴奏！

レコード・アカデミー賞
特別部門録音賞受賞！

Glossa
OGCD 922807
（2CD）
￥4,000（税抜）

モンテヴェルディ：
聖母マリアの夕べの祈り

イヴァン・フィッシャー（指揮）
ブダペスト祝祭管弦楽団
ゲルヒルト・ロンベルガー（アルト）
カンテムス少年少女合唱団
バイエルン放送合唱団

ルクレール：
ヴァイオリン協奏曲集
Op.7 - Nos 1, 3, 4 & 5

ジェームズ・エーネス

Hyperion
PCDA 68184
￥2,857（税抜）

Avie
PAV 2373
￥2,857（税抜）

Analekta
PAN 28771
￥2,857（税抜）

Onyx
PONYX 4182
￥2,857（税抜）

マルク＝アンドレ・アムラン
超人アムランが名曲ラフマニノフと
秘曲メトネルの組み合わせで贈る
ロシアン・コンチェルト！

Coro
PCOR 16155
￥2,857（税抜）

Hyperion
PCDA 68145
￥2,857（税抜）

パレストリーナVol.7
メトネル：ピアノ協奏曲第2番
ミサ・アヴェ・レジナ・カエロルム ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番
マルク＝アンドレ・アムラン（ピアノ）
（ようこそ天の女王）
ウラディーミル・ユロフスキ（指揮）
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

マルタ・アルゲリッチ

ヨハネス・プラムゾーラー

アリーナ・イブラギモヴァ

ワルシャワの聴衆を熱狂と興奮の渦
に巻き込んだ女王アルゲリッチの
ショスタコーヴィチ！

新世代の筆頭バロック・ヴァイオリ
ニスト。
バッハとヴァイスの共作と
される謎多き組曲を解き明かす。

愛器アンセルモ・ベッロシオを携え
たイブラギモヴァが奏でる清新なる
モーツァルト。

NIFC
PNIFCCD 053
￥2,857（税抜）

Audax
ADX 13706
オープンプライス

Hyperion
PCDA 68143
（2CD）
￥2,857（税抜）

モーツァルト：
ヴァイオリン・ソナタ全集 Vol.3

アリーナ・イブラギモヴァ（ヴァイオリン）
ヤクブ・ヴァシュチェニウク（トランペット） ヨハネス・プラムゾーラー（ヴァイオリン） セドリック・ティベルギアン（ピアノ）
アレクサンドル・ラビノヴィチ＝バラコフスキー ジャドラン・ダンカム（リュート）
（指揮）シンフォニア・ヴァルソヴィア

パオロ・パンドルフォ

マルク＝アンドレ・アムラン セドリック・ティベルギアン

大島莉紗

古楽界の鬼才パオロ・パンドルフォ。 アムランの両手から放たれる、
ロン＝ティボー・コンクールを制し パリ・オペラ座管で活躍中の日本人
2015年に発見されたテレマンの無 アメリカ実験音楽を代表する作曲家 た天才ピアニストが、
ショパンの偉 ヴァイオリニスト、
大島莉紗の
伴奏ファンタジア！
フェルドマンの晩年の大作！
大な傑作を弾く。
デビュー・アルバム！

Glossa
OGCD 920417
（2CD）
￥4,000（税抜）

Nostalgia
Nostalgia 1601
オープンプライス
佐藤豊彦（リュート）
櫻田亨（リュート）
佐藤美紀（リュート）

ベートーヴェン：
ヴァイオリン・ソナタ全集Vol.1

ザ・シックスティーン

J.S.バッハ：
ショスタコーヴィチ：
J.S.バッハ&ヴァイス：
2声のインヴェンションと3声の ピアノ協奏曲第1番／交響曲第9番 ヴァイオリンとリュートのため
マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）
シンフォニア BWV.772－801
の組曲
カリン・ケイ・ナガノ（ピアノ）

Rubicon
PRCD 1010
￥2,857（税抜）
2018年1月21日
発売予定

パレストリーナ・プロジェクト第７
巻は、
キリスト教史における女性た
ちをテーマとしたプログラム！

ワシリー・ペトレンコ（指揮）
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー ザ・シックスティーン
管弦楽団
ハリー・クリストファーズ（指揮）

カリン・ケイ・ナガノ

クロエ・ハンスリップ
名教師ザハール・ブロンの愛弟子、
クロエ・ハンスリップのベートー
ヴェン・サイクルがスタート！

第1番／第3番／第6番／第8番
ワシリー・ペトレンコ（指揮）
クロエ・ハンスリップ（ヴァイオリン）
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー ダニー・ドライヴァー（ピアノ）
管弦楽団

ストラヴィンスキー：
バレエ音楽《春の祭典》

アンジェラ・ヒューイット
（ピアノ／ファツィオリ）

アントニオ・メネセス

ネーデルランドのリュート音楽

Onyx
Vol.1
OONYX 4150
（2CD）
￥4,000（税抜）
Vol.2
OONYX 4162
（2CD）
￥4,000（税抜）

ストラヴィンスキー：春の祭典
～ 2台ピアノのための音楽

Vol.2： 第3番／第4番／第6番

ワシリー・ペトレンコ

帝王アントニオ・メネセスの
ピアノ界のニューヒロインが弾く
チャイコフスキー・コンクール優勝 バッハ！ 真摯なアプローチで
35周年＆生誕60周年記念盤！
「30の小品」
がまばゆく輝く。

佐藤豊彦

Nostalgia
Nostalgia 1602
オープンプライス

鮮烈なリズムと色彩が生み出す
スペクタクル！ ペトレンコの
ストラヴィンスキー第1弾！

スカルラッティ：ソナタ集 Vol.2

16世紀後半からのネーデルランド
におけるリュート音楽の魅力。

ワシリー・ペトレンコ
新時代を代表する決定盤！
ペトレンコ＆RLPOが描き出す、
鮮やかなチャイコフスキー！

佐藤豊彦（リュート）

アンジェラ・ヒューイット

Onyx
PONYX 4167
￥2,857（税抜）

チャイコフスキー：
ロココの主題による変奏曲
アントニオ・メネセス（チェロ）
クラウディオ・クルス（指揮）
ロイヤル・ノーザン・シンフォニア

アリーナ・イブラギモヴァ（ヴァイオリン） マルク＝アンドレ・アムラン（ピアノ）
セドリック・ティベルギアン（ピアノ）
レイフ・オヴェ・アンスネス（ピアノ）

Channel
Classics
RCCSSA
39217
￥3,238（税抜）

鍵盤の女神が、
イタリアの銘器
ファツィオリで軽妙洒脱に描く
スカルラッティ。

Hyperion
PCDA 68189
￥2,857（税抜）
2018年1月13日
発売予定

モーツァルト：
ヴァイオリン・ソナタ全集 Vol.4

佐藤豊彦

ヴィヴァルディ／タルティーニ／
ヴェラチーニ／ピゼンデル
レイチェル・ポッジャー（ヴァイオリン）
ブレコン・バロック

「現代のハイフェッツ」！ カナダの
天才ヴァイオリニストが描く、崇高
なるベートーヴェン！

シューマン／サン＝サーンス：
チェロ協奏曲集

Hyperion
PCDA 68164
（2CD）
￥2,857（税抜）

グランディッシマ・グラヴィタ
せせらぎ ～
チャイコフスキー：交響曲全集
18世紀のヴァイオリン・ソナタ集 フランスバロックのシャコンヌ集 Vol.1： 第1番／第2番／第5番

ファビオ・ビオンディ
（ヴァイオリン＆ディレクター）
エウローパ・ガランテ

ジェームズ・エーネス（ヴァイオリン）
アンドルー・マンゼ（指揮）
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー
管弦楽団

アムラン＆アンスネス
超人アムランと北欧の名手アンスネ
スの共演！ ヴィルトゥオーゾが繰
り広げる圧巻の
「春の祭典」
！

加藤訓子（マリンバ）

ポッジャーの艷やかなヴァイオリン リュートの巨匠、佐藤豊彦。
で描く、
麗しき18世紀のヴァイオリ 深く豊かに織りなすフランスバロッ
ン・ソナタ集。
クの境地。

Glossa
PGCD 923407
￥2,857（税抜）

アリーナ・イブラギモヴァ
イブラギモヴァとティベルギアン
が新時代を切り拓く、
緻密で繊細な
モーツァルト。

J.S.バッハ：
マリンバのための無伴奏作品集
書下ろし日本語解説付き
日本向け完全限定生産盤
SACD Hybrid Multichannelヴァージョン

レイチェル・ポッジャー

ファビオ・ビオンディ
鬼才ビオンディが弾く、
「フランスのコレッリ」と呼ばれた
巨匠ルクレールの協奏曲。

Linn
CKD 586S
（2SACD）
オープンプライス

Channel Classics
OCCSSA 38817
（2SACD）
￥5,333（税抜）

マーラー：交響曲第3番

ラ・コンパーニャ・デル・マドリガーレ
ジュゼッペ・マレット（指揮）
カンティカ・シンフォニア
ラ・ピファレスカ

ベートーヴェン：
ヴァイオリン協奏曲

加藤訓子

イヴァン・フィッシャー

ラ・コンパーニャ・デル・マドリガーレ
レコード・アカデミー賞
音楽史部門賞受賞！

テレマン：
無伴奏ヴィオラ・ダ・ガンバの
ための12のファンタジア

Hyperion
PCDA 68048
￥2,857（税抜）

Hyperion
PCDA 68194
￥2,857（税抜）

Quartz
QTZ 2119
オープンプライス

モートン・フェルドマン：
バニタ・マーカスのために

ショパン：
プロコフィエフ：ヴァイオリン作品集
24の前奏曲／ピアノ・ソナタ第2番 ヴァイオリンソナタ第1番／5つのメロ

マルク＝アンドレ・アムラン（ピアノ）

セドリック・ティベルギアン（ピアノ）

ディー／《シンデレラ》より5つの作品／
組曲《ロミオとジュリエット》
大島莉紗（ヴァイオリン）
シュテファン・シュトロイッスニク（ピアノ）
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/

パオロ・パンドルフォ
（ヴィオラ・ダ・ガンバ）

