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チェンバロとヴァージナル 
H. ハウエルズ作曲 ハウエルのクラヴィコード - I. Goff‘s Fireside（チェンバロ演奏） 
H. ハウエルズ作曲 ハウエルのクラヴィコード - I. Goff‘s Fireside（ヴァージナル演奏） 

ヨハネス・フェルメール画「ヴァージナルの前に座る婦人」 

1＆2 

同じ曲＆演奏者で 
 2つの楽器を聴き比べ 

ヴァージナル（右） 

16世紀に数多く作られた小型鍵盤楽器。基本構造
はチェンバロと同じで、形は長方形が多い。音は
チェンバロより小さくマットな質感。 

クリストファー・D・ルイス（チェンバロ＆ヴァージナル） 

チェンバロ（左） 

ルネサンス～バロックを代表する鍵盤楽器。ハン
マーで弦を叩いて音を出すピアノとは異なり、プ
レクトラム（ツメ）で弦を振動させて音を出す。
光沢感のある音色が特徴。 

http://mora.jp/package/43000069/8573668h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573668/


フォルテピアノ パイプオルガン 
モダン・ピアノの前身にあたる楽器。1700年頃にバルトロメオ・クリストフォ
リによって発明され、1800年前後に普及。音域によって音のニュアンスが変わ
るのが特徴。本録音では1801年ヴァルター製のレプリカの楽器を使用している。 

低音/高音、弱音/強音、 
ペダルの有/無で 
七色に変わる音の妙 

ディッタースドルフ作曲 
ヘラクレスの神化 - IV. Vivace 

ジェイムズ・ティブルス/ミヒャエル・ツァルカ(フォルテピアノ) 

音楽家 兼 鳥類学者が 
巨大なオルガンに歌わせた 
小鳥のさえずり 

メシアン作曲 
聖霊降臨祭のミサ - 聖体拝領唱 「鳥たちと泉」 

福本茉莉 (オルガン) 

4 3 

オルガンは、紀元前のギリシアにルーツを持つ楽器。教会やホールに備えつけら
れたパイプオルガンは、風をパイプに流して音を出す原理の楽器で、17～18世紀
に全盛期を迎えた。本録音では武蔵野市民文化会館のオルガンを使用している。 

http://www.e-onkyo.com/music/album/nxs8573155/
http://mora.jp/package/43000069/8573740h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573740/


リュート 
ルネサンス～バロックを代表する鍵盤楽器。ハン
マーで弦を叩いて音を出すピアノとは異なり、プレ
クトラム（ツメ）で弦を振動させて音を出す仕組み。 

奏者の隣で聴いているような 
爪や指のこすれるかすかな音 

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ画「リュート奏者」 

J.A. ダルツァ作曲 
Poi che volse la mia stella 

ジュリアーノ･ルチーニ(リュート) 

ルネサンス～バロックを代表する撥弦楽器（ギターと同じ種類に属
する楽器）。11～27本におよぶ弦の数の多さが特徴。音量は小さく
デリケートで、近年では癒しの楽器としての人気も上昇している。 

5 

http://mora.jp/package/43000069/8573320h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573320/
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2台（＝ふたり）の演奏とは思えない 
驚異の一体感と正確さ 

J.S. バッハ作曲 
イギリス組曲第2番 イ短調 BWV 807 - I. Prelude 

モンテネグロ・ギター・デュオ 

２
台
の
ギ
タ
ー 

ギター・デュオは
クラシック、ジャ
ズ、フラメンコな
ど幅広いジャンル
で好まれている編
成。モンテネグ
ロ・ギター・デュ
オは、古典から現
代曲までさまざま
なレパートリーを
得意としている
デュオで、本録音
ではバッハの「イ
ギリス組曲」の全
曲アレンジ演奏に
挑戦している。 

http://mora.jp/package/43000069/8573473h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573473/


7 
トラヴェルソ 

中央アジアにルーツを持つ 
素朴でオリエンタルな響き 

J. オトテール作曲 
アリアとブルネット集  
Rochers, je ne veux point 
(Bertrand de Bacilly) 

レ・オーディネーレ 

今日のフルートの前身にあたる木管楽器。「フラウ
ト・トラヴェルソ」とも。バロック時代にはソロやア
ンサンブルの花形楽器として数多く用いられた。 

作者不明 
「フラウト・トラヴェルソを持つカール・テオドール選帝侯」 

http://mora.jp/package/43000069/8573814h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573814/
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クラリネット 
フルート、オーボエと並ぶ木管楽器の代表格。4オクターブの広い音域を持ち、まろやかで表情豊かな音色が特
徴。クラシック、ジャズ、吹奏楽など幅広いジャンルで用いられる。 本録音の曲名の『Carnyx（カーニク
ス）』とは、先端部分にドラゴンなどの動物を冠したデザインで知られる古代ケルトの金管楽器のこと。 

冒頭10秒で仰天！ 
甲高くいななくクラリネット 
 

ニチフォア作曲 
アンドリュー・サイモンのための2つの舞曲 -  Carnyx 

アンドリュー・サイモン(クラリネット) 

Photos by Bo Huang 

http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573022/


オトナの哀愁を歌うユーフォニアム！ イタリア・オペラみたいに歌うファゴット！ 

ユーフォニアム 
低音の木管楽器のひとつ。「バスーン」とも。
二つ折りにした管と、コミカルで味のある音
色が特徴。女性のアルトの声、もしくは男性
のテノールの声にもたとえられる。 

ロッシーニ作曲 
ファゴット協奏曲 - III. Rondo: Allegretto 

パトリック･デ･リティス(ファゴット) 
ヴュルツブルク･フィルハーモニー管弦楽団 

エンリコ･カレッソ(指揮) 

グレインジャー作曲 
フォーレの「2つの歌曲 Op. 3 - II. トスカナのセレナード」 

ビョルン･ボーゲトヴェト(ユーフォニアム) 
王立ノルウェー海軍バンド 
ビャルテ･エンゲセト(指揮) 

10 9 

中低音の金管楽器のひとつ。19世紀前半に
発明された新しい楽器で、現在でも地域毎
にさまざまな種類が存在する。おもに吹奏
楽で活躍する。優美な音色が特徴。 

ファゴット 

http://mora.jp/package/43000069/8573679h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573679/
http://mora.jp/package/43000069/8573382h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573382/


ヴァイオリン ヴィオラ 

E. ソーレ作曲 
24のエチュード･カプリース Op. 64 

  - XI. D-Flat Major 
ナツリン・ラシドヴァ(ヴァイオリン) 

G. オンスロウ作曲 
チェロ・ソナタ ヘ長調 Op. 16 No. 1(ヴィオラとピアノ版)  

- III. Allegretto 
戸川ひより(ヴィオラ)/リリト・グリゴリアン(ピアノ) 

12 11 

意外と、深い。 意外と、華やか。 

ヴァイオリン属のうちもっとも高音の弦楽器。
17世紀頃から花形楽器として爆発的に製
作・演奏される。作曲者エミール・ソーレは
1852年生のヴァイオリニスト・作曲家で、
「エチュード・カプリース」は、当時のヴァ
イオリン・テクニックの限界に挑んだ作品と
して知られている。 

ヴァイオリン属のうちヴァイオリンに次ぐ高
中音域の弦楽器。ソロ楽器として用いられる
ことはヴァイオリンと比べると圧倒的に少な
いが、落ち着きと渋みのある音色を活かした
ソロ作品やアレンジ作品も演奏機会が増えて
いる。 

http://mora.jp/package/43000069/8573730h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573730/
http://mora.jp/package/43000069/8573843h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573843/


2台のギター 

13 

ジャン＝マルク・ナティエ「王女アンリエットの肖像」 

ヴィオラ・ダ・ガンバ 

控えめな音が、 
雅とされていた時代。 

マレ作曲 
ヴィオール曲集 第3巻 組曲 ト長調 - VII. クーラント 

レ・オーディネーレ 

16世紀から18世紀に広く愛奏された弦楽器。脚で支え
て演奏し、弦は6本が標準。見た目はチェロに似てい
るが、音はより小さく品があり、上流階級の人びとの
間 で 、 室 内 演 奏 用 の 楽 器 と し て 親 し ま れ た 。 

http://mora.jp/package/43000069/8573814h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573814/
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カウンターテナー 

神秘の声が 
低く歌うドロドロの情念 

シューマン作曲 
詩人の恋 Op. 48 - XVI. 古い忌まわしい歌 

ヤニフ・ドール(カウンター・テナー)/ダン・ドイチュ(ピアノ) 

独自の発声法により女声（アルト）に相当する音域を歌う男性パート。神秘的かつ輝きのある声が特徴。 
ルネサンス、バロックから近現代のレパートリーまで幅広いジャンルを歌う。 

「古い忌まわしい歌」は、歌曲集『詩人の恋』の最後の曲で、恋の思い出を葬るさまが苦しげに歌われる。 

http://mora.jp/package/43000069/8573780h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573780/


ソプラノ＋メゾソプラノ ヴァイオリン＋チェロ 
女声を3つに分けた場合の、高音と中音のパート。ソプラノとメゾソプラノの
デュエットは、ドリーブ作曲『ラクメ』（花の二重唱）などオペラ作品に多い。 

「高」と「低」が溶け合って生まれるハーモニー 

D.A. ハーゲン作曲 
4つのアイルランド民謡 - III. ダニー・ボーイ 

ケリー･アン･ビクスビー(ソプラノ) 
スザンヌ･ドゥ･プランティス(メゾ･ソプラノ)/ローラ･ウォード(ピアノ) 

ベートーヴェン作曲 
 3つの二重奏曲 WoO 27  - I. Allegro comodo 

ジョン･ミルズ(ヴァイオリン) 
ボジダル･ヴコティッチ(チェロ) 

16 15 

ヴァイオリン属の4種類の楽器のうち、最も高い音域と三番目の音域にあたる楽
器。パガニーニの二重奏曲、ブラームスの二重協奏曲、ラヴェルのソナタなどの
オリジナル・デュオ作品がよく知られている。 

http://mora.jp/package/43000069/8573541h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573541/
http://mora.jp/package/43000069/8559714h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8559714/


ラブソングのデュエットのように。 
R. アーン作曲  私の詩に翼があったなら 

ジュリアン･ロイド･ウェバー(チェロ)/ジアシン･ロイド･ウェバー(チェロ)/ジョン･レネハン(ピアノ) 

17 

チェロ・デュオ「2CELLOS」のブレイクで近年注目を集めつつある編成。2台のチェロを用いたオリジナル曲としては 
ヴィヴァルディの 「2台のチェロのための協奏曲 RV531」がよく知られる。 

本録音は夫妻によるデュオで、夫のジュリアンは『キャッツ』や『オペラ座の怪人』を手がける作曲家アンドリューの弟。 
 

2台のチェロ 

http://mora.jp/package/43000069/8573251h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573251/


木製の打楽器 スティールパン 
一般に「木琴」として知られる打楽器。アフリ
カの民族楽器に起源を持つといわれる。あたた
かな音色が特徴で、4オクターブ半から5オク
ターブの音域を持つ。 

M. トマシーニ作曲 
山々…海…ビルディング…木々 

パイアス･チェン(マリンバ) 
リチャード･バンピング(チェロ) 

「ハイレゾ聴いてる感」にゾクゾクする打楽器 

アキホ作曲 
21(アコースティック･バージョン) 
アンディ･アキホ(スティールパン) 

マリエル･ロバーツ(チェロ) 

20 19 

マリンバ 

18 

コリリアーノ作曲 
奇術師 - カデンツァ I 

エヴリン･グレニー(木製の打楽器） 
デイヴィッド･アラン･ミラー(指揮) 

カリブ海に位置する国トリニダード・トバゴ 
で発明された、ドラム缶で作られた打楽器。2オク
ターブ近くの音域があり、メロディを奏でること
が可能。電子楽器にも似た不可思議な音質が特徴。 

本録音の演奏曲「奇術師」は、木製・金属製・皮
製の3種類の打楽器をフィーチャーした作品。木製
の打楽器として、マリンバ、シロフォン、ウッド
ブロック（写真）などが用いられている。 

http://mora.jp/package/43000069/8573614-15h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs857361415/
http://mora.jp/package/43000069/8559757h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8559757/
http://mora.jp/package/43000069/8573614-15h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs857361415/
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ギター 

「私は弦の下にあなたを捉える」 
E. ソウトゥーリョ作曲  私は弦の下にあなたを捉える - IV. — 

アダム･レヴィン(ギター) 

ジャズ、ロック、民族音楽、クラシック、フラメンコほか非常に幅広いジャンルで用いられる楽器。 
本録音は、21世紀に作曲されたスペインのギター作品の新録プロジェクトの1曲で、 

ギターと現代音楽との親和性を感じることができる。 

http://mora.jp/package/43000069/8573409h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573409/
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弦楽四重奏 
P. グラス作曲 
弦楽四重奏曲第5番 - III. — 

カルドゥッチ弦楽四重奏団 

反復しながら迫りくる4台の弦楽器。 

2台のヴァイオリンとヴィオラ、チェロの4台の編成によるアンサンブル。 
弦楽四重奏曲は、バロック時代の終盤から古典～近現代までたゆまず書かれ続け、 

クラシック音楽の主要ジャンルのひとつとして知られている。 
本録音は、フィリップ・グラスによる1991年の作品で、 

いわゆるミニマル・ミュージック的な反復が多用されている。 
 

http://mora.jp/package/43000069/8559766h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8559766/
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V. シルヴェストロフ作曲 
記憶の瞬間 II - VI. パストラール 

イリーナ･スタロドウブ(ピアノ) 
キエフ･ヴィルトゥオーゾ室内管弦楽団 

ドミトリ･ヤブロンスキー(指揮) 

ピアノ 
＋弦楽オーケストラ 

弦楽の乳白色の靄にくるまれたピアノ 

ピアノは19世紀の産業革命により発展を遂げた 
新しい楽器で、現代に至るまで 

さまざまな改良が行われた。 
本録音の作曲者シルヴェストロフは、 

2017年の来日でも話題を呼んだウクライナの作曲家。 
ピアノの独特な音響技法で知られている。 

 

http://mora.jp/package/43000069/8573598h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573598/


合唱 児童合唱 
斉唱は古代より世界の各地域で行われてきたと考えられているが、西洋音楽とし
てのルーツは中世の宗教音楽にある。本録音で歌われているのも、1200年以上前
から歌い継がれているマニフィカト（キリスト教の聖歌）の1曲である。 

作曲者不詳 
おお、叡智よ(マニフィカト) 
シカゴ･スコラ･アンテクァ 

マイケル･アラン･アンダーソン(指揮) 

M. フェイルーズ作曲 
ツァブルの書 - Part II -  Can we tell them we are hungry? 

インディアナポリス児童合唱団 
インディアナポリス交響楽団/エリック･スターク(指揮) 

25 24 

児童合唱とは変声前の子どもによる合唱のことであり、単独で合唱曲、ポップスな
どを歌うほか、宗教曲や交響曲などのクラシック作品の一部に登場することもある。
本録音は、『オリエンタリズム』の著者エドワード・サイードの娘ナジュラの詞に
もとづく現代合唱曲の一節。戦争の悲惨さが少年少女によって切々と歌われる。 

現代の少年少女の嘆きの歌。 1200年以上前の祈りの歌。 

http://mora.jp/package/43000069/8559803h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8559803/
http://mora.jp/package/43000069/8573260h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573260/


アルト・サクソフォン＋合唱 トランペット＋合唱 

1840年代に発明された金管楽器で、アルト・サクソフォンはもっとも標準的な種
類。ジャズや吹奏楽のイメージが強いが、ドビュッシー、イベールなど近代以降
のクラシック楽曲で効果的に用いられることも多い。本録音のような宗教合唱と
のコラボレーションは非常に珍しい。 

P. ホーズ作曲 
よろこびとさかえに満つ 

ジョン･ジョンソン(アルト･サクソフォン) 
エローラ･シンガーズ 

ノエル･エジソン(指揮) 

ラター作曲 
主よ、あなたはわれらの避難所である 

マイク･アレン(トランペット) 
セント･オールバンズ大聖堂合唱団 

ロイヤル･フィルハーモニー管弦楽団/トム･ウィンペニー(オルガン) 
アンドリュー･ルーカス(指揮) 

27 26 

「ラッパ」を持つ代表的な金管楽器。本録音のような宗教合唱とのコラボレー
ションは珍しいが、新約聖書にも「黙示録のラッパ吹き」などが登場し、楽器の
ルーツは非常に古い。鋭く輝く音色がよく知られているが、柔らかく調和的な響
きも得意とする。 

合唱と溶け合うサクソフォン 合唱と掛け合うトランペット 

http://mora.jp/package/43000069/8573394h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573394/
http://mora.jp/package/43000069/8573720h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573720/
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金管七重奏 

ドビュッシー作曲 
前奏曲集 第1集 - X. 沈める寺 

セプトゥーラ 

水墨画さながらに 
淡くぼかされた金管アンサンブル 

吹奏楽の分野では、国や地域の事情に
応じてさまざまな人数のアンサンブル
が結成されており、その編成に応じた
作曲や編曲がアクティブに行われてい
る。セプトゥーラは、ロンドンの一流
楽団に所属するアーティストによる金
管アンサンブル。ポップスからクラ
シックの有名曲まで、さまざまな作品
を多彩な音色で表現している。 

http://mora.jp/package/43000069/8573619h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573619/
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金管七重奏 

マッキー作曲 
ソプラノ・サクソフォン協奏曲 - V. Finale 

ヴィンセント・グノジェク(ソプラノ・サクソフォン) 
カンザス大学ウィンド・アンサンブル 

スコット・ワイズ(指揮) 

ヴィンセント・グノジェク(ソプラノ・サクソフォン) 
カンザス大学ウィンド・アンサンブル/スコット・ワイズ(指揮) 

ソプラノ・サクソフォンはサクソフォンの主要な種類のひとつで、つややかで甘い音
色が特徴。管が曲がっていないストレートな形状が多い。本録音の作曲者ジョン・
マッキーは吹奏楽作品の作曲家。彼の作品は演奏効果の高さに定評があり、全日本吹
奏楽コンクールの自由曲としてもしばしば演奏されている。 

ソプラノ・サクソフォン 

サックスvsウィンド・アンサンブルの 
ガチバトル！ 

http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8572129/
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ストラヴィンスキー作曲 
バレエ・カンタータ「結婚」（1923年版） - Scene 4 

レベッカ・ナッシュ(ソプラノ)/ロビン・レドモン(メゾ・ソプラノ)/ロバート・ブロー(テノール)/デニス・セードフ(バス)/ティム・ビショップ(打楽器)/ロ
バート・クロス(打楽器)/マーク・ホッジス(打楽器)/スコット・ジャクソン(打楽器)/チ・へジョン(打楽器)/マイケル・ラウバック(打楽器)/ジョーイ・サン
チェス(打楽器)/アンドレ＝ミシェル・シューブ(ピアノ)/リディア・アルティミフ(ピアノ)/ホス・デ・ソラウン(ピアノ)/アンナ・ペトロヴァ(ピアノ)/
ヴァージニア交響合唱団/ジョアン・ファレッタ(指揮) 

独唱＋合唱＋4台のピアノ＋打楽器 

ピアノが打楽器のように聴こえ、 
打楽器がピアノのように聴こえてくる。 

クラシック音楽の編成は、現代に近づくに
つれ多様化する。ストラヴィンスキーがバ
レエ・リュスのために書いた音楽『結婚』
も、独唱、合唱、4台のピアノと打楽器とい
う非常に珍しい編成。ピアノも打楽器のよ
うに「叩く」「打つ」楽器として扱われて
いるのが大きな特徴。 

Les noces choregraphed by Todd Rosenlieb and performed by Todd Rosenlieb Dance Company 
as part of the Virginia Arts Festival, May 11, 2013. Performance photos by David Beloff. 

http://mora.jp/package/43000069/8573538h/
http://www.e-onkyo.com/music/album/naxs8573538/


ハイレゾ✕楽器 30  
［チェンバロからスティールパンまで、オーディオから予想外の音が鳴り出す楽器＆編成30］ 

1 ［チェンバロ］H. ハウエルズ: ハウエルズのクラヴィコード - I. Goff's Fireside 
2 ［ヴァージナル］H. ハウエルズ: ハウエルズのクラヴィコード - I. Goff's Fireside 
3 ［フォルテピアノ］ディッタースドルフ: ヘラクレスの神化 - IV. Vivace 
4 ［オルガン］メシアン: 聖霊降臨祭のミサ - 聖体拝領唱｢鳥たちと泉」 
5 ［リュート］J.A. ダルツァ: Poi che volse la mia stella 
6 ［2台のギター］J.S. バッハ: イギリス組曲第2番 イ短調 BWV 807 - I. Prelude 
7 ［トラヴェルソ］J. オトテール: アリアとブルネット集 - Rochers, je ne veux point(Bertrand de Bacilly) 
8 ［クラリネット］ニチフォア: アンドリュー・サイモンのための2つの舞曲: Carnyx 
9 ［ファゴット］ロッシーニ: ファゴット協奏曲 - III. Rondo: Allegretto 
10［ユーフォニアム］グレインジャー: フォーレの「2つの歌曲 Op. 3 - II. トスカナのセレナード」 
11［ヴァイオリン］E. ソーレ: 24のエチュード･カプリース Op. 64  - XI. D-Flat Major 
12［ヴィオラ］G. オンスロウ: チェロ・ソナタ ヘ長調 Op. 16 No. 1(ヴィオラとピアノ版) - III. Allegretto 
13［ヴィオラ・ダ・ガンバ］マレ: ヴィオール曲集 第3巻 組曲 ト長調 - VII. クーラント 
14［カウンターテナー］シューマン: 詩人の恋 Op. 48 - XVI. 古い忌まわしい歌 
15［ソプラノ＋メゾソプラノ］D.A. ハーゲン: 4つのアイルランド民謡 - III. ダニー・ボーイ 
16［ヴァイオリン＋チェロ］ベートーヴェン: 3つの二重奏曲 WoO 27 - I. Allegro comodo 
17［2台のチェロ］R. アーン: 私の詩に翼があったなら 
18［マリンバ］M. トマシーニ: 山々…海…ビルディング…木々 
19［木製の打楽器］コリリアーノ: 奇術師 - カデンツァ I 
20［スティールパン］A. アキホ: 21(アコースティック･バージョン) 
21［ギター］E. ソウトゥーリョ: 私は弦の下にあなたを捉える - IV. — 
22［弦楽四重奏］P. グラス: 弦楽四重奏曲第5番 - III. — 
23［ピアノ＋弦楽オーケストラ］V. シルヴェストロフ: 記憶の瞬間 II - VI. パストラール 
24［合唱］不詳: おお、叡智よ(マニフィカト) 
25［児童合唱］M. フェイルーズ: ツァブルの書 - Part II:  Can we tell them we are hungry? (Children) 
26［アルト・サクソフォン＋合唱］P. ホーズ: よろこびとさかえに満つ 
27［トランペット＋合唱］ラター: 主よ、あなたはわれらの避難所である 
28［金管七重奏］ドビュッシー: 前奏曲集 第1集 - X. 沈める寺 
29［ソプラノ・サクソフォン＋ウィンド・アンサンブル］マッキー: ソプラノ・サクソフォン協奏曲 - V. Finale 
30［独唱＋合唱＋4台のピアノ＋打楽器］ストラヴィンスキー: バレエ・カンタータ「結婚」（1923年版） - Scene 4 

発売元: ナクソス・ジャパン株式会社 
info@naxos.jp 03-5486-5101（代表） 

本ブックレット内容の無断転載はご遠慮ください。 

http://www.e-onkyo.com/music/album/njcp18004/

