
【プレスリリース】関係各位 

2012年 10月 31日 

 

配信アルバム「銀盤クラシック 7 - for Figure Skating 2012-2013」リリースのご案内 

 

   

 

ナクソス・ジャパン株式会社は、2012 年 10 月 31 日、今シーズンのフィギュアスケート大会で

注目されるクラシックを収録したコンピレーションアルバム「銀盤クラシック 7 - for Figure 

Skating 2012-2013」を、音楽ダウンロード配信にてリリースいたします。また、同アルバムの収

録曲を iPhone用着信音として配信開始いたします。 

 

弊社は、フィギュアスケートが一大ブームの兆しを見せ始めた 2006-2007 シーズンより、各選手がプ

ログラムでフィーチャーしているクラシックを収録した「銀盤クラシック」シリーズ(*P3 参照)をリリースし

てまいりました。なかでも、2008-2009 年の「組曲「仮面舞踏会」- ワルツ（ハチャトゥリアン）」、

2009-2010 年の「レクイエム（モーツァルト）」、2010-11 年の「ブエノスアイレスの四季（ピアソラ）」等は、

感動的な演技とあいまって人々の胸を強く打ち、同名曲を収録した「銀盤クラシック 3」「銀盤クラシック

4」「銀盤クラシック 5」は非常に大きな反響を呼びました。フィギュアスケートは、いまやスポーツシーン

だけではなく、音楽シーンをも彩る非常に重要な存在となっています。 

 

このたびリリースいたしました「銀盤クラシック 7 – for Figure Skating 2012-2013」においても、今シーズ

ンのフィギュアスケート大会で大きな注目を集めると予想される名曲の数々が収録されております。ジ

ャズやロックなどが選ばれることの多い近年のプログラムですが、今シーズンは王道のクラシック音

楽が数多く起用され、アルバムの存在意義をより大きくしております。バレエ演目の定番中の定番とも

いえる「白鳥の湖（チャイコフスキー）」は、ここ数年来において最も強いインパクトを与えることでしょう。

音楽作品としてはマイナーながら、今シーズンを機に知名度アップが予想される「道化師（レオン・カヴ

ァッロ）」（Tr.10-12）、フィギュアスケートのプログラムとしては意外にも珍しい「アイネ・クライネ・ナハトム

ジーク（モーツァルト）」（Tr.9）にも注目です。アルバムを聴きながら印象的な演技を思い返したり、好き

な曲を iPhone の着信音に設定して応援気分を盛り上げるなど、様々な形でお楽しみいただけるアル

バムです。 

 

※もっと深く音楽を知りたいという方向けに、弊社では、Twitter(@naxosjapan)にて、フィギュアスケート

に関連したクラシックの最新情報をお知らせしています。 

 

https://itunes.apple.com/jp/album/id574403396
https://itunes.apple.com/jp/album/id574403396
https://itunes.apple.com/jp/album/id574403396
http://naxos.jp/digital/ginban
https://itunes.apple.com/jp/album/id298416689
https://itunes.apple.com/jp/album/id340397102
https://itunes.apple.com/jp/album/id340397102
https://itunes.apple.com/jp/album/id402413346
https://itunes.apple.com/jp/album/id574403396
http://twitter.com/naxosjapan
https://itunes.apple.com/jp/album/id574403396


 

【商品情報】 

銀盤クラシック 7 - for Figure Skating 2012-2013 

 

●収録曲： 

1  チャイコフスキー: バレエ音楽｢白鳥の湖｣ - 第 2幕 情景 ♪ 

2  チャイコフスキー: バレエ音楽｢白鳥の湖｣ - 第 3幕 黒鳥(オディール)とジークフリート王子の 

グラン･パ･ド･ドゥよりアダージョ ♪ 

3  チャイコフスキー: バレエ音楽｢白鳥の湖｣ - 第 3幕 ジークフリート王子のヴァリアシオン ♪ 

4  チャイコフスキー: バレエ音楽｢白鳥の湖｣ - 第 3幕 黒鳥(オディール)とジークフリート王子の 

グラン･パ･ド･ドゥよりコーダ ♪ 

5  ガーシュウィン: アイ･ガット･リズム変奏曲 ♪ 

6  ピアソラ: オブリヴィオン(忘却)  ♪ 

7  ピアソラ: アディオス･ノニーノ  ♪ 

8  モーツァルト: ディヴェルティメント第 2番 変ロ長調 K137 - 第 2楽章  ♪ 

9  モーツァルト: アイネ･クライネ･ナハトムジーク - 第 4楽章  ♪ 

10 レオン･カヴァッロ: 歌劇｢道化師｣ - 第 1幕 衣裳をつけろ  ♪ 

11 レオン･カヴァッロ: 歌劇｢道化師｣ - プロローグ  ♪ 

12 レオン･カヴァッロ: 歌劇｢道化師｣ - 終幕 喜劇は終わった!   ♪ 

13 サン=サーンス: 序奏とロンド･カプリチオーソ  ♪ 

14 ラヴェル: バレエ音楽｢ダフニスとクロエ｣第 2組曲 - パントマイム  ♪ 

15 デュカス: 交響詩｢魔法使いの弟子｣(抜粋)   ♪ 

16 ロバート･シャーマン: メリー･ポピンズ･メドレー  ♪ （着信音は「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリド

ーシャス 部分」） 

 

※末尾の「♪」をクリックすると、各曲の iPhone着信音ページにジャンプします。 

（iPhoneからのアクセスのみ） 

 

●発売：2012年 10月 31日   

●価格：アルバム 900円／トラック 150円／着信音 250円（税込)（iTunes Store） 

●配信サイト：iTunes Store／Amazon MP3（近日開始予定） 

●発売元： ナクソス･ジャパン株式会社  

http://naxos.jp（公式サイト） 

http://twitter.com/naxosjapan （Twitter）／ http://www.facebook.com/NaxosJapan（Facebook） 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

ナクソス・ジャパン株式会社  デジタル事業部 

03‐5486‐5101（代表）／ info@naxos.jp （E メール） 

http://itunes.apple.com/jp/album/id574740391
http://itunes.apple.com/jp/album/id574743295
http://itunes.apple.com/jp/album/id574743773
http://itunes.apple.com/jp/album/id574744757
http://itunes.apple.com/jp/album/id574745970
http://itunes.apple.com/jp/album/id574746858
http://itunes.apple.com/jp/album/id574747329
http://itunes.apple.com/jp/album/id574748360
http://itunes.apple.com/jp/album/id574748574
http://itunes.apple.com/jp/album/id574750310
http://itunes.apple.com/jp/album/id574753060
http://itunes.apple.com/jp/album/id574753636
http://itunes.apple.com/jp/album/id574754337
http://itunes.apple.com/jp/album/id574756349
http://itunes.apple.com/jp/album/id574757307
http://itunes.apple.com/jp/album/id574757703
https://itunes.apple.com/jp/album/id574403396
http://naxos.jp/
http://twitter.com/naxosjapan
http://www.facebook.com/NaxosJapan


【「銀盤クラシック」シリーズ案内】 

2006年の冬季五輪における「トゥーランドット」の大ブレイクや、生誕 250年に沸いたモーツァルト・ブームを機に制作された 「ク

ラシック・バウアー Memorial Classics 2006」の大好評を受け、ジャケットのキャラクターを引き継ぐ形でスタートした「銀盤クラシ

ック」シリーズは、今シーズンで 7年目のリリースとなります。シリーズの好評を受け、2010年には CD商品「銀盤クラシック トゥ

ーランドット to タンゴ」もリリース、配信とあわせて人気を博しています。 

 

  

【配信】「仮面舞踏会」「ジゼル」収録 

銀盤クラシック 3 

 – for Figure Skating 2008-2009 

 

  

 

 

【配信】「前奏曲「鐘」」「レクイエム」収録 

銀盤クラシック 4 

 – for Figure Skating 2009-2010 

 

 

 

 
 

 

【配信】「愛の夢」「ブエノスアイレスの四季」収録 

銀盤クラシック 5 

 – for Figure Skating 2010-2011 

 

  

【配信】「ドン・キホーテ」「ジュピター」収録 

銀盤クラシック 6 

 – for Figure Skating 2011-2012 

 

  

【CD/配信】表題曲ほか「月の光」「幻想即興曲」収録 

銀盤クラシック  

トゥーランドット to タンゴ 

 

  

【配信】「揚げひばり」「くるみ割り人形」収録 

銀盤ベスト  

2005-2010 – for Figure Skating 

 

  

【配信】「シェエラザード」「チャルダッシュ」収録 

銀盤クラシック 

 – for Figure Skating 2006-2007 

 

  

【配信】「カルメン」「ロメオとジュリエット」収録 

銀盤クラシック 2 

 – for Figure Skating 2007-2008 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://itunes.apple.com/jp/album/id204953002
https://itunes.apple.com/jp/album/id204953002
http://naxos.jp/digital/ginban
http://naxos.jp/digital/ginban
http://www.amazon.co.jp/dp/B004CWUDTU
http://www.amazon.co.jp/dp/B004CWUDTU
https://itunes.apple.com/jp/album/id298416689
http://www.amazon.co.jp/dp/B004REMOEK/
https://itunes.apple.com/jp/album/id340397102
http://www.amazon.co.jp/dp/B004FZVJWO/
https://itunes.apple.com/jp/album/id209719393
http://www.amazon.co.jp/dp/B004FG8G2E/
https://itunes.apple.com/jp/album/id270021374
http://www.amazon.co.jp/dp/B004FFZOGG/
https://itunes.apple.com/jp/album/id402413346
http://www.amazon.co.jp/dp/B004G0DMD2/
https://itunes.apple.com/jp/album/id479493828
http://www.amazon.co.jp/dp/B006FGLH0K/
http://www.amazon.co.jp/dp/B004CWUDTU
https://itunes.apple.com/jp/album/id406471449
http://www.amazon.co.jp/dp/B004G07S4G/
https://itunes.apple.com/jp/album/id338241933
http://www.amazon.co.jp/dp/B004FG50GY/


 

ナクソス・ジャパン株式会社 

 

 

■会社概要 

世界的音楽レーベル「ナクソス（NAXOS）」の音源を管理する Naxos Global Distribution, Inc.（代表：

Klaus Heymann、本社：香港）の日本国内での本格的な事業化に伴い、2005年 7月、音楽配信サービスを

主体とした「ナクソス・デジタル・ジャパン」を設立。2007 年、社名を「ナクソス・ジャパン」に変更

し、音楽ソフト事業を含めた総合音楽企業として新たなスタートを切る。 

 

  商号：  ナクソス・ジャパン株式会社 

  設立：  2005年 7月 7日 

  資本金：  20,000,000円 

  役員：  取締役会長 Klaus Heinz Heyman 

  代表取締役社長 佐々木隆一 

  取締役副社長 佐々木順子 

  取締役副社長 白柳龍一 

  取締役 Takako Nishizaki Heymann 

  取締役 Astrid Angvik 

  所在地：  東京都世田谷区三軒茶屋 2-2-16 YKビル 8F 

  電話：  03-5486-5101  

ファックス： 03-5486-5104 

  事業内容：   CD/DVDのディストリビューション、オンライン音楽図書館、 

音楽配信事業、ライセンス事業など 

   ホームページ： http://naxos.jp 

 

■ナクソス（NAXOS）レーベル 概要 

クラシック、ジャズなどの膨大な音楽コンテンツを保有するレーベル。自らも熱烈なクラシック音楽愛好

家であったクラウス・ハイマン(香港在住のドイツ人実業家)によって 1987 年、「価値合理性」と「消費

者本位」を理念にスタート。既存メジャー・レーベルのスター主義では実現できない知られざる名曲の体

系的な商品化（＝カタログ主義）が大きな反響を呼び、世界中に熱烈な支持者を生み、グラミー賞でも数々

の受賞歴を持つ。本年（2012年）、創立 25周年を迎える。 

 

http://naxos.jp/

