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0400090452 134 ﾑ クラシック
ＫＡＯＲＩ ＭＵＲＡＪＩ ＥＡＲＬＹ

ＢＥＳＴ
村治 佳織／ギター ビクターエンタテインメント

0400010005 101 エ クラシック ＮＨＫ名曲アルバム 松尾 葉子 ＮＨＫサービスセンター（発行）

0400010039 101 エ クラシック ＮＨＫ名曲アルバム 高関 健 ＮＨＫサービスセンター（発行）

0400016879 120 ハ クラシック セロ弾きのゴーシュ 林 光 日本コロムビア

0400060166 101 ト クラシック どこかで聴いたクラシック ルイス・バカロフ ユニバーサルミュージック

0400078085 134 ﾊ クラシック ハープ・レボリューション アイステ・バリューニテ／ハープＫｉｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ

0400092300 111 ﾌ クラシック ブラームス：交響曲全集 ヨハネス・ブラームス／作曲ユニバーサルミュージック

0400057519 122 ハ クラシック ブランデンブルク協奏曲 Ｊ．Ｓ．バッハ コロムビアミュージックエンタテ

0400096293 131 ﾋ クラシック リャプノフ：ピアノ・ソナタ 樋上 眞生∥ﾋﾟｱﾉ 及川音楽事務所

0400091948 101 ｹ クラシック
決定盤！フィギュアスケート・ミュー

ジック・ベスト
ゲイリー・ムーア／〔ほか〕演奏ユニバーサルミュージック

0400096319 131 ﾋ クラシック 源氏幻想 樋上 眞生∥ﾋﾟｱﾉ 及川音楽事務所

0400076501 111 ﾌ クラシック 交響曲第３番、悲劇的序曲 ブラームス／作曲 オクタヴィア・レコード

0400075933 111 ﾆ クラシック 交響曲第９番ホ短調作品９５「新世界よ 西本 智実／指揮 Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ

0400096301 161 ﾀ クラシック 高山惇作品集 高山 惇∥作曲 及川音楽事務所

0400092581 110 ｵ クラシック 小澤征爾ベスト・セレクション 小澤 征爾／指揮 ユニバーサルミュージック

0400094223 131 ﾐ クラシック 蜜蜂と遠雷音楽集 イシュトヴァーン・セーケイ／〔ほか〕演奏ナクソス・ジャパン

0400094041 240 ｼ ポピュラー ÷ エド・シーラン／演奏 ワーナーミュージック・ジャパン

0400094025 240 ﾏ ポピュラー ２４Ｋ・マジック ブルーノ・マーズ／歌 ワーナーミュージック・ジャパン

0400091823 290 ﾅ ポピュラー Ａｌｌ Ｔｉｍｅ Ｂｅｓｔ ２０１４ ⾧渕 剛／演奏 ユニバーサルミュージック

0400094116 290 ﾊ ポピュラー ＡＬＬ ＴＩＭＥ ＢＥＳＴハタモトヒ 秦 基博／演奏 ユニバーサルミュージック

0400094074 290 ﾜ ポピュラー Ａｍｂｉｔｉｏｎｓ ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ／演奏Ａ−Ｓｋｅｔｃｈ



0400078283 290 ｱ ポピュラー Ａｒｏｕｎｄ ４０～サマフォー～ ＴＵＢＥ／〔ほか〕演奏 ＳＭＥ Ｒｅｃｏｒｄｓ

0400091674 290 ｱ ポピュラー Ｂａｌｌａｄａ ＮＡＭＩＥ ＡＭＵＲＯ／歌エイベックス・マーケティング

0400096046 260 ﾍ ポピュラー
ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＴＨＲＥＥ

ＶＩＯＬＩＮＩＳＴＳ
葉加瀬 太郎∥〔ほか〕演奏ハッツアンリミテッド

0400096061 290 ﾕ ポピュラー ＢＩＧ ＹＥＬＬ ゆず∥演奏 セーニャ・アンド・カンパニー

0400089884 290 ｱ ポピュラー ＢＬＵＥ アンジェラ・アキ／演奏 Ｅｐｉｃ Ｒｅｃｏｒｄｓ

0400096079 290 ﾖ ポピュラー ＢＯＯＴＬＥＧ 米津 玄師∥演奏 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400093530 290 ﾊ ポピュラー ＣＯＳＭＩＣ ＥＸＰＬＯＲＥＲ Ｐｅｒｆｕｍｅ／歌 ユニバーサルミュージック

0400093977 290 ｽ ポピュラー ＣＹＣＬＥ ＨＩＴ Ｓｐｉｔｚ／演奏 ユニバーサルミュージック

0400094124 290 ｽ ポピュラー ＣＹＣＬＥ ＨＩＴ Ｓｐｉｔｚ／演奏 ユニバーサルミュージック

0400096020 290 ｼ ポピュラー ＤＥＬＩＣＩＯＵＳ JUJU∥歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400092631 260 ﾊ ポピュラー ＤＥＬＵＸＥ 葉加瀬 太郎／演奏 ハッツアンリミテッド

0400094595 290 ｽ ポピュラー ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＪＡＰＡＮ 鈴木 雅之∥歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400092797 290 ﾄ ポピュラー
ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ Ｔ

ＨＥ ＢＥＳＴ！私のドリカム
ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ／演奏ユニバーサルミュージック

0400093365 290 ﾄ ポピュラー
ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ Ｔ

ＨＥ ウラＢＥＳＴ！私だけのドリカム
ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ／演奏ユニバーサルミュージック

0400093548 290 ｵ ポピュラー ｅｖｅｒ オフコース／演奏 ユニバーサルミュージック

0400096137 290 ﾜ ポピュラー Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ！！ WANIMA∥演奏 ワーナーミュージック・ジャパン

0400096327 290 ﾎ ポピュラー ＦＡＣＥ ＹＯＵＲＳＥＬＦ BTS∥歌 ユニバーサルミュージック

0400095287 290 ｱ ポピュラー Ｆｉｎａｌｌｙ Namie Amuro∥歌 エイベックス・エンタテインメン

0400079323 290 ﾅ ポピュラー ＦＲＩＥＮＤＳ ⾧淵 剛／演奏 ユニバーサルミュージック

0400011482 265 ク ポピュラー
Ｇｅｎｔｌｅ ｈｅａｒｔｅｄ ｌｕｌ

ｌａｂｙ
Ｒｉｃｈａｒｄ Ｃｌａｙｄｅｒｍａｎビクター エンタテインメント

0400096053 290 ｶ ポピュラー ＧＲ８ＥＳＴ 関ｼﾞｬﾆ8∥歌 ジェイ・ストーム

0400094033 201 ｸ ポピュラー ＧＲＡＭＭＹノミニーズ ビヨンセ／〔ほか〕演奏 ワーナーミュージック・ジャパン



0400095329 201 ｸ ポピュラー ＧＲＡＭＭＹノミニーズ ﾌﾞﾙｰﾉ･ﾏｰｽﾞ∥〔ほか〕演奏Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400024931 290 シ ポピュラー Ｊ‐ｐｏｐ ８０ʼｓ ｃｏｌｌｅｃｔｉ 小林 明子 ＢＭＧファンハウス

0400096087 290 ﾘ ポピュラー ｊｕｉｃｅ Little Glee Monster∥歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400085783 290 ｼ ポピュラー ＪＵＪＵ ＪＵＪＵ／歌
Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ａｓｓｏ

ｃｉａｔｅｄ Ｒｅｃｏｒｄｓ

0400078697 290 ｻ ポピュラー Ｊｕｌｉｅ Ｓｐｅｃｉａｌ 沢田 研二／歌 ユニバーサルミュージック

0400093290 290 ﾆ ポピュラー Ｊｕｓｔ ＬＯＶＥ 西野 カナ／歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400072435 290 ｺ ポピュラー ｋｏｍｅｄｉａ．ｊｐ 米米ＣＬＵＢ／演奏 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｒｅｃｏ

0400093431 290 ﾋ ポピュラー Ｌʼ〓ＰＩＬＯＧＵＥ ＫＹＯＳＵＫＥ ＨＩＭＵＲＯ／歌ワーナーミュージック・ジャパン

0400088969 290 ﾆ ポピュラー ＬＩＶＥ ＮＥＷＳ／歌 ジャニーズ・エンタテイメント

0400086898 290 ｱ ポピュラー ＬＯＶＥ！ 青山 テルマ／歌 ユニバーサルミュージック

0400020467 290 ヤ ポピュラー Ｌｏｖｉｎʼ ｃｕｐ 柳 ジョージ ユニバーサルビクター

0400096251 290 ｼ ポピュラー ＳＨＩＳＨＡＭＯ SHISHAMO∥演奏 ユニバーサルミュージック

0400093985 290 ｽ ポピュラー ＳＭＡＰ ２５ ＹＥＡＲＳ ＳＭＡＰ／歌

0400094264 290 ﾀ ポピュラー ＳＴＡＮＤＡＲＤ～呼吸（いき）～ 谷村 新司／歌 ユニバーサルミュージック

0400096145 290 ﾀ ポピュラー ＳＴＡＲＴＩＮＧ ＯＶＥＲ 高橋 優∥演奏 ワーナーミュージック・ジャパン

0400070413 290 ｻ ポピュラー Ｓｕｍｍｅｒ ＴＵＢＥ／〔ほか〕演奏 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｄｉｒｅ

0400040366 290 ﾀ ポピュラー
ｔｈｅ ｂｅｓｔ ～ｎｅｗ ｅｄｉｔ

ｉｏｎ～
高橋 真梨子

ビクターエンタテイメント株式会

社

0400092573 290 ｻ ポピュラー
ＴＨＥ ＢＬＵＥ ＨＥＡＲＴＳ ３０

ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ
ＴＨＥ ＢＬＵＥ ＨＥＡＲＴＳ／演奏トライエム（制作）

0400093415 290 ﾋ ポピュラー ＴＨＥ ＳＴＩＬＬ ＬＩＦＥ 平井 堅／歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400093878 290 ｻ ポピュラー
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ

ＩＳ ＨＥＲＥ．
ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ／演奏ＴＹＭＳ ＰＲＯＪＥＣＴ

0400093407 290 ｱ ポピュラー Ｔｈｉｓ ｉｓ ｍｅ 絢香／歌
エイベックス・ミュージック・ク

リエイティヴ



0400093381 290 ｺ ポピュラー ＴＩＭＥＬＥＳＳ ＷＯＲＬＤ コブクロ／演奏 ワーナーミュージック・ジャパン

0400092490 290 ｾ ポピュラー Ｔｒｅｅ ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ／演奏トイズファクトリー

0400087276 290 ﾔ ポピュラー ＴＷＩＳＴ ＥＩＫＩＣＨＩ ＹＡＺＡＷＡ／歌ＧＡＲＵＲＵ ＲＥＣＯＲＤＳ

0400089314 290 ｱ ポピュラー Ｕｎｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ 安室 奈美恵／歌 エイベックス・マーケティング

0400096244 290 ｴ ポピュラー ＷＡＫＥ ＵＰ THE ELEPHANT KASHIMASHI∥演奏ユニバーサルミュージック

0400093498 290 ｻ ポピュラー ＺＡＲＤ Ｆｏｒｅｖｅｒ Ｂｅｓｔ ＺＡＲＤ／演奏

0400096228 290 ｱ ポピュラー アッコがおまかせ MISIA∥〔ほか〕演奏 ユニバーサルミュージック

0400093233 290 ｵ ポピュラー あの日あの時 小田 和正／演奏 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400040374 240 ｱ ポピュラー アバ・ゴールド ユニバーサル インターナショナ

0400010609 290 ア ポピュラー アリス・メモリアル アリス 東芝ＥＭＩ

0400014296 260 ア ポピュラー
アンティーク・オルゴールが奏でるビ

リー・ジョエル ヒット曲集
ソニー・ミュージックエンタテイ

0400093308 267 ｲ ポピュラー イマージュ 宮本 笑里／〔ほか〕演奏Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400096160 240 ﾊ ポピュラー
ヴェリー・ベスト・オブ・バックスト

リート・ボーイズ
ﾊﾞｯｸｽﾄﾘｰﾄ･ﾎﾞｰｲｽﾞ∥歌

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｊａｐａ

ｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

0400040853 290 ﾄ ポピュラー ヴォーカリスト 徳永 英明／歌 ユニバーサルミュージック

0400014817 240 ク ポピュラー エリック・クラプトン・ベスト エリック・クラプトン ポリドール

0400096277 290 ﾅ ポピュラー おんな、ひとり旅 ⾧山 洋子∥歌唱

0400078739 290 ｼ ポピュラー カバーズ ジェロ／歌 ビクターエンタテインメント

0400086963 290 ｼ ポピュラー カバーズ ジェロ／歌 ビクターエンタテインメント

0400094322 290 ｸ ポピュラー がらくた 桑田 佳祐／演奏

0400041125 230 ﾜ ポピュラー カリフォルニア・シャワー 渡辺  貞夫∥演奏 ビクターエンタテインメント

0400086823 290 ﾁ ポピュラー キャロル チャラ／歌 ユニバーサルミュージック

0400095345 262 ｸ ポピュラー グレイテスト・ショーマン ﾋｭｰ･ｼﾞｬｯｸﾏﾝ∥〔ほか〕歌 ワーナーミュージック・ジャパン

0400096236 240 ｸ ポピュラー グレイテスト・ヒッツ ｸｲｰﾝ∥演奏 ユニバーサルミュージック

0400094017 290 ｺ ポピュラー コイズミクロニクル 小泉 今日子／歌



0400077772 240 ﾃ ポピュラー コンプリート・ベスト セリーヌ・ディオン／歌
Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｊａｐａ

ｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

0400096210 240 ｸ ポピュラー ザ・ベスト ｱﾘｱﾅ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ∥歌 ユニバーサルミュージック

0400078184 290 ｻ ポピュラー ザ・ベストテン わらべ／〔ほか〕演奏 ポニーキャニオン

0400096178 260 ｺ ポピュラー シネマティック・ジャズ・カフェ ｼﾞｪｲｺﾌﾞ･ｺｰﾗｰ∥演奏 ＪＩＭＳ Ｒｅｃｏｒｄｓ

0400086773 220 ｼ ポピュラー ジャクソン５・ベスト・セレクション ジャクソン５／演奏 ユニバーサルミュージック

0400094249 230 ｼ ポピュラー ジャズ・ナウ キャンディス・スプリングス／〔ほか〕演奏ユニバーサルミュージック

0400096202 230 ｼ ポピュラー ジャズ・ナウ ﾉﾗ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ∥〔ほか〕演奏ユニバーサルミュージック

0400093894 290 ｶ ポピュラー ジャム 関ジャニ８／歌 ジェイ・ストーム

0400096285 201 ｽ ポピュラー スウィート・メロディーズ ﾌﾞﾙｰﾉ･ﾏｰｽﾞ∥〔ほか〕演奏ワーナーミュージック・ジャパン

0400094231 210 ｼ ポピュラー ストレンジャー ビリー・ジョエル／演奏 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400078572 240 ｽ ポピュラー スピーク・ロウ ボズ・スキャッグス／ｖｏユニバーサルミュージック

0400018743 290 ヤ ポピュラー タツロー・コレクション 山下 達郎 ＢＭＧジャパン

0400086195 290 ﾃ ポピュラー テゴマスのあい テゴマス／歌 ジャニーズ・エンタテイメント

0400094009 290 ﾀ ポピュラー ドラマティックベスト 高橋 真梨子／歌

0400087532 240 ﾋ ポピュラー ハード・デイズ・ナイト ザ・ビートルズ／演奏 ＥＭＩミュージック・ジャパン

0400089132 280 ﾈ ポピュラー
ヒア・ウィ・ゴー・アゲイン～ライヴ・

インＮ．Ｙ．
ウィリー・ネルソン／ｇ，ｖｏＥＭＩミュージック・ジャパン

0400093357 290 ｳ ポピュラー ファントーム 宇多田 ヒカル／歌 ユニバーサルミュージック

0400078820 240 ﾔ ポピュラー フォーク・イン・ザ・ロード ニール・ヤング／演奏 ワーナーミュージック・ジャパン

0400078093 290 ｺ ポピュラー フレイ ゴスペラーズ／歌 Ｋｉ／ｏｏｎ Ｒｅｃｏｒｄｓ

0400092557 240 ｸ ポピュラー ベスト・オブ・エリック・クラプトン エリック・クラプトン／演奏ワーナーミュージック・ジャパン

0400096129 261 ｸ ポピュラー ボヘミアン・ラプソディ ｸｲｰﾝ∥演奏 ユニバーサルミュージック

0400093282 290 ｷ ポピュラー ミナミカゼ キズキ ミナミ／歌 ポニーキャニオン

0400095386 240 ﾕ ポピュラー ユア・ソング ﾚﾃﾞｨｰ･ｶﾞｶﾞ∥〔ほか〕演奏ユニバーサルミュージック

0400095337 290 ﾏ ポピュラー ユーミンからの、恋のうた。 松任谷 由実∥歌 ユニバーサルミュージック



0400093944 290 ﾕ ポピュラー ゆずイロハ１９９７−２０１７ ゆず／演奏 セーニャ・アンド・カンパニー

0400090429 262 ﾚ ポピュラー レ・ミゼラブル ヒュー・ジャックマン／〔ほか〕歌ユニバーサルミュージック

0400094611 240 ｹ ポピュラー レインボー ｹｼｬ∥歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400096194 240 ｽ ポピュラー レピュテーション ﾃｲﾗｰ･ｽｳｨﾌﾄ∥歌 ユニバーサルミュージック

0400094256 201 ﾜ ポピュラー ワッツ・アップ パーティーメガヒッツ ジャスティン・ビーバー／〔ほか〕演奏ユニバーサルミュージック

0400075891 240 ﾃ ポピュラー 愛のうた セリーヌ・ディオン／歌
Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｊａｐａ

ｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

0400094603 290 ｴ ポピュラー 永遠の昭和歌謡名曲集 由紀 さおり∥〔ほか〕歌 ポニーキャニオン

0400094082 290 ﾋ ポピュラー 歌バカ Ｋｅｎ Ｈｉｒａｉ／歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400077400 290 ﾅ ポピュラー 懐かしの歌声
コロムビアミュージックエンタテ

インメント

0400095394 290 ｻ ポピュラー 海のＯｈ，Ｙｅａｈ！！ ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ∥演奏

0400095378 267 ｷ ポピュラー 気になる洋楽 ﾏｰｸ･ﾛﾝｿﾝ∥〔ほか〕演奏 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400089017 260 ｻ ポピュラー 桜卒業 オーマガトキ

0400093928 290 ﾔ ポピュラー 山口百恵 日本の四季を歌う 山口 百恵／歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｄｉｒｅ

0400092623 290 ﾜ ポピュラー 私たちの黄金時代 北島 三郎／〔ほか〕歌 日本クラウン

0400096111 290 ﾐ ポピュラー 重力と呼吸 Mr.Children∥演奏 トイズファクトリー

0400090478 290 ﾏ ポピュラー 春うた、夏うた。 槙原 敬之／歌 ワーナーミュージック・ジャパン

0400095311 290 ｳ ポピュラー 初恋 宇多田 ﾋｶﾙ∥歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400093472 290 ｼ ポピュラー 昭和歌謡大ヒット大全集 いしだ あゆみ／〔ほか〕演奏日本コロムビア

0400094314 290 ｼ ポピュラー 昭和伝説こころの歌 日本コロムビア

0400096103 290 ｼ ポピュラー 湘南乃風～一五一会～ 湘南乃風∥演奏 ＴＯＹʼＳ ＦＡＣＴＯＲＹ（製

0400093787 240 ﾃ ポピュラー 新しい夜明け ボブ・ディラン／演奏 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400086583 290 ｼ ポピュラー 深夜便のうた 藤田 まこと／〔ほか〕歌テイチクエンタテインメント

0400096095 290 ｹ ポピュラー 走り出す瞬間 けやき坂46∥歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

0400094280 290 ﾓ ポピュラー 大傑作撰 森山 直太朗／演奏 ユニバーサルミュージック



0400041133 290 ﾄ ポピュラー 東京五輪音頭 〔石川  さゆり〕∥歌 東京２０２０組織委員会

0400093456 290 ｻ ポピュラー 道 坂本 冬美／歌 ユニバーサルミュージック

0400079232 290 ｲ ポピュラー 日本名曲集 石原 詢子／歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｒｅｃｏ

0400092607 290 ｻ ポピュラー 葡萄 サザンオールスターズ／演奏

0400096152 290 ｷ ポピュラー 北島三郎全曲集 北島 三郎∥歌 日本クラウン

0400096269 290 ﾓ ポピュラー 友への手紙 森田 童子∥歌 ユニバーサルミュージック

0400090684 230 ｺ ポピュラー 恋するジャズ～ＪＡＺＺ ＩＮ ＬＯＶ リンダ・ロンシュタット／〔ほか〕演奏ワーナーミュージック・ジャパン

0400078457 560 ｻ 演芸 花形落語特撰～落語の蔵～ 八代目三笑亭可楽／口演 テイチクエンタテインメント

0400091575 640 ﾔ 文芸 しぶちん 山崎 豊子／著 新潮社（発行）

0400070066 650 ﾌ 文芸 ふるさとの昔ばなし 成田 キヌヨ／〔ほか〕語りＫｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ

0400091310 640 ｶ 文芸 伊豆の踊子 川端 康成／著，朗読 新潮社（発行）

0400091625 640 ｱ 文芸 河童 芥川 竜之介／著 新潮社（発行）

0400091229 640 ﾉ 文芸 火垂るの墓 野坂 昭如／著 新潮社（発行）

0400091245 640 ｼ 文芸 御家人斬九郎 柴田 錬三郎／著 新潮社（発行）

0400091393 640 ﾀ 文芸 春琴抄 谷崎 潤一郎／著 新潮社（発行）

0400091336 640 ｼ 文芸 小僧の神様 志賀 直哉／著，朗読 新潮社（発行）

0400066569 650 ﾑ 文芸 昔話ふるさとへの旅 Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ

0400091609 640 ｲ 文芸 不忠臣蔵 井上 ひさし／著 新潮社（発行）

0400091369 640 ｱ 文芸 羅生門 芥川 竜之介／著 新潮社（発行）

0400076097 910 ｾ 児童 ０歳のクラシック 渡辺 暁雄／〔ほか〕指揮Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ

0400089512 990 ｴ 児童
ＮＨＫおかあさんといっしょファミリー

コンサート
ポニーキャニオン

0400089843 990 ｴ 児童 ＮＨＫみんなのうた ハル＆チッチ歌族／〔ほか〕演奏日本コロムビア

0400070009 990 ｳ 児童 うた☆うた☆だいすき！
コロムビアミュージックエンタテ

インメント

0400095360 990 ｳ 児童 うたって学べるおぼえ歌 WEEVA∥〔ほか〕うた Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ



0400075586 971 ｴ 児童 えいごであそぼ デニス・ガン／〔ほか〕歌エイベックス・マーケティング

0400039814 971 ｴ 児童 えいごであそぼ ショーン／〔ほか〕歌 エイベックス・マーケティング

0400091781 990 ｵ 児童 おかあさんといっしょ ポニーキャニオン

0400095295 995 ｵ 児童 おしりたんてい 伊勢 大貴∥〔ほか〕演奏 日本コロムビア

0400075966 990 ｵ 児童 おやこのどうよう 森 みゆき／〔ほか〕歌 Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ

0400096186 990 ｻ 児童
サンタさんがやってきた！ファミリー★

クリスマス ベスト
福沢 良一∥〔ほか〕演奏 Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ

0400087011 995 ｿ 児童 それいけ！アンパンマン ドリーミング／〔ほか〕歌バップ

0400090593 995 ｿ 児童 それいけ！アンパンマン ドリーミング／〔ほか〕演奏バップ

0400079125 990 ﾀ 児童 たのしい英語のうたベスト 羽生 未来／〔ほか〕うたＫｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ

0400089801 995 ﾃ 児童 ディズニー・オン・クラシック エイベックス・マーケティング

0400094066 995 ﾃ 児童 ディズニープリンセス・ベスト
エイベックス・ミュージック・ク

リエイティヴ

0400092391 990 ﾃ 児童 テレビこどものうた！ 日本コロムビア

0400077756 990 ﾊ 児童 はっけんたいけんだいすき！しまじろう しまじろう／〔ほか〕うた
コロムビアミュージックエンタテ

インメント

0400090700 995 ﾎ 児童
ポケットモンスターＴＶアニメ主題歌ベ

スト・オブ・ベスト１９９７−２０１２
メディアファクトリー

0400065272 990 ﾐ 児童 みんな知ってる！たのしいえいごのうた Ｇｒｅｇ Ｉｒｗｉｎ／〔ほか〕歌日本クラウン

0400071999 995 ｻ 児童
最新アニメ＆スーパーヒーローソング

ベストコレクション
谷本 貴義／〔ほか〕うた

コロムビアミュージックエンタテ

インメント

0400092433 990 ｻ 児童 最新こどもヒット・ソング ベスト 並木 のり子／〔ほか〕うたＫｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ

0400085932 973 ﾏ 児童
祭りだ！わっしょい！ロック夏祭り＆こ

ども盆踊り
竹内 浩明／〔ほか〕うた

コロムビアミュージックエンタテ

インメント

0400094330 990 ｺ 児童 子育てハッピーソングスえいごのうた 日本コロムビア



0400095303 995 ｼ 児童
週刊少年ジャンプ５０ｔｈ Ａｎｎｉｖ

ｅｒｓａｒｙ ＢＥＳＴ ＡＮＩＭＥ
FLOW∥〔ほか〕演奏

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

ｌｓ

0400096038 995 ｼ 児童
週刊少年ジャンプ５０ｔｈ Ａｎｎｉｖ

ｅｒｓａｒｙ ＢＥＳＴ ＡＮＩＭＥ
SPYAIR∥〔ほか〕演奏

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅ

ｌｓ

0400090304 945 ｼ 児童 小学校行事＊放送用音楽集
コロムビアミュージックエンタテ

インメント

0400093217 990 ﾄ 児童

東京ディズニーシー１５周年“ザ・イ

ヤー・オブ・ウィッシュ”ミュージック・

アルバム デラックス

エイベックス・ミュージック・ク

リエイティヴ

0400095352 990 ﾄ 児童
東京ディズニーリゾート３５周年“ハピエ

ストセレブレーション！”ミュージック・

エイベックス・エンタテインメン

ト


