映像資料の中の

声楽家たち
（オペラ全曲は別リスト)
2021年9月現在
※リージョンフリーのDVDプレイヤーで視聴してください
請求記号
タイトル

演奏者

アップショウ (Sop)

現代歌曲選集

DV90-202 (富)

ヴンダーリヒ （Ten）

フリッツ・ヴンダーリヒ : ライフ・アンド・レジェンド

DV00-922 (調)

オッター (M.Sop)

アンネ・ゾフィー・フォン・オッター : コルンゴルトの音楽
カバリエの肖像 : 音楽を超えて :
音楽ドキュメンタリー
歌に生き、恋に生き : マリア・カラス(パリ・デビュー
1958)

DV00-783 (調)
DV00-712 (調)

よみがえるマリア・カラス

DV00-276 (調)

マリア・カラスの肖像 : 歌に生き、愛に生き :
音楽ドキュメンタリー

DV00-853 (調)

マリア・カラス ハンブルグ コンサート 1959年

VT00-063 (立)

マリア・カラス ハンブルグ コンサート 1962年

VT00-064 (立)

カバリエ (Sop)
カラス (Sop)

マリア・カラス : ライフ・アンド・アート
マリア・カラス 伝説の東京コンサート

DV00-110 (調)
LD90-057 (富)

VT00-292
LD90-055
LD01-065
LD90-001

(立)
(富)
(調)
(富)

マリア・カラス, 華麗なるオペラの夕べ

LD90-056 (富)

コヴェント・ガーデンのマリア・カラス

LD90-058 (富)

ガランチャ (M.Sop)

ジルヴェスター・コンサート 2010

DV02-768 (調)

カルーソ （Ten）

カルーソ＆ジーリ

DV00-395 (調)

カルーソ : 世紀の歌声

DV02-646 (調)

ホセ・カレーラス・リサイタル

LD00-203 (調)

オペラ界の不死鳥

LD00-758 (調)

ドミンゴ/カレーラス/ダイアナ・ロス
｢ザ・ギフト・オブ・ラヴ｣

LD01-138 (調)
LD90-104 (富)

夢のクリスマス : クリスマス・イン・ウィーン

LD90-064 (富)

メイキング・オブ「3大テノール 世紀の競演」

LD90-112 (富)

カレーラス (Ten)
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演奏者

クヴァストホフ (Bar)

タイトル
シューベルト：冬の旅

請求記号
DV00-764 (調)

声楽マスタークラス

クラウス (Ten)

グラハム (M.Sop)

歌曲とアリア

DV01-730 (調)

シューベルト: 歌曲集 「美しき水車小屋の娘」より

DV01-796 (調)

アルフレード・クラウスの芸術

DV00-182 (調)

リサイタル

DV01-713 (調)

Alfredo Kraus as Werther :
in Jules Massenet's Werther

VT01-012 (立)

メロディーズ・フランセーズ
ガーシュウィン: 魅惑のリズム ほか
（IN: ヴァルトビューネ2000～リズムと踊りの夕べ）

DV01-624 (調)
DV02-601 (調)

グリゴーロ (Ten)

メイキング・オブ 「ザ・ロマンティック・ヒーロー」 ほか

DV02-730 (調)

栗本尊子 (M.Sop)

栗本尊子コンサート

DV02-235 (調)

ゲルネ (Bar)

シューベルト: 冬の旅

BD00-145 (調)

マーラー: 「子供の不思議な角笛」より

DV02-549 (調)

シューベルト: ヘリオポリス (メイキング映像)

DV02-699 (調)
DV02-700 (調)

幸田浩子 (Sop)

プッチーニ: 歌劇「ジャンニ・スキッキ」
DV02-686 (調)
～私の愛しいお父さま ほか
ドンギア: カリヨン ほか

DV02-688 (調)

リスト: 愛の夢第3番 (「おお、愛よ」S.298) ほか

DV02-704 (調)
DV02-746 (調)

コヴァルスキー (C.Ten)

コヴァルスキーが語る｢カストラートの世界｣

LD00-800 (調)

コズロフスキー （Ten）

コズロフスキー＆シュミット

DV00-399 (調)

コッチェニャ (M.Sop)

マーラー: 子供の不思議な角笛
（IN: Pierre Boulez, The Cleveland Orchestra,
Magdalena Koz̆ená, Christian Gerhaher）

DV02-023 (調)

コール (Sop)
シェーファー (Sop)
ジャルスキー (C.Ten)

2

夢のクリスマス : クリスマス・イン・ウィーン
シューマン: 詩人の恋. シェーンベルク : ワン ナイト.
ワン ライフ : 月に憑かれたピエロop. 21に基づく
ピエール・ブーレーズ・コンダクツ・モダンクラシックス

LD90-064 (富)

DV02-457 (調)

Philippe Jaroussky sings Telemann and Bach

BD00-144 (調)

DV00-168 (調)

演奏者

タイトル

シュヴァルツコップ (Sop) エリザベート・シュヴァルツコップ, ソプラノ

請求記号
DV01-165 (調)

シュミット （Ten）

コズロフスキー＆シュミット

LD00-538
LD01-150
LD00-820
LD01-142
DV00-399

ジーリ (Ten)

カルーソ＆ジーリ

DV00-395 (調)

ベニアミーノ ・ジーリ イン ”マンマ”

VT00-294 (立)

スキーパ （Ten）

スキーパ＆ティル

DV00-398 (調)

スレザーク （Ten）

スレザーク＆タウバー

DV00-397 (調)

タウバー （Ten）

スレザーク＆タウバー

DV00-397 (調)

ターフェル (B.Bar)

ヨーロッパコンサート2019fromパリ

DV90-463 (富)

ダム （Bas）

プライヴェート・レッスン

DV01-772 (調)

ディ・ステファーノ （Ten)

カンテ ペル テ

VT00-293 (立)

ティル （Ten）

スキーパ＆ティル
R．シュトラウス: カナワ＆ショルティ :
R．シュトラウス歌曲の夕べ
キリ・テ・カナワ : オペラ・アリアの夕べ

DV00-398 (調)

エリーザベト・シュヴァルツコップに学ぶリートの世界
シュワルツコップの肖像

テ・カナワ (Sop)

私の好きなオペラ : キリ・テ・カナワと共に

デセイ (Sop)
ドミンゴ （Ten）

「奇跡の声」オンステージ
ドミンゴ/パヴァロッティ/フレーニ メトロポリタン・
オペラ・ハイライト
ドミンゴ/カレーラス/ダイアナ・ロス
｢ザ・ギフト・オブ・ラヴ｣

(調)
(調)
(調)
(調)
(調)

LD01-133 (調)
LD01-224
VT01-088
LD90-095
DV90-209

(調)
(立)
(富)
(富)

LD00-152 (調)
LD01-138 (調)
LD90-104 (富)

夢のクリスマス : クリスマス・イン・ウィーン

LD90-064 (富)

プラシド・ドミンゴ, アリア・コンサート : 星は光りぬ

LD90-103 (富)

クリスマス・イン・ウィーンII

LD90-105 (富)

ノエル・ファンタジー

LD90-106 (富)

ドミンゴ わが心のセビリャ

LD90-107 (富)

メイキング・オブ「3大テノール 世紀の競演」

LD90-112 (富)

ロストロポーヴィチ&ドミンゴ, 夢の共演

LD90-201 (富)

奈良ゆみ (Sop)

夜の闇に光を追って (Recording & rehearsal shots)

ニルソン (Sop)

ウィーン芸術週間 1962

DV02-737 (調)
DV00-223 (調)
DV90-213 (富)

ドキュメンタリー
「ビルギット・二ルソン--A league of her own」

DV02-803 (調)

Birgit Nilsson : opera recital

VT01-016 (立)
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演奏者

ノーマン (Sop)

パヴァロッティ (Ten)

バトル (Sop)

バルトリ (M.Sop)

ハンプソン (Bar)
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タイトル
ライブ！ジェシー・ノーマン

請求記号
DV00-156 (調)
LD00-369 (調)

ジェシー・ノーマン, ポートレート : 私はひとりの私の
幸せのなかに、私の愛と私の歌の中に生きている。

DV01-066 (調)

バトル/ノーマン わが心のスピリチュアルズ

LD00-391 (調)
LD90-116 (富)

チャイコフスキー: 6つの歌曲より ほか
(IN: チャイコフスキー生誕150年記念ガラ・コンサート)

LD01-228 (調)

パヴァロッティ＆レヴァイン メトロポリタン・ライブ

DV00-146 (調)
LD90-110 (富)

パヴァロッティ30周年GALAコンサート

DV00-154 (調)

永遠のルチアーノ・パヴァロッティ :
世界が愛したマエストロ

DV01-035 (調)

世紀のテノール・パヴァロッティ : ラスト・テノール

DV01-087 (調)

パヴァロッティ/オペラ・アリア集

LD00-003 (調)

ドミンゴ/パヴァロッティ/フレーニ
メトロポリタン・オペラ・ハイライト

LD00-152 (調)

ザ・コラボレーション!! パヴァロッティ＆フレンズ ’94

LD00-837 (調)
LD90-108 (富)

パヴァロッティ＆フレンズ : インターナショナル
チャリティ- ガラ コンサート

LD00-838 (調)
LD90-109 (富)

パヴァロッティ＆フレンズ : フォー・ザ・チルドレン・
オブ・ボスニア

LD00-839 (調)

パヴァロッティ＆フレンズ : フォー・ウォー・チャイルド
: 戦争で傷ついた子どもたち

LD90-111 (富)

メイキング・オブ「3大テノール 世紀の競演」

LD90-112 (富)

バトル/ノーマン わが心のスピリチュアルズ

LD00-391 (調)
LD90-116 (富)

サマータイム / キャサリーン・バトル

LD01-148 (調)
LD90-117 (富)

バロック・デュオ

LD90-118 (富)

チチェーリア・バルトリ，ライヴ・イン・イタリー

DV00-145 (調)

マリア : バルセロナ・コンサート 2007

DV01-031 (調)

光の国の歌姫，チェチーリア・バルトリ

LD01-151 (調)
LD90-122 (富)

マーラー : さすらう若人の歌、亡き子をしのぶ歌 他

DV00-105 (調)

リサイタル・ウィズ・トーマス・ハンプソン

DV01-474 (調)

Thomas Hampson, I hear America singing

VT01-011 (立)

マーラー: 歌曲

DV90-257 (富)

演奏者

タイトル

請求記号

バンブリー (M.Sop)

ロッテ・レーマンに捧ぐ

DV90-203 (富)

ピアーズ (Ten)

ブリテン: ノクターン

DV02-037 (調)

ビョルリング (Ten)

マコーマク＆ビョルリンク

DV00-400 (調)

ユッシ・ビョルリング イン フラム フォー フラムガング

VT00-295 (立)

ファスベンダー (M.Sop) シューベルト: 冬の旅
フィッシャー=ディースカウ
(Bar)

DV00-257 (調)

シューベルト: 美しき水車小屋の娘

DV00-742 (調)

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウの芸術

DV00-854 (調)

秋の旅 ～ シューベルト・リサイタル

DV00-951 (調)

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ
1. ドキュメンタリー: 秋の旅

DV02-189 (調)

2. シューマン: リーダークライスと詩人の恋,
歌の先生, レッスン1～シューマン

DV02-190 (調)

3. シューベルト: 23の歌曲,
歌の先生, レッスン2～シューベルト

DV02-191 (調)

4. シューベルト: 美しき水車小屋の娘,
歌の先生, レッスン3～モーツァルト

DV02-192 (調)

5. 最後の言葉
～ 音楽的談話のプロローグと16のシーン

DV02-193 (調)

6. シューベルト マスタークラス

DV02-194 (調)

プティボン (Sop)

コンサート

プライ (Bar)

シューベルト: 白鳥の歌 D．957

LD01-106 (調)

ブライトマン (Sop)

ライブ・イン・コンサート ～エデン・ツアー～

DV00-453 (調)
VT01-116 (立)

ブランコ

ライヴ (ファド)

DV90-214 (富)

プレガルディエン (Ten)

シューベルト: 美しき水車小屋の娘

DV01-210 (調)

フレーニ (Sop)
フレミング (Sop)

ドミンゴ/パヴァロッティ/フレーニ メトロポリタン・
オペラ・ハイライト
ア・ミュージカル・オデッセイ・
イン・サンクトペテルブルグ

DV01-036※ (調)

LD00-152 (調)
DV01-646 (調)

ヴァルトビューネ2010～ルネ・フレミングの夕べ

DV02-593 (調)

ベーア (Bar)

オラフ・ベーア リート リサイタル

LD00-490 (調)

ヘップナー （Ten）

ヴァルトビューネ1999～ロマンティック・オペラの夕べ

DV02-602 (調)

ヘンシェル (Bar)

狂気の : 禁じられた祈祷者たち

DV02-745 (調)

ヘンドリクス (Sop)

Barbara Hendricks as Norina in Gaetano Donizetti's
Don Pasquale

VT01-052 (立)
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演奏者

ボストリッジ (Ten)

タイトル
シューベルト: 冬の旅
シューベルト/ヴォルフ 歌曲

請求記号
DV00-084※ (調)
DV90-197 (富)
DV90-256 (富)

ボチェッリ (Ten)

アンドレア・ボチェッリ / トスカーナの夜

LD01-069 (調)

ボニー (Sop)

北欧の《詩人の恋》

DV00-789 (調)

ホロストフスキー (Bar)

ア・ミュージカル・オデッセイ・
イン・サンクトペテルブルグ

DV01-646 (調)

マイアー (M.Sop)

ヴァルトラウト・マイアー, ア・ポートレート

DV01-175 (調)

マクネア (Sop)

フランスとスペインの歌 : シャトレ座リサイタル 2000

DV90-201 (富)

マコーマク （Ten）

マコーマク＆ビョルリンク

DV00-400 (調)

マンセル (Sop)

Patrice Munsel in opera and song

VT01-027 (立)

メラーニ

声楽を志す人のための身体訓練

VT01-129

メルヒオール （Ten）

メルヒオール＆ロスヴェンゲ

DV00-396 (調)

ヤーコプス （C.Ten）

プライベート・レッスン

DV90-340 (富)

柳 兼子 （Alt）

ドキュメンタリー 兼子

DV00-287 (調)

ランドーワ (M.Sop)

ドヴォルザーク: 聖書の歌 作品99

DV01-842 (調)

(調)

リーヴス

Katia Ricciarelli as Giulietta in Vincenzo Bellini's I
Capuleti e i Montecchi
ジルヴェスター・コンサート 2003

DV02-762 (調)

レーマン (Sop)

ロッテ・レーマン マスタークラス

DV00-565 (調)

ロス

ドミンゴ/カレーラス/ダイアナ・ロス
｢ザ・ギフト・オブ・ラヴ｣

LD01-138 (調)
LD90-104 (富)

ロスヴェンゲ （Ten）

メルヒオール＆ロスヴェンゲ

DV00-396 (調)

ロット (Sop)

昼と夜の愛の歌

DV90-200 (富)

ロンドン (Bar)

Benefiz-Gala für George London
: aus dem Musikvereinssaal in Wien

VT01-041 (立)

ワーウィック

クリスマス・イン・ウィーンII

LD90-105 (富)

リッチャレッリ (Sop)
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VT01-038 (立)

演奏者

タイトル
タイトル

アート・オブ・シンギング : 偉大なる名歌手たち (カルーソー/マルティネッリ

/ジーリ/ スキーパ/ルーカ/テトラッツィーニ/スペルヴィア/ポンセル ほか）
ヴァルトビューネ1996～イタリアン・ナイト（ゲオルギュー/ラーリン/ターフェル）
ウィーン国立歌劇場再建50周年記念ガラ・コンサート

(バルツァ/ドミンゴ/グルベローヴァ ほか)

請求記号
請求記号
LD01-045 (調)
LD01-134 (調)
LD90-040 (富)
DV02-605 (調)
DV90-210 (富)

歌の花束 : 名歌手達によるクリスマス名唱集

（ドミンゴ/フレーニ/グルベローヴァ/パヴァロッティ/プライ/リッチャレルリ
ほか）

LD01-225 (調)

オペラ・ファナティック～偉大なるディーヴァたち

(バルビエール/チェルクェッティ/オリヴェロ ほか)
(インタビュアー : ズッカー)

DV01-044 (調)

合唱指揮法講座 / 指導・構成, 石丸寛

DV02-882 (調)

合唱指導の実践 / 監修・指導 関屋晋

VT00-751 (立)

合唱とは : 良い合唱を作るために / 監修・解説 田中信昭
グレート・オペラ・シンガーズ

VT00-750 (立)

( ヤノヴィッツ/シュトライヒ/ヴィントガッセン/ゴッビ ほか )

DV01-536 (調)

声の不思議 : 美しい声を求めて / 解説・監修 米山文明
第1巻. 発声のしくみ. 前編

VT00-610 (立)

第2巻. 発声のしくみ. 後編

VT00-611 (立)

第3巻. 声の発育

VT00-612 (立)

第4巻. 声のトラブル

VT00-613 (立)

コレクターズエディション, 歌手編

( シュヴァルツコップ/ベルガンサ/フィッシャー=ディースカウ ほか )
ジルヴェスター・コンサート 1998

(フレーニ/シェーファー/アルバレス/キーンリーサイド ほか)
ジルヴェスター・コンサート 2000

(ロスト/ヴァルガス/ティトゥス ほか)
セレブレイティング・R. シュトラウス ～ 歴代のスペシャリストたち

(シュトライヒ/シュヴァルツコップ/ゼーフリート ほか)
第6回静岡国際オペラコンクール (ヨ・ジウォン/高橋絵理 ほか)
テノール歌手たちのコンサート : ベニアミーノ・ジーリを偲んで

(ベルゴンツィ/バッロ/ボニゾッリ/コピード/ドヴォルスキー ほか)
フェニーチェ歌劇場ニューイヤー・コンサート 2007

(テオドッシュウ/フィリアノーティ/フロンタリ ほか)
ベルリン・オペラ・ナイト

( クライダー/カサロヴァ/リチートラ ほか)

BD00-098 (調)

DV02-757 (調)

DV02-759 (調)

DV02-292 (調)
DV01-926 (調)
DV02-029 (調)
DV90-251 (富)
DV01-476 (調)
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演奏者

請求記号

タイトル

マリアの呼吸法 : 息から声へ / 指導・解説 マリア・ヘラ=ツァンゲンファイント
第1巻. 発声への準備

DV01-117 (調)
VT90-017 (富)
DV01-117 (調)
VT90-018 (富)

第2巻. 発声への応用
メトロポリタン オペラ・ガラ1991 : リンカーン・センター25周年記念コンサート

(フレーニ/ドミンゴ/パヴァロッティ/ステューダー
/オッター/ダニエルズ/ディアス/ヌッチ/プライ ほか)
メトロポリタン オペラ・ガラ1996 : ジェイムズ・レヴァインMET25周年
ガラ・コンサート (ゲオルギュー/コトルバス/フォン・シュターデ/オッター

LD01-195 (調)

LD90-200 (富)

/アラーニャ/ドミンゴ/モリス/ターフェルほか)
メトロポリタン・オペラ・センテニアル・ガラ

(バトル/ドゥビンバウム/カレーラス/ブルゾン/バーベリアン ほか)
メトロポリタン センテニアル・ガラ・コンサート．1 (マルトン/ ジョーンズ

DV02-389 (調)

/ラヴ/ヴォーラフカ/アンソニー/ コートネイ/マクラッケン ほか)
メトロポリタン センテニアル・ガラ・コンサート．2 (カバリエ/カレーラス
/コトルバシュ/ バンブリー/リッチャレルリ/ルイス/ギャーロフ ほか)
モーツァルト傑作オペラ--3本立!「フィガロの結婚」(コトルバシュ/テ・カナワ)
「ドン・ジョヴァンニ」（ヤカール/ブラニステアーヌ）
「コシ・ファン・トゥッテ」（ドーセ/ペリエ）

VT00-038 (立)

レコードの発明と名歌手たち（スキーパ／カルーソー／ズッカー ほか）

DV00-401 (調)

Great Puccini love scenes : and other opera favorites

VT01-039 (立)

In the shadow of the stars

VT01-024 (立)

La gran scena opera company di New York

VT01-015 (立)

Winter gala : a tribute to Tchaikovsky
1992グラインドボーン音楽祭記念コンサート : (カバリエ/ロット/ヘイモン

VT01-054 (立)

/フォン・シュターデ/ベグリー/ラクソン/ライモンディ)

VT00-039 (立)
VT01-057 (立)

LD90-068 (富)
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