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株式会社山野楽器（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長 山野政彦）は、人気のオリジナル CD”GINZA”シリ
ーズ第 7弾『GINZA Café Classics～名曲喫茶のクラシック 銀座編』を 2018年 11月 14日(水)に発売いたします。 

“GINZA”シリーズは、銀座で長年音楽専門店を営んできた当社が、”銀座”をテーマに選曲からブックレット、ジャケットデザイン
など細部までこだわって制作したオリジナルアルバムです。2016年4月発売の『GINZA Classics』をはじめとする当シリーズは、た
だいま全6タイトルリリースされており、幅広い世代の方に支持される当社きっての人気シリーズとなっております。 
今回お届けする『GINZA Cafe Classics』は、サティの「ジュ・トゥ・ヴ」、ヴィヴァルディの「ヴァイオリン協奏曲」をはじめ、銀座の

名曲喫茶の雰囲気を感じさせるような、どこか懐かしいクラシックの名曲、小品をチョイスしました。銀座の街は、レコード創成期か
らクラシック音楽を聴かせる喫茶店が数多くあり、「ニッポン茶館」「エチュード」「ショパン」といった名曲喫茶がクラシックを愛する紳士
淑女を楽しませていました。そんなかつての銀座ならではの雰囲気を楽しみながらお好きなお飲み物とともに、至福のひとときをお過
ごしいただけるアルバムに仕上がりました。 

11月 14日(水)より山野楽器各店およびオンラインショップ 
にてお取り扱いいたします。 
 

 

あの頃の銀座の、名曲喫茶の雰囲気がよみがえる 
カフェ CDの決定盤『GINZA Café Classics』が 11月 14日(水)発売 

アルバム概要 
◆タイトル：GINZA Café Classics～名曲喫茶のクラシック 銀座編  
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10009/10(2CD)  
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,160(税込)  
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆製作協力：日本コロムビア株式会社 
◆発売日：2018年 11月 14日(水) 
◆ホームページ：https://bit.ly/2CHUOfa 
  
 
 

お好きなお飲み物とともに楽しめる名曲喫茶のクラシック 
『GINZA Café Classics～名曲喫茶のクラシック 銀座編』が発売 

https://bit.ly/2CHUOfa


 

【『GINZA Café Classics～名曲喫茶のクラシック 銀座編』 収録内容】 

 

【Disc1】 

1. サティ：ジュ・トゥ・ヴ／高橋悠治(ピアノ) 

2. イヴァノヴィチ：ドナウ河のさざ波／秋山和慶指揮 ミリオン・ポップス・オーケストラ 

3. チャイコフスキー：バレエ音楽《白鳥の湖》～ワルツ／エマニュエル・クリヴィヌ指揮 国立リヨン管弦楽団 

4. マリー：金婚式／サー・チャールズ・グローヴズ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 

5. ワルトトイフェル：スケーターズ・ワルツ／サー・チャールズ・グローヴズ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 

6. ヨハン・シュトラウスⅡ：皇帝円舞曲／ロベルト・シュトルツ指揮 ウィーン交響楽団 

7. ショパン：マズルカ イ短調 作品.67-4／ヴァレリー・アファナシエフ(ピアノ) 

8. チャイコフスキー：バレエ音楽《眠れる森の美女》～ワルツ／ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮 BBC交響楽団 

9. ショパン：ワルツ第10番 ロ短調 作品.69-2／ブルーノ・リグット(ピアノ) 

10.ローサス：波濤を越えて／秋山和慶指揮 コロムビア・プロムナード・オーケストラ 

11.レハール：ワルツ《金と銀》／ルドルフ・ケンペ指揮 ドレスデン・シュターツカペレ 

12.チャイコフスキー：バレエ音楽《くるみ割り人形》～花のワルツ／ヴァーツラフ・ノイマン指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 

 

【Disc2】 

1. ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品.3-6, RV356～第1楽章／イタリア合奏団 

2. J.S. バッハ：ブランデンブルク協奏曲第5番 ニ長調～第3楽章／ルドルフ・バウムガルトナー指揮 ルツェルン弦楽合奏団、オー

レル・ニコレ(フルート)、ヨゼフ・スーク(ヴァイオリン)、クリスティアーヌ・ジャコテ(チェンバロ) 

3. モーツァルト：交響曲第40番 ト短調～第1楽章／ヘルベルト・ブロムシュテット指揮 ドレスデン・シュターツカペレ 

4. ベートーヴェン：交響曲第6番 ヘ長調《田園》～第1楽章／オトマール・スウィトナー指揮 ベルリン・シュターツカペレ 

5. ベートーヴェン：エリーゼのために／ジョン・オコーナー(ピアノ) 

6. ドヴォルザーク：交響曲第8番 ト長調～第3楽章／ヴァーツラフ・ノイマン指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 

7. タルレガ：アルハンブラの思い出／アレクサンダー＝セルゲイ・ラミレス(ギター) 

8. ドルドラ：思い出／ジェイコブ・クラクマルニック(ヴァイオリン)、大堀敦子(ピアノ) 

9. ビゼー：《アルルの女》 第2組曲～ファランドール／エマニュエル・クリヴィヌ指揮 国立リヨン管弦楽団 

10.ロドリーゴ：アランフェス協奏曲～第2楽章／福田進一(ギター)、飯森範親指揮 ヴュルテンブルク・フィルハーモニー管弦楽団 

11.スメタナ：交響詩《モルダウ》／ヴァーツラフ・ノイマン指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 

  



【山野楽器オリジナルアルバム】 好評発売中  https://bit.ly/2qoPTsH 
【GINZA シリーズ】 
『GINZA Cinemas -スクリーン・ミュージック・コレクション by 101ストリングス-』  
◆収録曲例：時の過ぎゆくままに（「カサブランカ」） 1946年 6月 邦楽座（丸の内ピカデリー） 
ラプソディ･イン・ブルー（「アメリカ交響楽」） 1947年 3月 スバル座  
ベン・ハー愛のテーマ（「ベン・ハー」） 1960年 4月 テアトル東京 
踊り明かそう（「マイ・フェア・レディ」） 1964年 12月 日比谷スカラ座 
男と女（「男と女」） 1966年 10月 みゆき座  
ロッキーのテーマ（「ロッキー」）  1977年 4月 東劇 ほか全 34曲収録 
◆アーティスト：101 ストリングス・オーケストラ 
◆品番：YMCD-10005/6 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,160(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆発売日：2018年 4月 21日（土） 
◆商品詳細：https://bit.ly/2qtHKT6  
 
『GINZA Salon＆Club Bars～カクテル・ピアノ・コレクション』  
◆収録曲例：二人でお茶を 
時の過ぎゆくままに 
魅惑のワルツ 
ボヘミア舞曲 
エステ荘の噴水 ほか、全 34曲収録 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10007/8 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,160(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆発売日：2018年 4月 21日（土） 
◆ホームページ：https://bit.ly/2HuKtUd 
 
『GINZA JAZZ あの頃、銀座で聴いたジャズ』  
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：SIC7-4/5 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：￥2,484(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
（協力：ソニー・ミュージックレーベルズ） 
◆発売日：2017年 12月 13日（水） 
◆商品詳細：https://goo.gl/C2dPt4 

https://bit.ly/2qoPTsH
https://bit.ly/2qtHKT6
https://bit.ly/2HuKtUd
https://goo.gl/C2dPt4


 
『GINZA Silhouette(ギンザ・シルエット)』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：SIC7-3 
◆価格：￥2,160(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
 （協力：ソニー・ミュージックレーベルズ） 
◆発売日：2017年 11月 1日（水） 
◆収録曲例：ニュー・デイ・フォー・ユー / バーシア 、 

ヴァーチャル・インサニティ / ジャミロクワイ ほか 
◆商品詳細：https://goo.gl/PED8HL 
 
『GINZA Feeling～山野楽器 エレガント・ミュージック・コレクション』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10003/4   
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：￥2,484(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
 （協力：JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント） 
◆発売日：2017年 8月 10日（木） 
◆収録曲例： めぐり逢い / アンドレ・ギャニオン、 
          渚のアデリーヌ / リチャード・クレイダーマン ほか 
◆紹介動画：https://youtu.be/pCUM5BSYp90 
◆商品詳細：https://goo.gl/D4QwXs 
 
『GINZA Classics ～山野楽器 クラシック名曲セレクション』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10001/2 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：￥2,160(税込) 
◆企画・制作：株式会社 山野楽器    
（協力：ワーナーミュージック・ジャパン） 

◆発売日：2016年 4月 27日（水） 
◆収録曲例：パッヘルベル：カノン ニ長調、 

ショパン：ワルツ 第 7番 嬰ハ短調 作品 64-2 ほか 
◆紹介動画：https://youtu.be/fl1NdXax3aA 
◆商品詳細：http://goo.gl/n1z8ux 

  

https://www.yamano-music.co.jp/userProdDetailCD.do?itemCode=Y171012540&itemClass=YC
https://youtu.be/pCUM5BSYp90
https://goo.gl/D4QwXs
https://youtu.be/fl1NdXax3aA
http://goo.gl/n1z8ux


 

【Yamano Relaxing Music Selection(ヤマノ・リラクシング・ミュージック・セレクション)】 
 
『My Home Cafe(マイホームカフェ)』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：DYMN-104 
◆価格：\1,944(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器（協力：株式会社デラ） 
◆発売日：2018年 7月 27日(金) 
◆ホームページ：https://bit.ly/2ujaboL 
 
『心がうるおうミュージック・マッサージ』  
◆収録曲例：あるがままに 「不安解消」より 
楽しい道草 「ポジティブ・シンキング」より 
風の歌 「自律神経にやさしい音楽」より 
Mist 「ストレス解消音楽アイソトニックサウンドベスト」より 
やわらかな光に包まれて 「免疫力活性のための音楽」より 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：DYMN-103 
◆仕様：CD 
◆価格：\1,944(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器（協力：株式会社デラ） 
◆発売日：2018年 4月 27日（金） 
◆ホームページ：https://bit.ly/2GYQW8R 
 
『おはようとおやすみの音楽』 
◆収録曲例： 
Disc1 おはようの音楽(9曲収録) 
 朝もやの中で 「森カフェ～リラックス」より 
 暖かな光の中で  「自律神経を整える」より 
Disc2 おやすみの音楽(6曲収録) 
 海の幻想曲 「海の幻想曲」より 
 good Night to you 「至福の眠りの音楽」より 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：DYMN-101/2 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,160(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器（協力：株式会社デラ） 
◆発売日：2018年 4月 27日（金） 
◆ホームページ：https://bit.ly/2vaWgEF 

https://bit.ly/2ujaboL
https://bit.ly/2GYQW8R
https://bit.ly/2vaWgEF


【株式会社山野楽器 (YAMANO MUSIC CO.,LTD) 】 
銀座 4丁目に本社を構える、創業 126年を迎えた総合音楽専門店。ピアノやギター、管弦楽器などの楽器全般、 
楽譜や CD の小売のほか、テイラーギター、リッケンバッカー、コアロハウクレレなどの国内総代理店を務める。 
首都圏を中心に、全国 44店舗、51教室を運営。 

代表取締役社長：山野 政彦 
本社：〒104-0061 東京都中央区銀座 4-5-6 
創立：1892年 (明治 25年) 4月 21日  
設立：1915年 (大正 4年) 3月 20日 
主な事業内容：楽器、楽譜、付属品、輸入楽器などの小売、および卸売 

音楽・映像ソフト（CD/DVD/ブルーレイなど）の小売、 
音楽教室の運営、音楽に関するイベント事業 
Wisdom Guitarほか、企画開発商品の販売および卸売 

主な海外取り扱いブランド：Taylor Guitars、G&L、Rickenbacker、 
Hofner、KoAloha Ukulele、Levy's Leathers ほか 

ホームページ：https://www.yamano-music.co.jp/ 
Facebook：https://www.facebook.com/yamanomusic 
Twitter：https://twitter.com/yamanomusic 
Instagram：https://www.instagram.com/yamano_music/ 
YouTube：https://www.youtube.com/c/yamanomusic_official 
 

銀座山野楽器 本店 

https://www.yamano-music.co.jp/
https://www.facebook.com/yamanomusic
https://twitter.com/yamanomusic
https://www.instagram.com/yamano_music/
https://www.youtube.com/c/yamanomusic_official

