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人気の山野楽器オリジナル CD シリーズ最新作は、“楽器の王様：ピアノ”の名曲をセレクト 
『GINZA Piano Classics ～山野楽器 ピアノ名曲セレクション』を、7/29(水)に発売！ 

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、好評を博している山野楽器オリ
ジナル CD“GINZA”シリーズ 第 11弾となる『GINZA Piano Classics ～山野楽器 ピアノ名曲セレクション』を 7月 29
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

ザインまで細部にこだわって制作したオリジナルアルバムです。2016年 4月、シリーズ第一弾となる『GINZA Classics』を発
売以来、これまでにクラシック、ジャズ、サロンミュージック、映画音楽など幅広いジャンルから全 10 タイトルリリースされており、
老若男女問わず多くの方に楽しんでいただいている当社きっての人気シリーズとなっております。 
そんな人気シリーズに、今回新たにクラシックピアノの名曲を集めた一枚『GINZA Piano Classics ～山野楽器 ピアノ名

曲セレクション』が仲間入りとなります。“楽器の王様”ともいわれるピアノ。広い音域をもち、どんな楽器や声とも合わせることの
できるピアノは、誰もが親しんだことのある、いつの時代も人気の楽器です。今作は、当社クラシックの専門バイヤーたちが、 
ドビュッシーの「アラベスク 第 1番」、リストの「愛の夢 第 3番」、ショパンの 
「バラード 第 1番」、「舟歌」、アルベニスの「スペイン組曲 作品 47 から  
第 5曲＜アストゥリアス＞」など、膨大なクラシックピアノの名曲の中から、心に 
残る美しい旋律と豊かな楽想を持つ作品をセレクト。自由自在な表現力を 
もつピアノという楽器を思う存分堪能できるアルバムに仕上がりました。 
ヴラディーミル・アシュケナージ、マリア・ジョアン・ピリス、アルフレッド・ブレンデル 
といった、名門レーベル “ドイツ・グラモフォン”、“デッカ”の一流ピアニストによる 
名演全 35曲を、CD2枚に収録。 
世界の名だたる演奏家たちが腕によりをかけた演奏で至福のひとときを、 
ぜひこの CD とともにお過ごしください。 
 7月 29日(水)より山野楽器各店にてお取り扱いいたします。 

アルバム『GINZA Piano Classics ～山野楽器 ピアノ名曲セレクション』概要 
◆収録曲例 
  ドビュッシー：アラベスク 第 1番 / パスカル・ロジェ 
  シューマン：森の情景 作品 82から 第 7曲＜予言の鳥＞ / 内田光子 
  ブラームス：ワルツ 第 15番 変イ長調 作品 39-15 / ネルソン・フレイレ 
ラヴェル：水の戯れ / パスカル・ロジェ 

  リスト：愛の夢 第 3番 変イ長調 S.541-3 / ホルヘ・ボレット 
  ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品 60 / ヴラディーミル・アシュケナージ 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10017/8 (2CD) 
◆価格：￥2,530(税込) 
◆企画：株式会社山野楽器 
◆制作協力：ユニバーサル ミュージック合同会社 
◆発売日：2020年 7月 29日(水) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[DISC1] 
1.  ドビュッシー：アラベスク 第 1番 / パスカル・ロジェ 
2.  ショパン：即興曲 第 4番 嬰ハ短調 作品 66(遺作)＜幻想即興曲＞ / ヴラディーミル・アシュケナージ 
3.  ショパン：マズルカ 第 38番 嬰ヘ短調 作品 59-3 / マリア・ジョアン・ピリス 
4.  メンデルスゾーン：無言歌集 第 5巻 作品 62 から 第 6曲＜春の歌＞ / ダニエル・バレンボイム 
5.  モーツァルト：ピアノ・ソナタ第 12番 ヘ長調 K.332から 第 1楽章：アレグロ / 内田光子 
6.  シューマン：森の情景 作品 82 から 第 7曲＜予言の鳥＞ / 内田光子 
7.  シューマン：アラベスク ハ長調 作品 18 1. Leicht und Zart / マリア・ジョアン・ピリス 
8.  シューマン：アラベスク ハ長調 作品 18 2. Minore I / マリア・ジョアン・ピリス 
9.  シューマン：アラベスク ハ長調 作品 18 3. Minore II / マリア・ジョアン・ピリス 
10. シューマン：アラベスク ハ長調 作品 18 4. Zum Schluss / マリア・ジョアン・ピリス 
11. ショパン：ワルツ 第 19番 イ短調(遺作) / ヴラディーミル・アシュケナージ 
12. ブラームス：ワルツ 第 15番 変イ長調 作品 39-15 / ネルソン・フレイレ 
13. グリーグ：抒情小曲集 第 8巻 作品 65 から 第 6曲＜トロルドハウゲンの婚礼の日＞ / ミハイル・プレトニョフ 
14. ラフマニノフ：幻想的小品集 作品 3から 第 2曲＜前奏曲:鐘＞ / ヴラディーミル・アシュケナージ 
15. シューマン：クライスレリアーナ 作品 16から 第 8曲:速くそして遊び心をもって / 内田光子 
16. チャイコフスキー：6 つの小品 作品 51 から 第 6曲＜感傷的なワルツ＞ / ヴァレンティーナ・リシッツァ 
17. フォーレ：ヴァルス・カプリス 第 1番 イ長調 作品 30 / パスカル・ロジェ 
18. ラヴェル：水の戯れ / パスカル・ロジェ 
19. ショパン：バラード 第 1番 ト短調 作品 23 / アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ 
 
[DISC2] 
1.  リスト：愛の夢 第 3番 変イ長調 S.541-3 / ホルヘ・ボレット 
2.  ルビンシテイン：ヘ調のメロディ 作品 3-1 / シューラ・チェルカスキー 
3.  バルトーク：ルーマニア民俗舞曲 Sz.56から 第 1曲:棒踊り / ゾルターン・コチシュ 
4.  バルトーク：ルーマニア民俗舞曲 Sz.56から 第 2曲:帯踊り / ゾルターン・コチシュ 
5.  ショパン：練習曲 イ短調 作品 25-11＜木枯らし＞ / ヴラディーミル・アシュケナージ 
6.  ブラームス：間奏曲 ロ短調 作品 119-1 / ヴィルヘルム・ケンプ 
7.  ショパン：ポロネーズ 第 5番 嬰ヘ短調 作品 44 / ラファウ・ブレハッチ 
8.  D・スカルラッティ：ソナタ ロ短調 K.87 / ヴラディーミル・ホロヴィッツ 
9.  J.S.バッハ：パルティータ 第 2番 ハ短調 BWV.826 から 第 1曲＜シンフォニア＞ / アンドラーシュ・シフ 
10. アルベニス：スペイン組曲 作品 47から 第 5曲＜アストゥリアス＞ / アリシア・デ・ラローチャ 
11. ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 17番 ニ短調 作品 31-2《テンペスト》から 第 3楽章 / エミール・ギレリス 
12. シューベルト：即興曲 第 2番 変ホ長調 D.899-2 / アルフレッド・ブレンデル 
13. リスト：パガニーニによる大練習曲 S.141から 第 6曲＜主題と変奏＞ / ニキタ・マガロフ 
14. ショパン：夜想曲 第 20番 嬰ハ短調(遺作) / ヴラディーミル・アシュケナージ 
15. ラフマニノフ：幻想的小品集 作品 3から 第 1曲＜エレジー＞ / ヴラディーミル・アシュケナージ 
16. ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品 60 / ヴラディーミル・アシュケナージ 



 
【山野楽器オリジナルアルバム】 好評発売中  https://bit.ly/329mMNM 
 
【GINZA シリーズ】 
『GINZA Classics～山野楽器 クラシック・プレミアム・セレクション』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10015/16（2CD） 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：￥2,200 (税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆製作協力：株式会社ワーナーミュージック・ジャパン 
◆発売日：2019年 4月 26日(金) 
◆収録曲例：エルガー(ウォルター編）：愛の挨拶 

ブラームス：交響曲第 3番～第 3楽章 サイモン・ラトル指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 
 
『GINZA×Blue Note Pianists』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10011/12 (2CD) 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,530 (税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆製作協力：ユニバーサル ミュージック合同会社 
◆発売日：2018年 11月 28日(水) 
◆収録曲例：デューク・ピアソン「ライク・サムワン・イン・ラヴ」 

フレディ・レッド「タイム・トゥ・スマイル」 
 

『GINZA×Blue Note Standards』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10013/14 (2CD) 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,530 (税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆製作協力：ユニバーサル ミュージック合同会社 
◆発売日：2018年 11月 28日(水) 
◆収録曲例：キャノンボール・アダレイ＆マイルス・デイヴィス「枯葉」 

アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ「モーニン」 
 
 
 
 
 



『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：\2,200 (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) 
◆収録曲例：ジュ・トゥ・ヴ / サティ 

ヴァイオリン協奏曲イ短調 op.3-6 RV.356～第 1楽章 / ヴィヴァルディ 
 
『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-』  
◆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：\2,200 (税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆発売日：2018年 4月 21日（土） 
◆収録曲例：時の過ぎゆくままに(「カサブランカ」) 

ラプソディ･イン・ブルー(「アメリカ交響楽」) ほか 
 
『GINZA Salon＆Club Bars～カクテル・ピアノ・コレクション』  
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10007/8 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,200 (税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆発売日：2018年 4月 21日（土） 
◆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 
  



『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：￥2,530 (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） 
◆収録曲例：マイルス・デイビス / バイ・バイ・ブラックバード、 

フランク・シナトラ / タイム・アフター・タイム ほか 
 
『GINZA Silhouette(ギンザ・シルエット)』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：SIC7-3 
◆価格：￥2,200 (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 
 
『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：￥2,200 (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 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/fl1NdXax3aA


【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：\1,980 (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) 
◆収録曲例：Saturday In The Park サタディ・イン・ザ・パーク / 榊原長紀 
         『夜カフェ～リラックス・タイム』より 
         Fly Me to The Moon / フェビアン・レザ・パネ 
         『ピアノ de ボッサ』より 
 
『心がうるおうミュージック・マッサージ』  
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：DYMN-103 
◆仕様：CD 
◆価格：\1,980 (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） 
◆収録曲例：あるがままに 『不安解消』より 

風の歌 『自律神経にやさしい音楽』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 

 
 
『おはようとおやすみの音楽』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：DYMN-101/2 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,200 (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） 
◆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 
 



【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 128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、リッケンバッカーなどの国内総代理店を務める。 
首都圏を中心に、全国 41店舗、52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(ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストなど) 
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、Levy's Leathers、Silverstein 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 
 

■山野楽器への取材などのお問い合わせ：https://www.yamano-music.co.jp/info/public_inquiry.html 

■過去のプレスリリース：https://www.yamano-music.co.jp/company/press-release/ 

 

 

山野楽器 銀座本店 
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