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8（オーチョ）/8（オーチョ） CDW 1024 ￥2484 ￥1296F001
ア・サイデラ・オルケスタ/ソタケ IND ASO001 ￥2160 ￥864F002
ア・サイデラ・オルケスタ/スール IND ASO002 ￥2052 ￥1728F003
ア・ティエラ/ラ・マニャーナ・デ・ロス・パハロス IND AT2015 ￥2268 ￥1620F004
アベホーロス/パルティード・レバンチャ・イ・ブエノ B 74321471842 ￥500 ￥108F005
アベル・ピントス/心のこと CO 2-493743 ￥3024 ￥540F006
アベル・ピントス/ラ・ジャーベ（鍵） SB 8869721036 ￥2592 ￥540F007
アベル・ピントス/歌うために生まれた CO 2-484775 ￥2700 ￥540F008
アベル・ピントス/真実の反映 RC 8287676125 ￥2592 ￥540F009
アベル・ピントス/毎日少しずつ CO 2-484953 ￥3240 ￥540F010
アカ・セカ・トリオ&ディエゴ・スキッシ /エルマーノス・エ
ン・ビボ・カフェ・ビニーロ

CV 1214 ￥2592 ￥1944F011
アチョ・エストル/私の映画 ACH 001 ￥500 ￥108F012
アドリアン・ゴイスエタ/私はサンテルモからサンホセ生まれ BM 72609 ￥2376 ￥1080F013
アドリアン・イアイエス ＆ マリアノ・ロイアコノ/ニクリ・ソ
ング

DBN 52420 ￥3024 ￥2160F014
アドリアン・イアイエス・コレヒアレス・トリオ/ラ・パシエン
シア・エスタ・エン・ヌエストロス・コラソネス

DBN 52445 ￥2484 ￥1739F015
アドリアン・イアイエス・トリオ/ラ・カサ・デ・ウン・ピアニ
スタ・デ・ジャズ

DBN 53162 ￥2916 ￥2160F016
アドリアン・イアイエス・トリオ/ラ・ビダ・エリヘ DBN 52350 ￥2376 ￥1620F017
アドリアーナ・ナノ/カスアリダーデス（偶然） EM 8499523 ￥1080 ￥324F018
アガラテ・カタリナ/ヘンテ・コムン MMG 4868-2 ￥2376 ￥1944F019
アゲダ・ガライ/カントス・シン・ドゥエーニョ SHCD060 ￥2592 ￥1080F020
アグスティン・ルナ/クエルダ・アル・アイレ EP 1210-02 ￥2592 ￥324F021
アインダ・デュオ/アニマル IND AD2018 ￥2268 ￥1944F022
アラン・プラクタ・キンテート/ルディコ PAI 3112 ￥1944 ￥540F023
アルベルト・マグノリ/キミカ SONDOR 81832 ￥2376 ￥108F024
アルベルト・オビエド/アチャーソス DB CDM51524 ￥2808 ￥540F025
アルベルト・ウォルフ/プリミティーボ LAL119 ￥2052 ￥1620F026
アルダナ・ベジョ/アゴスト（８月） IND BELLO001 ￥2160 ￥540F027
アレグリアス・デ・ア・ペソ/アリレス・デル・ケ・セ・フエ AQ 103 ￥2592 ￥108F028
アレハンドロ・アビラ/アウンケ・フエラ・ウナ・ロクーラ MM GK38337 ￥2592 ￥540F029
アレハンドロ・カラーラ/魂の蝶たち UP 941 ￥2592 ￥324F030
アレハンドロ・デル・プラド/ジョ・ベンゴ・デ・オトロ AQ 191 ￥2376 ￥108F031
アレハンドロ・フィリオ/ウン・セクレート・ア・ボセス RR 827 ￥2592 ￥540F032
アレハンドロ・サントス/ビシオン・パナメリカーナ IND AS001 ￥2592 ￥324F033
アレホ・ノビリ/コンスタンティノープラ CLUB 057 ￥2052 ￥1620F034
アルフレド・カセーロ/カサエリウス SN 2-493795 ￥500 ￥108F035
アルフレド・ピティス＆レオナルド・アンデルセン/デ・ビエン
ト・イ・ソリタリオス

EP176502 ￥2160 ￥1620F036
アルフレド・シタローサ/アダージョ・エン・ミ・パイス MMG 34432 ￥2052 ￥1080F037
アルフレド・シタローサ/アントロヒア MMG 34422 ￥2052 ￥1080F038
アルフレド・シタローサ/アントロヒア 1 MIC 2478868 ￥2052 ￥1080F039
アルフレド・シタローサ/アントロヒア 2 MIC 2478869 ￥2052 ￥1080F040
アルフレド・シタローサ/アントロヒア 3 MIC 2478870 ￥2052 ￥1080F041
アルフレド・シタローサ/シタローサを歌う BIZARRO 35702 ￥2376 ￥1296F042
アルフレド・シタローサ/ギターラ・ネグラ BIZARRO 36892 ￥2160 ￥1296F043
アルフレド・シタローサ/メロディア・ラルガ BIZARRO 52662 ￥2160 ￥1296F044
アルフレド・シタローサ/メロディア・ラルガⅡ BIZARRO 37622 ￥2160 ￥1296F045
アルビィ・シンガー・バンド/ペケーニョス・エクシトス（2枚
組）

LAL 096 ￥2160 ￥540F046
アナ・イッサ＝ルイス・イアクッシ/とてもシンプルに TP 05702 ￥2592 ￥540F047
アナ・ラルビア/コセチャ INDAL001 ￥2160 ￥1080F048
アナ・プラダ/ソイ・オトラ DB 52238 ￥2160 ￥540F049
アナモリー/ラ・メディーダ・デル・ペス IND ANA2016 ￥2268 ￥1944F050
アンドレス・ベエウサエルト/クルーセス CMYK 6300 ￥2527 ￥1620F051
アンドレス・カラマロ/ハモン・デル・メディオ（スペインライ
ヴ盤）

WM618867 ￥2160 ￥1080F052
アンドレス・ムラトーレ/デル・ススピロ・デ・ロス・ペセス IND AM2017 ￥3024 ￥2160F053
アンドレス・ピラール/ダンサ UNION ANP001 ￥2376 ￥864F054
アンディ・インチャウスティ＆ロス・モンストゥルオス/ルミノ IND 281678 ￥2376 ￥540F055
アントニーノ・レストゥッシア・バンダ/ラ・ブスケダ・デ・
ラ・エセンシア

PA 54012 ￥2160 ￥1080F056

アントニーノ・レストゥッシア・カンドンベ・バンダ/オセアノ PA 66522 ￥2160 ￥1080F057
アントニオ・タラゴー・ロス/失われた心 EP 17055 ￥2376 ￥540F058
アントニオ・タラゴー・ロス/デ・エスプエラス・イ・アルパル
ガタス

DE 8374242 ￥2592 ￥540F059
アントニオ・タラゴー・ロス/2 IN 1 EM 8213872 ￥2916 ￥540F060
アルカ・ラ・カナ/ラ・コレクシオンVOL.1 NOBORDER 005 ￥2160 ￥540F061
アルヘンティーノ・ルナ/パタゴニアに歌う PE 8357242 ￥2592 ￥540F062
アルヘンティーノ・ルナ/これが私の務め DE 8374032 ￥2484 ￥540F063
アルヘンティーノ・ルナ/コプラは民衆の歌 GK 38437 ￥2376 ￥540F064
アルグエージョ・マグー・エンサンブレ/ドス・ティロス IND AME001 ￥2484 ￥1296F065
アリエル・アロージョ/アル・スール・デル・シエロ AQ 472 ￥2376 ￥1080F066
アルマンド・アロンソ・トリオ ML CDMSE5098 ￥2592 ￥324F067
アルナルド・イ・スゥ・タリスマン/アルナルド・イ・スゥ・タ
リスマン

EGREM 0564 ￥500 ￥108F068
アルトゥーロ・プエルタス/アフロプエルタス PAI 3214 ￥1620 ￥864F069
アシィ/アシィ IND ASI2018 ￥2376 ￥2052F070
アスタラ・クアルテート/アスタラ・クアルテート PA 65952 ￥2376 ￥1080F071
この長い道（回想記）/この長い道（回想記） LIV AY001 ￥4860 ￥2700F072
アタワルパ・ユパンキ/フォルクローレ・デル・スール MIC 2493847 ￥1944 ￥1296F073
アタウアルパ・ユパンキ/大ヒット曲集 DB 235087 ￥1836 ￥1080F074
アタウアルパ・ユパンキ/ラ・ギターラ（ギター） ML CDMSE5141 ￥1944 ￥1296F075
アタワルパ・ユパンキ/ロス・エレヒードス SONY 7533682 ￥1944 ￥1296F076
アタワルパ・ユパンキ/30曲ヒット集（2CD) MIC 2493688 ￥2160 ￥1620F077
アタワルパ・ユパンキ/サンバ・デ・バルガス MG 9001 ￥1404 ￥864F078
アターケ 77/あるパーフェクトな一日 B 74321544742 ￥1620 ￥324F079
アタケ７７/カルマゲドン SB 8869708442 ￥1620 ￥540F080
アウラ！/カミーノス・シン・ティエンポ SN 544362 ￥2700 ￥1080F081
アウラ！/ティエンポ・ラテンテ ALFIZ 3725802 ￥2268 ￥1080F082
アイママ/マリア・エレーナ・ワルシュを歌う AQ 286 ￥2484 ￥864F083
アイママ/パソ・ア・パソ AQ 364 ￥2376 ￥864F084
ペドロ・アスナール＆ダビッド・レボン/アスナール＝レボン
第1集

EM 5057572 ￥2592 ￥1620F085
ババソニコス/インプエスト・デ・フェ SONY 5332882 ￥2268 ￥1080F086
ババソニコス/パスト SN 2-470157 ￥2160 ￥540F087
バプティステ・トロティノン−ミニノ・ガライ/チミチュリ AQ 513 ￥1836 ￥1296F088
バリオ・スール/バリオ・スール MMG 679629 ￥2376 ￥1080F089
ベアトリス・エステーラ/2000年の女たち EP 17057 ￥540 ￥108F090
ベイリンソン & ガスコン/エロヒオ・ア・ロ・メディアト IND BEGA2018 ￥2376 ￥2052F091
ベレン/ムヘール（女） UP 370 ￥2592 ￥540F092
ベレン・マッキンライ/トレボル・ブランコ SP 971610 ￥2268 ￥864F093
ベレン・センドット/ポル・セギール IND BS2017 ￥2592 ￥1620F094
ベルムンド RC 7432161984 ￥540 ￥108F095
ベルナルド・バラフ/アルミータ ML CDMSE5082 ￥2592 ￥540F096
ベルナルド・カサグランデ・キンテート＋オルケスタ/コムニオ
ン

JZZ 0788 ￥2376 ￥1944F097
ベルスイート・ベルガラバト/アスケローサ・アレグリーア DB 51164 ￥2700 ￥540F098
ベルスイート・ベルガラバト/ベルスイート・ベルガバラット・
イ・プント

DB 50964 ￥540 ￥108F099
ベト・カレッティ・グルーポ/ディオス・ティエンポ PAI 3217 ￥2376 ￥864F100
ベティーナ・ボブロウィッキ/マジュ EP 151702 ￥2376 ￥540F101
ボアス・テイタス/デシール・トド・デ・ヌエボ SCATTER054 ￥2700 ￥1080F102
ボカッチオ＝ガジーノ/30周年……アル・トケ PAI 3154 ￥2592 ￥540F103
ブルーノ・デルッキ・グルーポ/エビデンテメンテ・ラ・ヌベ AWMY 010 ￥2592 ￥1080F104
ブルーノ・デルッキ・グルーポ/ラス・メニーナス KUAI 046 ￥2484 ￥1296F105
ブスカグリア＆アントリン/エクスペリエンシアス・ムシカレス LAL111 ￥2700 ￥1080F106
カデナ・ペルペトゥア/デマシアダ・インティミダー SB 8869702565 ￥2160 ￥540F107
カデーナ・ペルペトゥア/長い夜たち SB 8869700759 ￥2592 ￥108F108
カフェ・タクーバ/エル・オブヘト・アンテス・ジャマード・
ディスコ

UN 3717951 ￥1944 ￥1080F109
カジェヘーロス/セニャレス PM 1002 ￥2160 ￥540F110
カミラ・バルブッティ/アブラサメ（私を抱いて） IND CAB001 ￥2376 ￥540F111
カミラ・ネビア/ア・ベセス、ラ・ルス・デ・ロ・ケ・エグシス
テ・レスプランデセ・ソラメンテ・ア・ラ・ディスタンシア

KUAI 045 ￥2376 ￥1296F112

カンポ/ノクトゥルノ BIZARRO 03226 ￥2052 ￥864F113
カナリオ・ルナ/アグアンタンド・エル・モストラドール MMG 50912 ￥2700 ￥1080F114
カナリオ・ルナ/ポル・ラ・ブエルタ MMG 23082 ￥2160 ￥1080F115
カンターレス・デ・ラ・カニャディタ/ポンガレ・ポル・ラス・
イレーラス

PY 5319842 ￥2700 ￥540F116
カント ４/フォルク DBN 52306 ￥2160 ￥1080F117
カント・スール/エン・コンシエルト05 UP 314 ￥2376 ￥540F118
カントラル/……道の途中で IF 309 ￥2592 ￥324F119
カラメロス・デ・シアヌロ/フリスビー LW 02322 ￥540 ￥108F120
カルリーニョス・イ・ス・バンディータ/喜びを得るために DE 5291072 ￥2376 ￥540F121
カルロス・アンディーノ/ローカ・ムルガ・デ・ロス・デセオス PROFON 9007 ￥2592 ￥540F122
カルロス・アンドレオリ/ラウル・ゴンサレストゥニョンを歌う MM TK38107 ￥1080 ￥108F123
カルロス・バロセーラ/わたしを思い出して EP 17047 ￥2376 ￥540F124
カルロス・カブラル/コローレス・プリマリオス IND CC001 ￥2592 ￥540F125
カルロス・カサッサ・クアルテート/ラ・ソンブラ・デル・サウ
セ・トランスパレンテ

BARCD 187 ￥2700 ￥1620F126
カルロス・カサッサ＆ルケス/レトラト・エン・ブランコ・イ・
ネグロ

AQ BRA108 ￥2808 ￥108F127
カルロス・ディフルビオ/カント・モヌメント MM GK48136 ￥2592 ￥540F128
カルロス・インファンテ/ただ君のために EP 73295 ￥2376 ￥324F129
カルロス・インファンテ＆Kアルガニャラス/いつまでも２人で EP 077502 ￥2376 ￥324F130
カルロス・マンシネリ/ベニデロ（来たるべき） IND CMV001 ￥2376 ￥540F131
カルロス・モンブルン・オカンポ/クージョのために DE 8374052 ￥2484 ￥540F132
カルロス・タラベーラ/昨日、今日、永遠に MM GK38257 ￥2592 ￥324F133
カルロス・タラベラ/わが村の言葉 EP 17054 ￥2376 ￥324F134
カルロス・タラベラ/クアルテート・サンタ・アナの55年 EP 16026 ￥2592 ￥540F135
カルロス・トーレス・ビラ/カルロス・トーレス・ビラ MM GK38316 ￥2592 ￥540F136
カルロス・ビジャルバ/忘れないで EP 115902 ￥2376 ￥864F137
カロ・ボニージョ/カサ IND CB2017 ￥2700 ￥1620F138
カロリーナ・バルカルセル/カンポ・アビエルト IND CV001 ￥2376 ￥864F139
カタリナ・テレールマン/マドレアグア IND CT2018 ￥2484 ￥1739F140
カジョ・ラ・カブラ/メテレ・ケ・ソン(2CD) MMG 58702 ￥2160 ￥1080F141
セシ・キウ/ペルミソ・パラ・セール・ジョ MAMCD 928 ￥2484 ￥2160F142
セシ・メンデス/ポデール・デシール IND CM2018 ￥2484 ￥1739F143
セシリア・ベルナスコーニ/プエンテス・エン・エル・マル IND CB2018 ￥2052 ￥1620F144
セシリア・ガウナ/アリエント STM 030 ￥2376 ￥540F145
セシリア・パストリーノ/手編み PAI 3146 ￥2376 ￥1080F146
セシリア・スタンシオネ/一つ一つの沈黙 ISCD 015 ￥2592 ￥540F147
セシリア・トッド/メレイの木の子イエス AQ 373 ￥2376 ￥108F148
セシリア・トッド/愛する歌国ベネズエラ SKYK 005 ￥2700 ￥1620F149
セシリア・サバラ/エル・コロール・デル・シレンシオ INDCZ 972617 ￥2268 ￥1620F150
セシリア・サバラ/プレセンテ・インフィニート UNION CZ001 ￥2592 ￥1296F151
セシリア・サバラ/ビオレタ（ビオレタ・パラ作品集） STM 113 ￥2376 ￥540F152
セシリア・サバラ、フィリップ・バーデン・パウエル/フロンテ
ラス

INDCZ001 ￥2916 ￥1620F153
セーハス・ソーリス/ある愛の歌声 MM GK28539 ￥2376 ￥324F154
セラーノ / バジアーニ・グルーポ/ウナ・ノーチェ・エン・ビム
ハウス

KUAI CBG2017 ￥2484 ￥1296F155
セサル・ロペス＆ハバナ・アンサンブル/ライヴ LAD 9101 ￥3780 ￥1620F156
セサル・パボン/全てのリズムで RGS 17342 ￥2052 ￥540F157
セシタール/アンビエンテ・ファミリアル AYUI AE348 ￥2808 ￥108F158
チャチョ・エチェニケ、エルナン・リオス/デ・エスタール、エ
スタンド

IND CE 001 ￥2268 ￥1080F159
チャーチョ・エスキーベル/８分の６ UP 924 ￥2592 ￥540F160
チャンチャ・ビア・シルクイート/ビエナベントゥランサ URBND 0001 ￥2268 ￥1944F161
チャンゴ・ファリアス・ゴメス/エル・ピンタオ PULSO 008 ￥2376 ￥540F162
チャンゴ・スパシウク/ピナンディ～裸足 SB 7508612 ￥2592 ￥540F163
チャニー・スアレス/わたしたちの一人一人 REDON 45017 ￥2916 ￥540F164
チャニー・スアレス/カンタ・マリア・フロリダ ML CDSMI006 ￥2592 ￥540F165
チャピータ・トリオ/チャピータ・トリオ IND CT001 ￥2376 ￥540F166
チャケーニョ・パラベシーノ/サルテーニョ・ビエホ CDE 80221 ￥2160 ￥1296F167
チャケーニョ・パラベシーノ/パ・ミ・ヘンテ DB 80221 ￥2376 ￥1620F168
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チャケーニョ・パラベシーノ/デ・クリオージョ・ア・クリオー
ジョ

DBN 52372 ￥1944 ￥1080F169
チャケーニョ・パラベシーノ/デ・プーラ・セパ DB 52253 ￥2376 ￥1620F170
チャーリー・ガルシア/エン・アンヘル・ビヒア (CD+DVD) SN 171012 ￥2376 ￥1620F171
チャーリー・ガルシア/フィロソフィア・バラータ・イ・サパト
ス・デ・ゴマ

SN 740001 ￥1836 ￥1296F172
チャーリー・ガルシア/ガルシア、エル・マス・グランデ SN 758886 ￥1944 ￥1296F173
チャーリー・ガルシア/ラ・イハ・デ・ラグリマ SN 470426 ￥1836 ￥1296F174
チャーリー・ガルシア/ラ・バングアルディア・エス・アシー
(CD+DVD)

SN 170972 ￥2376 ￥1620F175
チャーリー・ガルシア/パルテ・デ・ラ・レリヒョン SN 738987 ￥1836 ￥1296F176
チャーリー・ガルシア/ランダム SN 5420982 ￥2376 ￥1080F177
チャーリー・ガルシア/ランダム SN 5420983 ￥6480 ￥4320F178
チャーリー・ガルシア/タンゴ SN 740003 ￥1836 ￥1296F179
チャーリー・ガルシア/ウニコ UN 546881 ￥2160 ￥756F180
チャウ・ココ！/ラス・レグラス INDCC 001 ￥2160 ￥1080F181
チェ・アパラチェ/ラティングラス IND CHE2017 ￥2052 ￥1620F182
チェ・チェロス/インスティント IND CC2017 ￥2160 ￥1296F183
チェ・トリオ/トレス・アル・トケ BM 72025 ￥2592 ￥540F184
チーチェ・トリオ/チーチェ IND CT 806139 ￥2160 ￥1296F185
チキ・レデスマ、マルコス・ディ・パオロ/アルボリート・デ
ル・ケレール

IND CHP001 ￥2376 ￥864F186
チョチ・ドゥレー/チャマメへの帰還 EP 112302 ￥2376 ￥864F187
シエロ・ラソ/アウディオグラフィア PM 10072 ￥2592 ￥540F188
シエンフエゴス/シエンフエゴス DB 51452 ￥3240 ￥108F189
シルバーナ・クラー/魂を与えること EP 059702 ￥2592 ￥324F190
クララ・アイタ・グルーポ/クアンド・エスカンペ IND CAG2018 ￥2484 ￥1739F191
クララ・プレスタ＆フェデ・セイマンディ/カーサ IND CYF2018 ￥2268 ￥1944F192
クラウディア・ロメーニャ/魂の言葉 EP 150302 ￥2376 ￥540F193
クラウディア・ロメロ/アロマ・アルヘンティーノ AQ CR001 ￥2808 ￥324F194
クラウディオ・ブストス/アメリカ大陸の歌 ML CDMPV1201 ￥2592 ￥324F195
クラウディオ・セコリ & ハビエル・コーエン/カトルセ PAI 3308 ￥2052 ￥1728F196
クラウディオ・セラ・ブルン/鏡の記憶第5集 ML CDMPV1206 ￥2592 ￥108F197
クラウディオ・ソーサ/エン・ソン・デ・ラ・ティエラ・ヌエバ EP 058302 ￥2592 ￥540F198
クラウディオ・ソーサ/フローレス・イ・アジューノ BM 72019 ￥2592 ￥540F199
クラウディオ・タデイ/セブラス・ナカール ORFEO 8235692 ￥2916 ￥540F200
ココ・バネーガス/ソニードス・デル・コラソン CNR 27759 ￥2592 ￥540F201
ココ・ロメロ/カルタ・デ・モモ INDCR 001 ￥2484 ￥1080F202
コインシデンシアス/ヴィアージェン COIN 001 ￥2484 ￥540F203
コモドア/コモドア PAI 3167 ￥2376 ￥540F204
コニ・シビルス/ある場所 IND CONI001 ￥2376 ￥540F205
コンフント・イボティ/20曲20ヒット集 MM TK14127 ￥2160 ￥540F206
コンフント・イボティ/30年後... UP 5142 ￥2376 ￥540F207
コンフント・イボティ/チャマメ仲間 PAT 032882 ￥2592 ￥864F208
コントラファルサ/デスデ・サジャゴ・コロール AYUI AE270 ￥2808 ￥108F209
コキ・ソーサ/パイス（国） BM 72027 ￥2592 ￥540F210
コラル・デ・ロス・レジェス/Pのモンスター OFS 1002-96 ￥2160 ￥540F211
コスモ・エンサンブレ/カレイドスコピオ CUCE 001 ￥2376 ￥1620F212
コティート/カホンの声 MUSAS 6011 ￥2571 ￥1080F213
クリバス/ラ・オラ・ディミヌイータ INDC001 ￥2592 ￥2160F214
クリバス/ラス・コサス MUSAS 7009 ￥2484 ￥2160F215
クルス・デ・パペル/君の髪を飾る花 EP 17110 ￥2592 ￥108F216
クルス・マルドナード EP 078602 ￥2592 ￥540F217
クアルテート・アルマ/カミーナ・フィノ COLIBRI 043 ￥1620 ￥324F218
クアルテート・デ・ノス/アブラ・トゥ・エスペホ WM 5419635952 ￥2592 ￥1080F219
クアルテート・オリエンタル/シン・コルバータ PAI CO2018 ￥2592 ￥2160F220
クアルト・エレメント/クアルト・イ・ヤパ IND 007084 ￥2376 ￥540F221
クチ・レギサモン＝キケ・シネシ/クチチアンド SURA 059 ￥2700 ￥1620F222
クチ・レギサモン＝キケ・シネシ/クチチアンドス VOL.2 FF 086 ￥2700 ￥1620F223
クエルダス・デル・スール/ラ・ジャーベ（鍵） PRCD 104 ￥3240 ￥540F224

クルシ/デリバリー LAL 058 ￥2592 ￥540F225
ダイアナ・マルコビッチ/エル・エコ・デ・ミ・プエブロ EP 156702 ￥2160 ￥540F226
ダミアン・レモス/オブラダドール AQ 530 ￥2376 ￥2052F227
ダミアン・マルティン/セレンディピア IND DM2017 ￥2160 ￥1620F228
ダミアン・リベーロ/ダミアン・リベーロ WEA 063017000 ￥3456 ￥108F229
ダミアン・ベルドゥン/ウルバーノ CWL 002 ￥2268 ￥1080F230
ダニエル・アルタミラーノ/民芸つくりの歌声とお話 UP 322 ￥2592 ￥540F231
ダニエル・カラバハル/エン・エル・パティオ・デ・トゥルジェ
ンケ

UP 5352 ￥2160 ￥1620F232
ダニエル・セバージョス/レグレサンド UP 5044 ￥2376 ￥540F233
ダニエル・ドレクスレル/マール・アビエルト AQ 366 ￥2160 ￥540F234
ダニエル・ドレクスレル/ウノ MS2 424 ￥2376 ￥2052F235
ダニエル・メレーロ/ポル AD 761148-2 ￥2484 ￥540F236
ダニエル・メレーロ/ディスコ UNTREFON 14 ￥1944 ￥540F237
ダニエル・ナカムラカレ/レフレホス SHCD 042 ￥2376 ￥1080F238
ダニエル・ロチ&マリア・シルバ/ここからの ML CDMPV1144 ￥2592 ￥540F239
ダニエル・タティータ・マルケス/イニシアシオン MMG 53942 ￥2160 ￥1080F240
ダニエル・タティータ・マルケス/ムクンダ MV53945 ￥3132 ￥1620F241
ダニエル・バカ/ウン・ディア・コモ・クアルキエラ MM GK38298 ￥2592 ￥108F242
ダニー・マルティン/最高の顔合わせコレクション CDFOG 011 ￥3024 ￥108F243
ダリオ・ハルフィン/イルシオン TW 5678 ￥2160 ￥1080F244
ダビ・ブランコ/テンゴ・パラ・ダール BIS 255 ￥2052 ￥324F245
ダビ・レボン/エン・ビボ、エン・エル・コリセオ BM 74321704 ￥2160 ￥1296F246
デ・ラ・リベラ/ファミリー・ゲーム IND DELA001 ￥2160 ￥1296F247
デ・ラマ・エン・ラマ/アンダンド・ノマス IND DRER2017 ￥2268 ￥1620F248
デルフィ・サラビー/アルママリポサ IND DS2018 ￥2268 ￥1944F249
デオリンダ/アルゼンチン人たちに捧ぐ UP 387 ￥2592 ￥540F250
ディエゴ・エル・シガーラ/ロマンセ・デ・ラ・ルナ・トゥクマ
ナ

SN 3742208 ￥2376 ￥1080F251
ディエゴ・フレンケル/ディエゴ・フレンケル EM 8547042 ￥3240 ￥108F252
ディエゴ・メリオニ・トリオ/オラシオン（祈祷） IND MAMCD194 ￥2592 ￥864F253
ディエゴ・スキッシ・キンテート/ティンバ CLUB 046 ￥2160 ￥1944F254
ディエゴ・トーレス/アンダンド　CD SB 8287686161 ￥2808 ￥540F255
ディナ・ロット/セマーナ AQ CB001 ￥2808 ￥540F256
ディングング/ディングング IND DIN2016 ￥2484 ￥1620F257
ディノ・サルーシ/デディカトリア RGS 18642 ￥2160 ￥1620F258
ディビディードス/ラ・エラ・デ・ラ・ポルデス PY 5210202 ￥3024 ￥540F259
ドン・オリンピオ/ドゥエニョ・ノ・テンゴ IND DO2017 ￥2484 ￥1620F260
ドニャ・マリア/ドニャ・マリア UNION DM001 ￥2376 ￥540F261
ドニャ・マリア/ドス IND DM002 ￥2052 ￥540F262
ドナート・ラッチアッティ/フォー・エクスポート MMG 22792 ￥2160 ￥1080F263
ドス・カミーノス・ドゥオ/エン・カサ IND DCD2018 ￥2376 ￥1944F264
ドス・マス・ウノ/レフレホス AQ 552 ￥2592 ￥2268F265
ドゥオ・ボテ/YSYRY INDDB 001 ￥2160 ￥864F266
デュオ・カルドーソ/ドンデ・エンピエサ・ラ・カンシオン IND DUOC001 ￥1620 ￥540F267
デュオ・セコリ - リッソ/ティエラ・シン・ノンブレ PAI 3282 ￥2700 ￥2376F268
デュオ・エレデロ/光の道 EP 153402 ￥2376 ￥540F269
ドゥオ・リブレスール/１本の木の枝 IND DL001 ￥2592 ￥540F270
ドゥオ・マロセッティ・ゴールドマン/バモス・デ・ブエルタ BM 72013 ￥3024 ￥324F271
ドゥオ・サウル=エイリス/ブールバード・サンホルヘ IND SE001 ￥2592 ￥540F272
エディトゥス/360 EDITUS 001 ￥2592 ￥108F273
エディトゥス/風の道 INTEMPO 005 ￥2592 ￥540F274
エディトゥス/デカダウノ（それぞれの10年） INTEMPO 7017 ￥2592 ￥540F275
エドゥ・ロンバルド/イルストラードス・イ・バリエンテス MMG 51012 ￥2052 ￥1080F276
エドゥ・ロンバルド/ロカンロル MMG 38502 ￥2052 ￥1080F277
コレア＝ミエルゴ＝コンドミ/アイレ RC 72088 ￥2484 ￥1080F278
エドゥアルド・ファルー＝エルネスト・サバト/フアン・ラバー
ジェの死に寄せるロマンセ

UN 2777345 ￥2376 ￥864F279
エドゥアルド・ラルバノイス/マンダラ MMG 61102 ￥2160 ￥1080F280

エドゥアルド・マテオ/ラ・マキナ・デル・ティエンポ VOL1 AYUI AE133 ￥2808 ￥1296F281
エドゥアルド・マテオ/ラ・マキナ・デル・ティエンポ VOL2 AYUI AE134 ￥2808 ￥1296F282
エル・アコルデ/自由 EP 106002 ￥2376 ￥540F283
エル・アウテンティコ・サボール/サボール・ア・クンビア UP 3031 ￥2376 ￥540F284
エル・カント・デル・ロコ/ラディオ・ラ・コリファタ SN 7627392 ￥3024 ￥54F285
エル・チャンゴ・マクドナルド/ドン・イマヒナドール UP 935 ￥2592 ￥108F286
エル・チョケ・ウルバーノ/ラ・ナベ FD 016 ￥2376 ￥324F287
エル・クルブ・デ・トビ/アルドリオ EP 077302 ￥2592 ￥540F288
エル・クアルテート/アルフレディアーナス AYUI AE279 ￥2160 ￥540F289
エル・クアトリヨ/ウニタリオス・イ・フェデラレス PAI 3215 ￥2376 ￥108F290
エル・ネグロ・パルマ/ガロパンド・エン・ラ・ウエジャ EP 145702 ￥2052 ￥1080F291
エル・ソニード・デ・ロス・ドゥルミエンテス/マンチャ・ア
レーナ

GFL 003 ￥2592 ￥1944F292
エル・テルセート/エン・ビボ CD ET002 ￥2160 ￥540F293
エル・ウンブラル/ラ・スルダ・ベンディータ AQ 10202 ￥2916 ￥540F294
エレオノラ・エウベル/ポル・エル・アイレ AQ 287 ￥2376 ￥540F295
エリアナ・ピリージョ＝ホルヘ・バティラナ/ルイス・アルベル
ト・スピネッタ　永遠への旅

CO 20952 ￥3240 ￥2700F296
エミリア・インクラン/ラス・カンシオネス・ポシブレス IND EI2018 ￥2268 ￥1944F297
エミリオ・カルドー/あの手紙 PY 5330372 ￥2484 ￥540F298
エミリアーノ・カルドーソ/コンパルティエンド・チャマメ MM GK38275 ￥2592 ￥324F299
エンリケ・ジョピス/歌う魂 REDON 45016 ￥2592 ￥540F300
エンリケ・モノ・ビジェーガス/未発表曲集 VOL2 ML CDMSE5101 ￥2592 ￥540F301
エンリケ・モノ・ビジェーガス/未発表曲集 VOL3 ML CDMSE5102 ￥2592 ￥540F302
エンリケ・モノ・ビジェーガス/未発赴ﾈ集 VOL4 ML CDMSE5103 ￥2592 ￥540F303
アンサンブル・リアル・ブック・アルヘンティーナ/コンテンプ
ラシオン（瞑想）

CLUB 282644 ￥2160 ￥540F304
アンサンブル・リアル・ブック・アルヘンティーナ/アンサンブ
ル・リアル・ブック・アルヘンティーナ

IND ERA001 ￥2700 ￥540F305
エンメEメルカード・カブレーラ/アメリカの別離 MM TK38009 ￥2484 ￥108F306
エルネスト・スナヘル/ノタス・デ・パソ CLUB 073 ￥2160 ￥1620F307
エルネスト・スナヘール & マティアス・アリアス/デ・ドス・ア
ルヘンティーノス

IND ESMA2017 ￥2160 ￥1620F308
エルネスト・セッパ・トリオ/アイレス・コン・メモリア、セシ
オンス・ボルーメン１

PAI 3283 ￥2160 ￥1296F309
エスカランドルゥム
/セシオネス・イオン・オブラス・デ・モーツァルト・イ・ヒナ

CLUB 064 ￥2700 ￥1080F310
エスカランドルゥム /ストゥディオ2 WA 024566 ￥2700 ￥1890F311
エスカランドゥルム/ベルティゴ EP 154202 ￥2268 ￥864F312
エスカヨラ＝グアルディア＝レンシナ/カンドンベ！ AYUI AM43 ￥2160 ￥540F313
エスピリトゥ・サルバーヘ/一時的な輝き BARCD 126 ￥2592 ￥324F314
エステバン・クリスチ/郷愁の海 EP 107502 ￥2592 ￥756F315
エステバン・クリシッチ/エル・オリエンタル（イ・オートラ
ス・ムシカス・シン・レトラ）

AYUI 384 ￥2160 ￥1080F316
エステラ・ラバル/人生 EM 8530322 ￥2808 ￥324F317
エステラレス/システマ・ネルビオソ・セントラル SB 8869700998 ￥2592 ￥108F318
エテル・コフマン/アニマ SHCD 037 ￥2592 ￥1296F319
エセキエル・マンテガ/ソロ・ピアノ EP 284648 ￥2268 ￥1296F320
エセキエル・ボラ/ロ・ペオール INDEB001 ￥2592 ￥1080F321
ファビアン・アロージョ/デスヌードス・コモ・エル・シエロ MM GK38255 ￥2592 ￥540F322
ファビアン・ガジャルド/ラ・カージェ・デ・ラ・サルバシオン WEA 063011285 ￥3456 ￥324F323
ファビアン・ネスプリアス/レタニア CDMPV 1249 ￥2376 ￥1080F324
ファビアナ・カンティロ/デ・ケ・セ・リエン？ WEA 398424211 ￥3240 ￥108F325
ファビアナ・カンティロ/厳格な娘 SB 8869720872 ￥2592 ￥540F326
ファビオ・カドーレ & エルナン・ハシント/アクト２ MUSAS 7012 ￥2484 ￥2160F327
ファブリシオ・ペレイラ/イングリーミ IND FP2014 ￥2160 ￥540F328
ファブリシオ・ロブレス/ドンデ IND FR2018 ￥2160 ￥1836F329
ファブラス・デル・モンテ SHCD 044 ￥2376 ￥1080F330
ファクンド・カブラル/エル・トロバドール EM 67916726 ￥2376 ￥324F331
ファクンド・ガリ/リエブレ CLUB 043 ￥2160 ￥1080F332
ファクンド・ラミレス/ラミレスによるラミレス EP 0192-02 ￥2376 ￥540F333
ファルソス・プロフェータス/おちつけよ、いとしい君 DLF 001 ￥2592 ￥540F334
ファルソス・プロフェータス/夏が過ぎるのを見た IND FP001 ￥2592 ￥540F335
ファルタ・イ・レスト/ラプラタ河地方の愛 CDAMA 002 ￥2808 ￥540F336

2Folklore CCLLIIBBLLDDGG@@����EEMMKK;;9922IIFFAAMMHHCCLLIIBBLL55??77��

66::88332200((////..  ����++&&//)),,&&��''--��**..



##!!%%""$$!!
EMK�	3��JDG

セール No. アーティスト／タイトル 商品コード 定価 セール価格 セール No. アーティスト／タイトル 商品コード 定価 セール価格 セール No. アーティスト／タイトル 商品コード 定価 セール価格

������������������  ����������������NN������  ����==;;������NN����������11����������<<����<<44��>>;;99OO

ファルタ・イ・レスト/ムルガの100年 RX 14452 ￥2916 ￥540F337
ファニー/わたしの恋心 GP 025 ￥2592 ￥324F338
ファット＝マサ＝ファット/東のタンゴ SLC 705 ￥2052 ￥1080F339
フェデリコ・ダテリス＝J・P・エスモック・レウ/自分の弦で AQ 313 ￥2376 ￥864F340
フェデリコ・デ・ラ・ベガ/サル・エン・ロス・オホス EP 17053 ￥2376 ￥108F341
フェデリコ・グティエレス/コモ・シエンプレ IF 844 ￥2592 ￥324F342
フェデリコ・ミランダ/バウラ・プロジェクト BP 0001 ￥2484 ￥108F343
フェデリコ・ナタン・トリオ/ハゲル PA 67152 ￥2160 ￥1080F344
フェデリコ・シクスニス　エンサンブレ・ロホ/マット PAI 3240 ￥2052 ￥1620F345
フェデリコ・シクスニス・エンサンブレ・ロホ/マット　2 IND FS805903 ￥1944 ￥1080F346
フェルナンド・アラルコン/アモール・デ・エストレージャス FA 3853 ￥2376 ￥108F347
フェルナンド・バサンタ・フィン/デ・イダス・イ・ブエルタス
（往復）

FD 013 ￥2376 ￥324F348
フェルナンド・カブレラ/432 AQ 543 ￥2484 ￥1620F349
フェルナンド・カブレラ/マテオとダルナウチャンスを歌う AYUI 410 ￥2160 ￥1080F350
フェルナンド・カブレラ/イントロ（(DVD+BOOK) AYUI AL001 ￥2700 ￥1080F351
フェルナンド・カブレラ/ビバ・ラ・パトリア AYUI 391 ￥2268 ￥1080F352
フェルナンド・ゴイコエチェア/オリヘネス（起源） AYUI AE328 ￥2160 ￥324F353
フェルナンド・ゴイン/レジェンダ AQ465 ￥2268 ￥1080F354
フェルナンド・レルマン/トゥージョ・ミーオ・ヌエストロ PAI 3267 ￥2160 ￥1080F355
フェルナンド・サマレア/ファン LAL 029 ￥2592 ￥540F356
フェルナンド・サントゥージョ/近未来のカンシオネス AGADU 52572 ￥2160 ￥540F357
フィラルモニカ・デ・モンテビデオ/ヌエストロス OFM 004 ￥2808 ￥108F358
フィト・パエス/カンシオネス・パラ・アリエンス SN 799506 ￥2160 ￥1296F359
フィト・パエス/クロニカ EM 796623 ￥1836 ￥1296F360
フィト・パエス/エル・アモール・デスプエス・デル・アモー
ル～20年

SN 8876541178 ￥3672 ￥1944F361
フィト・パエス/ラ・シウダー・リベラーダ SONY 5805982 ￥2592 ￥1944F362
フィト・パエス/ノー・セー・シー・エス・バイレス・オ・マド
リー

SN 739512 ￥2160 ￥1296F363
フィト・パエス/ロック・アンド・ロール・レボリューション RC 5012862 ￥2484 ￥1080F364
フラビア・マルティネス/ロケ・マルティネスに歌う IND FLAVIA001 ￥2376 ￥540F365
フロール・ボバディージャ、イグナシオ・アミル/シプセラ INDFB001 ￥2592 ￥1620F366
フロール・フランケル/エスピラル IND FLOF2017 ￥2376 ￥1663F367
フローラ・フレテ/エンクエントロス IND FF2017 ￥2160 ￥1296F368
フロレンシア・ベルナレス/ルート9 EP 117902 ￥2376 ￥540F369
フロレンシア・スアレス/チカ・ビオレタ CNR 354 ￥2376 ￥324F370
フォルムラ3000/ディメ EP 049302 ￥2592 ￥324F371
フランチェスカ・アンカローラ/ロンケン～ビクトル・ハラ・ト
リビュート

SHCD 033 ￥2592 ￥1296F372
フランシスコ・ボチャトン/ラ・トランキリダ AR 1113 ￥2592 ￥540F373
フランシスコ・ファットルーソ/ミュージック・アドベンチャー AYUI 393 ￥2268 ￥1080F374
フラニイ・グラス/プラネス SA 60492 ￥2916 ￥1080F375
フレディー・アルガナラス/オブラ・デル・アモール UP 382 ￥2484 ￥540F376
フレディ・パエス/国家と踊り UP 334 ￥2592 ￥108F377
フーガタンゴ/シン・トレグア PA 34972 ￥2160 ￥1080F378
フシオン/ア・トゥ・コラソン COLIBRI 018 ￥2052 ￥540F379
フシオン・アウストラル/ビエネ・デル・アンダール IND FA2018 ￥2052 ￥1620F380
ガス/エレクトリフォニコ AGADU 67702 ￥2160 ￥1296F381
ガボ・フェーロ/ラ・プリメーラ・ノチェ・デ・ファンタスマ GABO002 ￥2592 ￥1080F382
ガブリエル・カランブラ/カランブラ WEA 063019312 ￥2916 ￥324F383
ガブリエル・ココマローラ/エン・ティエンポ・デ・チャマメ IND GCC 001 ￥2160 ￥1296F384
ガブリエル・バルベルデ・イ・ガボ・フェロ/エセ・グリート・
エス・トダビア・ウン・グリート・デ・アモール

UNITREFON 21 ￥3024 ￥2160F385
ガブリエラ・ベルナスコーニ/マス・アカー・デル・ティエンポ IND GB001 ￥2268 ￥1296F386
ガブリエルラ・トーレス/炎の輪 B 74321532062 ￥2916 ￥540F387
ガブリエラ・トーレス/ニングン・ルガール（何処でもない） IND GT001 ￥2376 ￥540F388
ガブリエラ・トーレス/そう遠くもなく EP 079502 ￥2592 ￥324F389
ガブリエルラ・トーレス/天もなく栄光もなく OJO 2871 ￥2484 ￥324F390
ガビ・アメンドーラ/フィクスフォルタレーサ CDMPV 1253 ￥2592 ￥1620F391
ガビ・コムテ/ウン・ロサリオ CLUB 066 ￥2160 ￥1620F392

ガビ・エチェバリア/パラ・ピンタールテ IND GAE001 ￥2160 ￥864F393
ガエターノ・カイ・ガリフィ/アマゾン～ギターの詩 ML CDM179 ￥2376 ￥324F394
ガレアン/テヒエンド・ラ・マレア IND GAL2016 ￥2160 ￥1944F395
ガジョ＝メンデス＝ピラール/ヘネアロヒア SHCD 048 ￥2484 ￥1080F396
ガストン・アバロス/ぼくを旅立たせて UP 320 ￥2376 ￥324F397
ガストン・ロドリゲス/エサ・コストゥンブレ・デ・インシス
ティール

AYUI 409 ￥2160 ￥1080F398
ガト・バルビエーリ/ニューヨーク・ミーティング CDMPV 5187 ￥2376 ￥1080F399
ガト・オッセス/パタゴニア、ADN EP 1338-02 ￥2376 ￥540F400
ジョルジーナ・ハッサン/マドレセルバ IND GH2018 ￥2484 ￥1620F401
ヘペ/アウディオビシオン CNR 29146 ￥2376 ￥540F402
ヘラルド・バウティスタ/調和の中に UP 942 ￥2592 ￥324F403
ヘラルド・マッシ・ファルー/歌の記憶 AQ 350 ￥2376 ￥864F404
ヘルマン・ベラスコ/サックスソウル COLIBRI 038 ￥2052 ￥108F405
ヒアン・フランコ・パグリアーノ/エル・イタリアーノ DB 51395 ￥2484 ￥540F406
グレン・ミラー/ザ・プラティナ・コレクション RGS 16552 ￥2160 ￥108F407
ゴンサ・サンチェス/マルマス IND GS2014 ￥2268 ￥1944F408
ゴンサロ・アローラス/12 CDM 188 ￥1944 ￥1080F409
ゴンサロ・グラビナ/シタローサ・パラ・ピアノ PA 44802 ￥2052 ￥1080F410
グラシエラ・ヒメネス/エル・コロール・デル・ティエンポ CLUB 087 ￥2484 ￥1739F411
グルーポ・アルコ・イリス/わたしたちはアメリカ人 EP 00511 ￥2376 ￥540F412
グルーポ・ヘネラシオン/セレナータ GP 009 ￥2376 ￥108F413
グルーポ・パチャママ/歩み（パソス） IF 351 ￥2592 ￥540F414
グルーポ・センティーレス/感じるだけ DB 51411 ￥2484 ￥324F415
グルーポ・ボカル・ノルテ/メンサヘ UP 309 ￥2592 ￥324F416
グアコ/グアコ・ザ・ベスト MUSAS 7006 ￥2500 ￥1620F417
グアルダ・ラ・トスカ/エン・ラ・ナダ STM 067 ￥2592 ￥108F418
グッチ・イ・ス・バンダ・アセシーノス・デル・サボール/ハド
ウケン！

MMG 62922 ￥2052 ￥540F419
ギレェルミ・ヂ・アレンカール・ピント/ラゾネス・ロカス　ウ
ルグアイ音楽におけるエドゥアルド・マテオの軌跡

PA 75500 ￥4536 ￥3240F420
ギジェルミーナ・ベッカル・バレーラ/春のラパーチョス DP 222556 ￥2916 ￥540F421
ギジェルモ・クレイン・キンテット FEAT リリアナ・エレーロ/
ヴィレッジ・ヴァンガード・ライヴ

S 5031812 ￥2916 ￥1620F422
ギジョ・エスペル/マテ茶の葉 EP 1308-02 ￥2592 ￥864F423
ギジョ・エスペル・クアルテート/ア・オトロ・ルガール（他の
場所に）

EP 1307-02 ￥2592 ￥864F424
ギージョ・エスペル・クアルテート/ギージョ・エスペル・クア
ルテート

LP 103 ￥2808 ￥864F425
グオ・チェン/エル・エンサンブレ・デ・フォ IND GUO001 ￥2160 ￥864F426
グスタボ・セラティ/11エピソディオス・シンフォニコス BM 91487 ￥1836 ￥1296F427
グスタボ・セラティ/アイー・バモス SN 681644 ￥2160 ￥1296F428
グスタボ・セラッティ/さあ、行こう（DVD+CD） SB 8869709574 ￥4104 ￥2700F429
グスターボ・セラティ/ボカナーダ B 74321688432 ￥2160 ￥1080F430
グスタボ・セラティ/カンシオネス・エレヒードス(2CD) BM 665388 ￥3456 ￥2700F431
グスタボ・セラティ/フエルサ・ナトゥラル SN 756779 ￥1836 ￥1296F432
グスタボ・セラティ/インフィニート(CD&DVD) SONY39626 ￥3780 ￥2160F433
グスタボ・セラティ/レベルシオネス / シエンプレ・エス・オイ
(2CD)

BM 657147 ￥3240 ￥2592F434
グスタボ・セラティ/シエンプレ・エス・オイ BM 98551 ￥1836 ￥1296F435
グスタボ・セラティ / ダニエル・メレーロ/コローレス・サント
ス

SN 738033 ￥1836 ￥1296F436
グスタボ・ゴールドマン/ラ・プラタ河のアフロ文化・社会 PA 780552 ￥4536 ￥3024F437
グスタボ・ゴールドマン/ルカンバ　タンゴにおけるアフリカの
遺産

PA 780545 ￥4536 ￥1080F438
グスタボ・ジョーンズ/僕の影 IND GJ001 ￥2592 ￥108F439
グスタボ・リパ/マス・カルマ AGADU53132 ￥2106 ￥1080F440
グスタボ・サンタオラージャ/カミーノ SONY 060732 ￥2700 ￥1080F441
グスタボ・サンタオラージャ/ラコント SONY 5451352 ￥2916 ￥1944F442
グト・ピレス/ソル・ナ・マンシ OCA 003 ￥2484 ￥108F443
ハ・ドゥオ（ウーゴ・ファットルーソ、アルバナ・バロカス）/
カンシオネス・イ・アエレオス

MMG 64492 ￥2592 ￥1296F444
エクトル ・ガグリアルディ/20 ベスト・ヒット曲集 MI 2-478966 ￥2916 ￥108F445
エラード・インフィニート/カンシオネス・ディスペルサス IND HI2017 ￥2160 ￥1620F446
エルデル・モウティーニョ/シエテ・ファドス OCA 001 ￥2484 ￥108F447
ベリエンサ=グジョト=ゴンサレス/シエロ・デ・サングレ、ビダ
ラス・デ・アモール

AQ 410 ￥2808 ￥1080F448

エルナン・クレスポ・クアルテート/プラットホーム EP 1261-02 ￥2376 ￥540F449
エルナン・クレスポ/プエルトス HC 004 ￥2160 ￥1080F450
エルナン・フィゲロア・レジェス/同じ札 DE 8374012 ￥2484 ￥324F451
エルナン・ハシント/カミーノ CLUB021 ￥2592 ￥2376F452
エルナン・ハシント/ルア (ジャケットに擦れあり) MUSAS 7005 ￥2500 ￥1080F453
エルナン・リオス＆ファクンド・ゲバラ/プレグンタ・イ・プレ
グンタ

IND HRFG002 ￥2160 ￥1080F454
エルナン・リオス＆ファクンド・ゲバラ/カミーノ（道）・ウノ
（１）

IND HRFG001 ￥2592 ￥864F455
エルナン・ビベス/チオルバのための音楽１ HV 001 ￥2376 ￥324F456
ウアスカル･バラーダス＆マラカイボ/カンデーラ（炎） MUSAS 5006 ￥2777 ￥1080F457
ウアイラ・カント/シエンプレ・エスペランドテ UP 920 ￥2592 ￥324F458
ウエジャ・パンパ/忘れないためのフォルクローレ DB 80257 ￥2808 ￥540F459
ウーゴ・ディアス/アンソロジー第５集（1970-1971年） AQ 310 ￥2592 ￥1296F460
ウーゴ・ファットルーソ/イン・コンサート（CD+DVD） PELO 136202 ￥2592 ￥1620F461
ウーゴ・ファットルーソ/ウーゴ・ファトルーソ・イ・バリオ・
オーパ

UNCD 015 ￥2268 ￥1944F462
ウーゴ・ファトルーソ/ピアノ・フォーエバー・エン・ビボ・エ
ン・アルヘンティーナ

SONY 88875 ￥2484 ￥2160F463
ウーゴ・ファットルーソ、Lマスリア/モンテビデオ・アンビグ
オ

MMG 64502 ￥2160 ￥1080F464
ウーゴ・ロマーニ/わたしに話して CP 9005 ￥3240 ￥108F465
ウゴ・トーレス/アルテサーノ・デ・ラ・ビダ FOGMED 050 ￥2592 ￥540F466
ウーゴ・トーレス/バイラ・バイラリーナ FOGMED 038 ￥2592 ￥540F467
ウーゴ ・トーレス/ポル・リマール・クアルキエル・リマ EP 17031 ￥2376 ￥540F468
イカルマ/イカルマ IND ICA2017 ￥2160 ￥1296F469
イグナシオ・モントージャ・カルロット/セプテート 114 IMC001 ￥2484 ￥1080F470
イリャ・クリャキ・アンド・ザ・バルデラマス/アプラウデン・
エン・ラ・ルナ(CD&DVD)

SONY3079382 ￥3888 ￥2160F471
イリャ・クリャキ&ザ・ベルデラーマス/チャンス SN 5402892 ￥2160 ￥864F472
イリャ・クリャキ・アンド・ザ・バルデラマス/L.H.O.N. SONY 15412 ￥2160 ￥1620F473
イネ・グエメス/コラソン・デ・アルカウシル IND IG2017CD ￥2484 ￥1944F474
イネ・グエメス/コラソン・デ・アルカウシル IND IG2017CDR ￥2484 ￥1944F475
イルペ・タラゴー・ロス/アンヘレス AQ 061 ￥2808 ￥324F476
イルーペ・タラゴー・ロス/天使たち EP 17111 ￥2592 ￥108F477
イサベル・パラ/わたしが誰であるか誰でないかについて WEA 857380955 ￥3024 ￥324F478
イサベル・パラ/ある物語のように WEA 857381397 ￥3024 ￥324F479
イサベル・パラ/絆 WEA 857380954 ￥3024 ￥324F480
イサベル・パラ/運命より強いあなたの意志 WEA 857380956 ￥3024 ￥324F481
イサコ・アビトボル/チャマメのパイオニアたち VOL1 DE 5291042 ￥2376 ￥540F482
イスマエル・グロッスマン/コサス LM101 ￥2300 ￥1080F483
ハイメ・ロース/3　ミジョネス・バンダ・デ・ソニード BIZARRO 50302 ￥2160 ￥1080F484
ハイメ・ロス/カンドンベ・デル・31 BIZARRO 63632 ￥2592 ￥1296F485
ハイメ・ロス/カントール・デ・プエブロ CO 7793832 ￥2160 ￥1296F486
ハイメ・ロス/シネ・メトロポル PM 136228 ￥2160 ￥1296F487
ハイメ・ロス/ソリス劇場ライヴ CO 2484825 ￥2160 ￥1296F488
ハイメ・ロース/エル・プエンテ BIZARRO 66972 ￥2268 ￥1296F489
ハイメ・ロス/エン・ビボ・エン・リオ・デ・ラ・プラタ SLC 723 ￥2700 ￥1620F490
ハイメ・ロース/エスタモス・ロデアドス BIZARRO 66942 ￥2268 ￥1296F491
ハイメ・ロース/マルガリータ BIZARRO 66952 ￥2268 ￥1296F492
ハイメ・ロース/セジャーダス BIZARRO 66962 ￥2268 ￥1296F493
ハイメ・ロス/兄弟よ、俺はおまえに話しているんだ S 7565542 ￥2592 ￥1080F494
ハイメ・ロス/テ・イソ・ビビール EM 4967402 ￥3240 ￥1296F495
ハイロ/恋人たち（ロス・エナモラードス） DB 52168 ￥2592 ￥540F496
ハビエル・ベニーテス/スエニョ・デ・マール（海の夢） UP 951 ￥2592 ￥864F497
ハビエル・ガルシア/スデステ PAI 3286 ￥2160 ￥1620F498
ハビエル・マルドナード/真昼の家庭のミューズ CNR 325 ￥2376 ￥540F499
ハビエル・マロセッティ/オニクス EP 050102 ￥2592 ￥324F500
ハビエル・ナダル・テスタ・セプテート/ミラーダ・プリメーラ IND JAV2017 ￥2592 ￥1944F501
ハビエル・ペニョニョーリ/デサコルデス・エン・ラ・ブルーマ UP 5355 ￥2160 ￥1620F502
ハビエル・ウェイントラウ/フリアス・セイス・ソナタス・パ
ラ・ビオリン OPUS 27 デ・ウジェーヌ・イザイ

AQ 507 ￥2376 ￥1944F503
ヘロニモ・ギラウド/火曜日 EP 113302 ￥2376 ￥864F504
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ヘロニモ・サエル/シャンパンとドゥルセ・デ・レチェ FRNC 113 ￥2160 ￥864F505
ヘロニモ・ベルドゥン/クエント・リブレ IND JEV001 ￥2160 ￥1080F506
ヒメナ・ロペス・チャプリン/プラスチック・アイズ SLC 687 ￥2268 ￥756F507
ホルヘ・アルマーニ・トリオ/アイレ CDM 191 ￥2052 ￥1080F508
ホルヘ・ボナルディ/カンシオネス・デル・オトロ・パイス AYUI AE178 ￥2916 ￥540F509
ホルヘ・カフルネ/ソロ・ロ・メホール・デ・ホルヘ・カフルネ MBB 5283 ￥2376 ￥540F510
レオ・マスリア/貴重な楽譜第5集　レオ・マスリア編曲による
ホルヘ・デ・ラ・ベガ作品集

EP 112402 ￥2484 ￥540F511
ホルヘ・ドレクスレル/サルバビーダス・デ・イエロ WE 577036 ￥2484 ￥1944F512
ホルヘ・ガレミレ/トリーゴ・イ・プラタ（麦と銀） AYUI AE372 ￥2160 ￥108F513
ホルヘ・ へルピ/デスオリエンタード INDJG001 ￥2376 ￥1080F514
ホルヘ・ヘルピ/リベロ IND JG2017 ￥2376 ￥1620F515
ホルヘ・マルツィアーリ/パデントラーノ BM 723086 ￥2592 ￥108F516
ホルヘ・メンデス/分かちあうことの喜び EP 105202 ￥2376 ￥540F517
ホルヘ・ナセル/ドゥオス AQ 247 ￥2592 ￥540F518
ホルヘ・ナバロ/ナバロ コン ポレンテ  IND 1871-2 ￥2268 ￥1620F519
ホルヘ・ロハス/人生は回る ライヴDVD+CD EM 3935182 ￥4104 ￥864F520
ホルヘ・ロハス/私の声と私の血 DB 52118 ￥2592 ￥540F521
ホルヘ・シュレンベルグ/テネモス・ケ・アブラール AYUI AE181 ￥2160 ￥1080F522
ホルヘ・スリゴイ/ソモス MUTIS 0037 ￥2592 ￥108F523
ホルヘ・ビーニャス/生きるために AN 632 ￥3024 ￥108F524
ホセ・アンヘル・トレージェス/カンシオン・パラ・ノソトロス ML CDMPV1087 ￥2592 ￥108F525
ホセ・ボシオ・グルーポ/コサス・ケ・ジャ・アプレンディ IND JBG001 ￥2376 ￥864F526
ホセ・カラバハル/天使たち ORFEO 8594482 ￥3024 ￥540F527
ホセ・セーニャ/プレグンタン・デ・ドンデ・ソイ AQ 541 ￥2376 ￥2052F528
ホセ・ララルデ/コモ・キエン・ミラ・ウナ・エスペーラ DB 51356 ￥2484 ￥324F529
ホセ・マルティネス/第15集～チャマメとの30周年 EP 1258-02 ￥2592 ￥324F530
ホセ・ソバ ＆ バンダ/ビボ（ライヴ盤） PA 67192 ￥2160 ￥1080F531
ホセフィーナ・カスコ・トリオ/マリポサリオ -ムシカス・クリ
サリダス・ナシエンド・アル・アイレ-

IND JCM2017 ￥2268 ￥1296F532
ホショ・ゴンサレス/カウセ IND JG2018 ￥2052 ￥1728F533
フアン・ファルー/ロ・メホール・デ・フアン・ファルー EPSA 111702 ￥2160 ￥1836F534
フアン・アルフレド・エル・チニート/ポコ・ア・ポキート UP 5133 ￥2052 ￥540F535
フアン・バジョン/ビダス・シンプレス EE 18078 ￥2268 ￥1588F536
フアン・カンポドニコ/カンポ＝バホフォンド DBN 52196 ￥2268 ￥540F537
フアン・カンシオ・バレット/ビベンシアス GP 021 ￥2592 ￥108F538
フアン・カルロス・バグリエット/誰ぞ知る...（サベ・キエ
ン...）

UN 1717559 ￥3024 ￥540F539
フアン・カルロス・カセーレス/スダーカス CNR 21603 ￥2808 ￥864F540
フアン・クルス/道 UP 364 ￥2592 ￥108F541
フアン・クルス・デ・ウルキサ/コンビベンシア CD 283191 ￥2484 ￥1296F542
フアン・クルス・デ・ウルキサ/レンテス CLUB 079 ￥2052 ￥1620F543
フアン・デ・ロス・サントス・アモーレス/ダンサス・アルヘン
ティーナス

MM GK28510 ￥2376 ￥540F544
フアン・ファルー & マルセロ・モギレフスキー/アジェール・エ
ス・シエンプレ (エン・ビボ)

SN 536797 ￥2376 ￥1620F545
フアン・イスキエルド・グルーポ/フアン・イスキエルド・グ
ルーポ

IND JIG2017 ￥2484 ￥1296F546
フアン・ホセ・ギラルデス/マルティン・フィエロ COMPACT AR ￥14040 ￥1080F547
フアン・ルカンジオーリ/ディスフラーセス EP 075102 ￥2592 ￥324F548
フアン・マンシーニ/オメナヘアンド・ア・アルグノス・リブロ
ス

IND JMQ001 ￥2160 ￥1080F549
フアン・パブロ・ラソ/バロ・イ・ルナ（土と月） IND JPL001 ￥2052 ￥540F550
フアン・トーレス・フェルナンデス/トラフィコ KUAI043 ￥2160 ￥1620F551
フアン・ビダル/ドンデ・メ・ジェベ・エル・ビエント IND JV 001 ￥3024 ￥1080F552
フアナ・ラ・ロカ/ビーダ・モデロ RC 7432149485 ￥3240 ￥324F553
フアニ・メンデス/オトラ・パルテ・デル・トード JIM 002 ￥2484 ￥1296F554
フアニート・エル・カントール/エル・スエーニョ・デ・ラス・
バジェーナス

IND JC 001 ￥3456 ￥1080F555
フアンホ・ドミンゲス/インテルプレタ・ア・ビートルズ DBN 52371 ￥2160 ￥1620F556
フアンホ・ドミンゲス/フアンホ・インテルプレタ・ア・シタ
ローサ

DB 234626 ￥2376 ￥864F557
フアンホ・ドミンゲス&ラウル・バルボーサ/パハロ・チョギ EP 17441 ￥2592 ￥864F558
フエ・マンディンガ！/ルアンダ FD 014 ￥2376 ￥324F559
フリア・センコ/ミ・リベルター ALFIZ 3009642 ￥2376 ￥1080F560

フリアン・アモス・ガンクベルグ/イレブン IND JAG2017 ￥2376 ￥1944F561
フアン・ポリート/ビエホ・ヌエボ・ムンド（古く新しき世界） STM 074 ￥2376 ￥864F562
フリアン・ソラルス・グルーポ/ラ・パラブラ・ノ・ディチャ CLUB 076 ￥2052 ￥1620F563
フリアン・ベネガス/フリアン・ベネガス MPR 56 ￥2376 ￥864F564
フリアン・ベネガス、パブロ・フアレス/ドス・カウセス BRP008 ￥2484 ￥1620F565
フリエタ・ラダ/アフロゼン EP 1437-02 ￥2592 ￥540F566
フリオ・フラデ、マノロ・サンチェス/タンゴカリベ MMG 36502 ￥2052 ￥1080F567
フリオ・ラカーラ/わたしたちは河 BM 72301 ￥3024 ￥108F568
フリオ・ビクトル・ゴンサレス/50　アーニョス・デ・ロス・ス
カラー

MMG 65752 ￥2160 ￥1080F569
パブロ・ロドリゲス・ハウレギ＆フェルナンド・カブサッキ/パ
ブロ・ロドリゲス・ハウレギ＆フェルナンド・カブサッキ

IND KJ001 ￥2808 ￥1080F570
カレーマ/ノマダ (JP) LP K001 ￥4320 ￥3024F571
カパンガ/カパンガストック SB 8869700931 ￥2592 ￥540F572
カシミール・オルケスタ/カシミール IND KO2016 ￥2376 ￥1620F573
カティア・カルデナル/傷ついた蝶 MUSAS 7008 ￥2500 ￥1620F574
カティア・ゲレイロ/アテ・アオ・フィン UAU 004 ￥2592 ￥864F575
カティア・ゲレイロ/ライヴ@ザ・オランピア・パリス (CD
+DVD)

UAU 002 ￥3132 ￥1080F576
ケビン・ヨハンセン+ザ・ナダ/ミス・アメリカス SONY 18992 ￥1944 ￥1080F577
ケビン・ヨハンセン＝ザ・ナダ/ビ CO 5413912 ￥3024 ￥540F578
キコ・ベネノ＝M・ブスカグリア/エル・ピミエント・インドマ
ブレ

LAL 17762 ￥2376 ￥324F579
コキ&パハリン・サアベドラ/クアンド・カント・イ・バイロ AQ419 ￥2700 ￥1080F580
コキンバ/アイー、アモール～男女の戦い LG 2018 ￥2700 ￥324F581
ラ・アカデ/シエンプレ・レーシング EP 17437 ￥2592 ￥108F582
ラ・バーラ・デ・ラ・アラナ/ラ・フィエスタ・チャマ FOGMED 053 ￥2592 ￥108F583
ラ・ボンバ・デ・ティエンポ/ビボ・エン・ブエノスアイレス IND BT001 ￥3780 ￥1620F584
ラ・カレンダ・ビート/ラ・カレンダ・ビート AYUI AE364 ￥2160 ￥540F585
ラ・セサル・パボン・オルケスタ/オルケスタ・デ・アコルデオ
ネス

RGS1848 2 ￥2052 ￥1620F586
ラ・チカーナ/ラ・パンパ・グランデ CH 007 ￥2268 ￥1080F587
ラ・クネータ/カニャンブーコ RWR 0070 ￥1944 ￥1080F588
ラ・デリオ・バルデス/ソニード・スブトロピカル IND LDV2018 ￥2160 ￥1836F589
ラ・ドゥルセ/セー AGADU 40122 ￥2160 ￥540F590
ラ・ファルタ・エンビード/新しい伝統 IF 741 ￥2592 ￥324F591
ラ・インペルティネンテ・セニョリータ・オルケスタ/ボイラ！ IND LISO001 ￥2052 ￥540F592
ラ・ハグア/コン・トーダ・エル・アルマ IND LAJ2018 ￥2500 ￥1620F593
ラ・フリィ＆カルロス・モスカルディーニ/呪われた轍 EP 098002 ￥2592 ￥756F594
ラ・マグニシマ・グロンダ/ラ・マグニシマ・グロンダ INDLM 001 ￥2376 ￥1080F595
ラ・マンサナ・クロマティカ・プロトプラスマティカ/ティティ
ロスコピオ

IND MCP001 ￥2376 ￥540F596
ラ・マキナ・デ・アセール・チャカレーラス/ラ・マキナ・デ・
アセール・チャカレーラス

IND LMHC2017 ￥2484 ￥1296F597
ラ・ネグラ・チャグラ/エスタ・ティエラ・エス・エルモーサ AQ 343 ￥2376 ￥540F598
ラ・ニーニャ・デ・ロス・ペイ/カンテ・フラメンコ FCD 6 ￥2160 ￥540F599
ラ・パルシフォニカ/ラ・テヘドーラ IND LP2017 ￥2592 ￥1944F600
ラ・ポスタ/エスフェラ（球体） IND LP102 ￥3024 ￥540F601
ラ・レンガ/ア・ロス・ミスモス・デ・シエンプレ UN 526034 ￥3456 ￥540F602
ラ・レンガ/ペサードス・ベスティヒオス(SPECIAL BOX) SONY 5053532 ￥5184 ￥2160F603
ラ・タバーレ/アルチボテーカ AYUI AE267 ￥2808 ￥108F604
ラ・トランパ/エル・ミセロ・エスピラル・デル・エンカント BIZARRO 41142 ￥2160 ￥1080F605
ラ・トラスノチャーダ/エル・フィン・デ・ロス・プリンシピオ
ス

MMG 51922 ￥2160 ￥1080F606
ラ・トリブ/ドロレース・デ・リマから SONDOR 81462 ￥2376 ￥540F607
ラ・ベラ・プエルカ/衝動（エル・インプルソ） UN 1726948 ￥2808 ￥540F608
ラ・ベラ・プエルカ/エラセ BIZARRO 52309 ￥2160 ￥1296F609
ラ・ベラ・プエルカ/ウノ・パラ・トドス(CD,DVD) BIZARRO 52280 ￥2700 ￥1080F610
ラ・ジェグロス/ビエネ・デ・ミ ULTRA 109 ￥2268 ￥540F611
ラバノイス＝カレーロ/アントロヒア ORFEO 8214742 ￥2916 ￥324F612
ラルバノイスーカレーロ/アイデンティティ ORFEO 8214412 ￥2916 ￥324F613
ラルバノイス、エミリアーノ、カレーロ、エル・スルド/4　エ
ン・リネア　テアトロ・デ・ベラーノ　ライヴ盤

MMG 50955 ￥2700 ￥1080F614
ラス・リガス・メノーレス/ラス・リガス・メノーレス LAPTRA16 001 ￥3132 ￥864F615
ラス・パチェーコ/太陽の種子 ML CDMSE5090 ￥2592 ￥324F616

ラウラ・アルバラシン/カント・ベルソス BM 72307 ￥2592 ￥1080F617
ラウラ・カノウラ/ラス・コサス・ケ・アプレンディ ORFEO 8594922 ￥3024 ￥864F618
ラウラ・カノウラ/ウン・アモール・デル・ブエノ IND PP0001 ￥2376 ￥540F619
ラウラ・エチェベリーア/ポル・ラ・ウエジャ・デ・ラ・タルデ EP 162102 ￥1944 ￥540F620
ラウタロ・フェルドマン/オラトゥラル IND LAU001 ￥2160 ￥1080F621
レアンドロ・ロバート/感情（エモシオネス） GK 38390 ￥2376 ￥324F622
レアンドロ・マセローニ/シルクロス・アビエルトス EMR 011 ￥2700 ￥2160F623
レアンドロ・サベロン・セステート/セバドール PAI 3201 ￥2376 ￥540F624
レオ・レオボンス/バ LAL 101 ￥2268 ￥540F625
レオ・マスリア/40 アニョス CLUB 083 ￥2268 ￥1944F626
レオ・マスリア/レオ　82　VOL.1 EPSA 094402 ￥2052 ￥1080F627
レオン・ヒエコ/エル・デスエンバルコ EM 941313 ￥2160 ￥1296F628
レオン・ヒエコ/ウン・レオン・デー・メンテ EM 60622822 ￥2376 ￥540F629
レオナルド・ブラーボ/根源の魂 EP 17156 ￥2592 ￥540F630
レオナルド・パストレ/君を思い出しながら～アルフレド・シタ
ローサに捧ぐ

IND LEO001 ￥2376 ￥540F631
レルネル ＆ モギレフスキー/セファラー IND LM2017 ￥2808 ￥1944F632
ル・ミノ/ル・ミノ IND LEM001 ￥2376 ￥1080F633
リヒア・ピーロ/セグン・パサン・ロス・アーニョス CD 7831382 ￥2268 ￥1080F634
リヒア・ピロ/ラヴ SONY 5858952 ￥2484 ￥1620F635
リラ・ダウンズ、ニーニャ・パストリ、ソレダー/ライス RCA 8888 ￥2862 ￥1080F636
リリアン・サバ、パウラ・ショクロン/エンクエントロ PSLS01 ￥2376 ￥1620F637
リリアナ・フェリーペ/マテリア・デ・ペスカード LAL 040 ￥2592 ￥540F638
リリアナ・エレーロ/エステ・ティエンポ SN 7918922 ￥2376 ￥1296F639
リリアナ・エレーロ/私の心と同じように SB 7304182 ￥2592 ￥1620F640
リリアナ・エレーロ/インポシブレ SONY 5320432 ￥2592 ￥1620F641
リリアナ・エレーロ/マルディゴ S 3776032 ￥2376 ￥1296F642
リリアーナ・ビターレ/エル・ベネフィシオ・デ・ラ・ビーダ C3 50050 ￥2916 ￥540F643
リリアナ・ビターレ/ウアナントゥー CD 50089 ￥2160 ￥1512F644
リサンドロ・アリスティムーニョ/ライヴ盤1 VAZ008 ￥2268 ￥1620F645
リサンドロ・アリスティムーニョ/両生類の世界 VA 52190 ￥2376 ￥1296F646
リト・ビターレ/さらば残酷な兄弟よ C3 50074 ￥2592 ￥540F647
リト・ビターレ/赤いネクタイの男 C3 50064 ￥2592 ￥540F648
リト・ビターレ/フンタンド・アルマス C3 50044 ￥2484 ￥540F649
リト・ビターレ/クアライ C3 50037 ￥2808 ￥540F650
リト・ビターレ/ラベリント・シン・レイ C3 50052 ￥3024 ￥540F651
リト・ビターレ・キンテート/たった一つの運命 C3 50062 ￥2592 ￥540F652
リト・ビターレ・トリオ/サングレ・ヌエバ CD 50092 ￥2052 ￥1728F653
リト・ビターレ&イサルアルデ&ゴンサレス/リト・ビターレ&イ
サルアルデ&ゴンサレス

EM 8330752 ￥3456 ￥540F654
リト・ネビア、ルベン・ラダ/ラス・アベントゥーラス・デ・ル
ベン・ラダ＆リト・ネビア

CDMSE 5003 ￥1836 ￥1296F655
リト・ネビア＆ペス/ロダール CDMSE 5213 ￥2484 ￥1620F656
リサ・カスージョ/ベルベボンソ IND LC001 ￥2268 ￥540F657
ロリ・モリーナ/シ・オ・ノ RC 7915442 ￥2376 ￥864F658
ロリ・モリーナ/ルビー LM 105064 ￥2160 ￥1620F659
ロレーナ・アストゥディージョ/エル・クチ・デ・カマラ L.A. 006 ￥2484 ￥1620F660
ロス・クアトロ・デ・コルドバ/コルドバが私を呼んでいる UP 611 ￥2376 ￥864F661
ロス・クアトロ・デ・コルドバ/コルドベセス・イ・バスタ DB 50925 ￥2484 ￥540F662
ロス・４ルンボス/パ・フェステハールロ EP 067802 ￥2592 ￥108F663
ロス・8・デ・モモ/イストリアス・デ・ムルガ BIZARRO 38812 ￥2160 ￥1080F664
ロス・アロンシートス/オリヘン MM GK38278 ￥2592 ￥540F665
ロス・アンヘレス・ネグロス/約束 DE 8374642 ￥2592 ￥324F666
ロス・アロジェーノス/21世紀の風景 EP 17080 ￥2808 ￥540F667
ロス・アウテンティコス/マラキータ EP 15056 ￥2376 ￥324F668
ロス・アウテンティコス・デ・コルドバ第6集/足跡をたどって PH 1017 ￥2376 ￥540F669
ロス・アウテンティコス・デ・コルドバ第８集/バホ・エル・シ
エロ・デ・ラ・ドクタ

PH 1020 ￥2376 ￥864F670
ロス・カフレス/ルナ・パーク（DVD＆CD） DB 51845 ￥4104 ￥1080F671
ロス・カントーレス・デル・バジェ・ペルディード/失われた谷
の歌手たち

ML CDMPV1094 ￥2592 ￥540F672
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ロス・カラバハル＝ベベ・ポンティ/サン・フランシスコ・デ・
アシジ・カンタータ・サンティアゲーニャ

SONY 52729 ￥2160 ￥1080F673
ロス・カラバハル、C&Rカラバハル/エル・カラバハラソ EP 166702 ￥2160 ￥540F674
ロス・カバ・ベンガル/ロマンティコ RC 7432157622 ￥3240 ￥540F675
ロス・チャンゴス・デル・ベルメホ/パ・ノ・ペルデール IF 922 ￥2376 ￥324F676
ロス・チチェ・バジェナートス/18曲オリジナルヒット集 CNR 27757 ￥2376 ￥540F677
ロス・デル・コンララ/我々の歌 UP 378 ￥2592 ￥540F678
ロス・エナニートス・ベルデス/トラクシオン・アクースティカ PY 5395662 ￥3240 ￥540F679
ロス・エステラーレス/エクストラーニョ・ルガール B 7432152502 ￥3456 ￥108F680
ロス・ファブロャX・カディリャクス/ブエノスアイレス・ライ
ヴ

SN 2-470489 ￥3456 ￥864F681
ロス・ファブロソス・カディジャクス/ラ・サルバシオン・デ・
ソロ・イ・フアン

COL 5315042 ￥2160 ￥1080F682
ロス・ファブロャX・カディリャクス/ャ|ーデ・カラック SN 2-461762 ￥3240 ￥864F683
ロス・フェルナンドス/オマージュ VAIVEN 421059 ￥2808 ￥324F684
ラ・ガルシアレーナ/ティエンポス・デ・エスキーナ IND 1469 ￥2592 ￥1080F685
ロス・ガトス/2007年 再結成ライヴ CDPR 007 ￥2592 ￥324F686
ロス・エルマノス・バリオス/50周年～モデストに捧ぐ SB 7626092 ￥2592 ￥540F687
ロス・エルマーノス・バーリオス/リンコン・ソニャード EP 038002 ￥2592 ￥540F688
ロス・エルマノス・ブラガン/マジョール・イ・メノール IND LHB 001 ￥2700 ￥1080F689
ロス・エルマーノス・ブストス/アントロヒーア・ノルテーニャ CNR 27766 ￥2592 ￥540F690
ロス・エルマーノス・ブタカ/人生にはなり得ない AQ 362 ￥2268 ￥540F691
ロス・ウアイラ/泥のコード DB 52126 ￥2592 ￥540F692
ロス・ハイバス/再会の三部作 CO 2-476173 ￥3240 ￥540F693
ロス・ハジータス/ソイ・ラティノアメリカ EP 166602 ￥2160 ￥540F694
ロス・カルカス/35周年 PHONOX 1005 ￥2592 ￥864F695
ロス・カルカス/35周年 PH 1005/1 ￥2700 ￥1296F696
ロス・ヌニェス＆ルイス・ギナス/チャマメ LAL 097 ￥2592 ￥540F697
ロス・オブレーロス/バモス UP 938 ￥2592 ￥108F698
ロス・オリマレーニョス/カンシオネス・シウダーダナス BIZARRO 35722 ￥2052 ￥1080F699
ロス・オリマレーニョス/ドンデ・アルデ・エル・フエゴ・ヌエ
ストロ

BIZARRO 35432 ￥2052 ￥1080F700
ロス・オリマレーニョス/エスタディオ・センテナリオ BIZARRO 36832 ￥2052 ￥1080F701
ロス・パンチョス/ベスト20曲集 LM  605457 ￥1944 ￥864F702
ロス・パンチョス/オリジナル・ミュージック・ファクトリー・
コレクション

ES 03209 ￥1944 ￥864F703
ロス・ペレグリーノス/ソモス IF 735 ￥2592 ￥540F704
ロス・ピオーホス/ヴェルデ・パイサーヘ DB 51787 ￥2592 ￥324F705
ロス・シェイカース/ドス・ポル・ウノ　VOL.1(2CD) EM 91707628 ￥1944 ￥1296F706
ロス・シェイカース/セリエ・デ・オロ　グランデス・エクシト
ス

EM 57694124 ￥1944 ￥1296F707
ロス・シェイカース/シェイカース・フォー・ユー EM 38912927 ￥1944 ￥1296F708
ロス・ソニャドーレス/セギール・ソニャンド UP 919 ￥2592 ￥540F709
ロス・テキス/私を解き放て、カーニバルよ（フフイ野外ライ
ヴ）

SN 7550172 ￥2376 ￥864F710
ロス・トロバドーレス・デ・マイリン/デ・プーロ・グスト CDFOG 087 ￥2592 ￥324F711
ロス・トロバドーレス+トロペーロス/出会い PE 8525682 ￥2592 ￥324F712
ロス・トゥク・トゥクと友たち/ロス・トゥク・トゥクと友たち MM TK28148 ￥2484 ￥540F713
ロス・ビシタンテス/エスピリタンゴ DB 51270 ￥2700 ￥108F714
ルーカス・マルティ/テルセール・イ・ウルティモ・アクト・
デ・ノシオン・エン・ラ・オレハ・ネグラ

LAL 102 ￥2376 ￥540F715
ルカス・マルティ/エル・イホ・プリンシパル LAL 103 ￥2700 ￥1080F716
ルカス・マルティ/エル・グラン・デスコノシード・ポプラール RGS 17892 ￥1944 ￥540F717
ルーカス・モンソン/ノクタンブロ RGS 18062 ￥2376 ￥1080F718
ルカス・モンソン
/フランコ

LAL 126 ￥2376 ￥1663F719
ルチョ・グエデス/明日は誰も覚えていない EP 1321-02 ￥2592 ￥864F720
ルチョ・ゲデス/ソイ・ウナ・タラーダ（2CD) IND LG001 ￥2700 ￥1296F721
ルシア・セレサニ/ミサ・スレラ DB 52138 ￥2376 ￥540F722
ルシア・ガッティ、レオ・マスリア/カンタノタス PA48502 ￥2700 ￥1080F723
ルシア・プリード＝フェルナンド・タレス＆ラ・ラサ/ソング
ブック２（祈り）

BAU LF001 ￥2592 ￥540F724
ルシアーナ・ジュリ/私のルーツに花開いた歌 FF 065 ￥2376 ￥864F725
ルシアナ・ジュリ/エン・デスメスーラ AQ 401 ￥2376 ￥1620F726
ルシアナ・ジュリ/ラ・マドルガーダ AQ 447 ￥2592 ￥1620F727
ルシアーノ・ペレイラ/ルシアーノ EM 8641920 ￥2808 ￥324F728

ルシアノ・ペレイラ/トゥ・マノ UN 4741094 ￥2376 ￥1944F729
ルシラ・ピベッタ/ロ・ヌエボ、ロ・ビエホ、ロ・アスール・
イ・ロ・プレスタード

IND LUPI2017 ￥2592 ￥1620F730
ルシオ・バルドゥイニ/エル・ボスケ・ブリジャンテ CLUB 063 ￥2160 ￥1080F731
ルシオ・マンテル/ミニアトゥーラ（模型） IND 329535 ￥2376 ￥864F732
ルシオ・マンテル/ウナス・オラス AQ 375 ￥2160 ￥864F733
ルイス・アルベルト・スピネッタ/ア・18・デル・ソル(LP) SONY 90391 ￥4536 ￥3240F734
ルイス・アルベルト・スピネッタ/エクサクタス SN 51401 ￥1512 ￥1080F735
ルイス・アルベルト・スピネッタ/カミカゼ(CD) B 74321331162 ￥2052 ￥1620F736
ルイス・アルベルト・スピネッタ/カミカセ(LP盤） SONY 090518 ￥4644 ￥3240F737
ルイス・アルベルト・スピネッタ/オブラス・エン・ビボ UN 0156542 ￥1512 ￥1080F738
ルイス・アルベルト・スピネッタ/プリベー UN 9800214 ￥1512 ￥1080F739
ルイス・アルベルト・スピネッタ/シ・オ・シ・ディアリオ・デ
ル・ロック・アルヘンティーノ

SONY 7323572 ￥1512 ￥1080F740
スピネッタ/シルヴァー・ソルゴ SN 14043 ￥1512 ￥1080F741
ルイス・アルベルト・スピネッタ/スピネッタ・ロス・アミーゴ
(LP盤）

SONY 791015 ￥4536 ￥3240F742
ルイス・アルベルト・スピネッタ/スピネタランディア RC 7432118714 ￥1512 ￥1296F743
ルイス・アルベルト・スピネッタ・イ・ロス・アミーゴス・デ
ル・デシエルト/サン・クリストフォロ

CO 2-484869 ￥1728 ￥1296F744
ルイス・バルビエロ/ムシカ・アルヘンティーナ・デ・カマラ SHCD61 ￥1944 ￥1296F745
ルイス・カロ/マレス IND LC2016 ￥2700 ￥1620F746
ルイス・ディ・マッテオ/アイスバーグ PA 47392 ￥2160 ￥1080F747
ルイス・ディ・マッテオ/レフンテ PA 36442 ￥2160 ￥1080F748
ルイス・ガルデイ/センティミエントス EGREM 0628 ￥2052 ￥324F749
ルイス・ランドリスシーナ/ユーモアのチャンピオン PY 5330392 ￥2700 ￥540F750
ルイス・ナクト/現在（エル・プレセンテ） BAU 1164 ￥2592 ￥540F751
ルイス・ナクト/ラ・オラ・イネザクタ CLUB 091 ￥2484 ￥1739F752
ルイス・シルバ/サバンナ SONO 11020041 ￥2376 ￥540F753
ルイス・トロチョン/グラバシオネス・ソリスタス　1979-1985 AYUI 414 ￥2160 ￥1080F754
ルナ・フヘーニャ/コローレス・デル・カルナバル UP 944 ￥2592 ￥324F755
ルナ・スレーニャ/君はいる IF 795 ￥2376 ￥540F756
ルス・アンヘラ/ライト PANAMA LA001 ￥2592 ￥864F757
ルス・マベル/わたしの行く道 GP 012 ￥2376 ￥108F758
エル・ワイ・エル/イグアルダド IND LYL2018 ￥2052 ￥1620F759
マラフンタ・トリオ/ダール PA60942 ￥1890 ￥1080F760
マノロ・フアレス/アントロヒア(2 CD） AQ444 ￥3132 ￥1080F761
マノロ・フアレス・クアルテート/マノロ・フアレス・クアル
テート

UNTREFON 10 ￥2376 ￥864F762
マヌ・シハ/チャンゴ・ソロ HS MS2017 ￥2592 ￥1944F763
マヌ・シハ/トリオ・エン・ビボ INDMS 001 ￥2052 ￥1080F764
マヌエル・ペティッ/ここに居させて HAM 0013 ￥2916 ￥54F765
マプレ・アスール/イルミヌード GS 120182 ￥2592 ￥324F766
マルセロ・デジャメア/カジェ・11 DB 52132 ￥2160 ￥540F767
マルセロ・モギレブスキー/ブエイ・ソロ～カフェ・ビニーロ・
ライヴ

CV MM1013 ￥2808 ￥1296F768
マルセロ・ペレア/ピアノ・サンティゲーニョ EP 17129 ￥2592 ￥324F769
マルセロ・ペテッタ&ガストン・ボッサーノ/カミナータ BAR CD 172 ￥2700 ￥1944F770
マルセロ・サン・フアン/夢のアクセル QUIMERA 2311 ￥2592 ￥540F771
マルセロ・トーレス、パブロ・ラ・ポルタ/アトモ EF 1001 ￥2268 ￥540F772
マルコ・サンギネッティ/９ ER 019 ￥2268 ￥1620F773
マルコス・カベサス/1200メトロス PAI 3284 ￥2376 ￥1296F774
マルコス・オファレル/エスティロ・ガウチョ IND MOF2018 ￥2052 ￥1728F775
マリア・アムチャステギ/鏡の道 CNR 21613 ￥2808 ￥324F776
マリア・エレーナ・ワルシュ/大人たちのためのカンシオン CO 2-493863 ￥2376 ￥864F777
マリア・エレーナ・ワルシュ/みんなでマリア・エレーナと歌お
う

CO 7140842 ￥2592 ￥864F778
マリア・エステル・グスマン/スペインの街角 OFS 1010-97 ￥2484 ￥324F779
マリア・ラウラ・カバジェロ/デスデ・ラ・ミスマ・ウエジャ EP 162002 ￥2052 ￥540F780
マリア・マルタ・セラ・リマ/クラリン紙コレクション 18 CLARIN MMSL ￥2916 ￥864F781
マリア・ロルダン/デ・アグア・ドゥルセ IND MR001 ￥2376 ￥1080F782
マリア・テレーサ・シビルス/アブリガンド AQ 299 ￥2592 ￥108F783
マリアン・ファリアス・ゴメス/タンゴ AQ 469 ￥2376 ￥2160F784

マリアナ・アシネリ/二つの岸 IND MADO001 ￥2484 ￥108F785
マリアナ・バラフ/¡チュロ！ SONY 921829 ￥2160 ￥1080F786
マリアナ・バラフ/サングレ・ブエナ FD 033 ￥2376 ￥1296F787
マリアナ・バラフ＆フェルナンド・バリエントス/クチ・ビオ
レータ

SONY 5810832 ￥2484 ￥1620F788
マリアナ・ビアンチーニ/マトリョーシカ MABI 2018 ￥2268 ￥1620F789
マリアナ・ケッセルマン/ミニマレス CLUB042 ￥2160 ￥1080F790
マリアナ・マセット/エラ・エ・オ・マール BM 2016 ￥2376 ￥1080F791
マリアナ・マセット/ヌエストラ・ボス・ティエネ・クエルポ/ア
ブロ

BM MM2018 ￥3240 ￥2700F792
マリアナ・ペレイロ/デスカルサ IND MP001 ￥2376 ￥1080F793
マリアネラ/幸せの小箱 DP 001 ￥2592 ￥540F794
マリアーノ・クラビッホ/クラビッホ MAMCD 176 ￥2484 ￥540F795
マリアーノ・オテロ/ウンブラル・デ・ミ RC 88262 ￥2376 ￥1080F796
マリケナ・モンティ/自由 TROVA 6050 ￥2592 ￥108F797
マリリー・マチャード/キメーラ M MACHADO ￥2484 ￥540F798
マリーナ・ルッピ/インスタンテ EP 152002 ￥2160 ￥540F799
マリナ・サルバテリ/カスアル UP 5138 ￥2160 ￥540F800
マリオ・アルベス・キローガ/苦しみと喜び CR MD 7-10 ￥2916 ￥324F801
マリオ・アルバレス・キロガ/シエンプレ・アイ・オトロカミノ EP 1290-02 ￥2376 ￥324F802
マリオ・ボフィル/ドゥエンデス・プエブレロス MM GK38287 ￥2592 ￥108F803
マリオ・ボフィル/ウメダル MM GK38323 ￥2592 ￥108F804
マイロ・クラベル/私たちは EP 16030 ￥2592 ￥540F805
マリオ・ミジャン・メディーナ/ミ・ポンチージョ EM 8374982 ￥2376 ￥324F806
マリオ・ニエバ/美しさは罪ではない IND MN2017 ￥1944 ￥1620F807
マルティン・ブルン/クリオージョ VAZ 003 ￥2268 ￥540F808
マルティン・ブスカグリア/ジェベンレ ORFEO 49192 ￥2160 ￥1080F809
マルティン・ブスカグリア/ソモス・リブレス LAL 106 ￥2376 ￥1080F810
マルティン・ブスカグリア・イ・スス・ボチャマケルス/エン・
ディレクト・エン・モンテビデオ

AGADU 44055 ￥2160 ￥1080F811
マルティン・ロペス・グランデ・グルーポ/マニフィエスト PAI 3205 ￥2592 ￥1620F812
マルティン・ネグロ/フィエブレ・マジョルキーナ IND 282880 ￥2052 ￥324F813
マルティン・ネリ/マトリス・デル・アグア SHCD058 ￥2160 ￥1620F814
マルティン・オリバ/オリバレス RC 7824402 ￥2376 ￥540F815
マルティン・パエス・デ・ラ・トーレ/トビアーノ IND MPT2018 ￥2376 ￥2052F816
マルティン・パプーチョ・フネス/タル・コモ・ディホミマドレ UP 914 ￥2592 ￥108F817
マルティン・パス/ミ・レスプランドール FOGMED 551 ￥2592 ￥108F818
マルティン・ロビオ/エル・ミスモ・リオ RR 986 ￥2700 ￥1080F819
マルティン・ロビオ/パレシア EP 144802 ￥2376 ￥864F820
マルティン・ソーサ/ロ・メホール・デ・カダ・カサ SHCD 046 ￥2484 ￥1080F821
マルティーナ・ガデア/ボルベ・ア・フガール AGADU 52092 ￥2160 ￥1080F822
マタンバ&V・タベルナ/マス・アジャ・デ・ラス・ディスタン
シア

UP 305 ￥2592 ￥108F823
マテオ・モレーノ/メレディアーノ(CD&DVD) SLC 729 ￥3780 ￥3024F824
マテオ・ビジャルバ/ンバラカ EP 007202 ￥2592 ￥324F825
マティアス・ダバンキ・クアルテート/エル・グリート IND MDC2015 ￥2160 ￥1944F826
マティアス・ロペス/アペニタス・ソイ・カントール MM GK38292 ￥2592 ￥108F827
マティアス・マルシパル＝マウリシオ・ベルナル/パラシオス～
からモイセスビレへ

IND MMMB001 ￥2160 ￥1080F828
マティアス・マルティーノ/ムシカ・アルヘンティーノ・エン・
ビボ

AQ 430 ￥2808 ￥1080F829
マティアス・モルマンディ/ポンペジャ SHCD59 ￥1944 ￥1080F830
マティーセス/アイデンティティ EP 043802 ￥2592 ￥108F831
マウリシオ・ダウィッド/ソノラ KUAI MD001 ￥2376 ￥1296F832
マウリシオ・ロセンコフ/デスデ・ラ・ベンタナ MMG 32792 ￥2052 ￥1080F833
マウロ・プランディーニ/プランディーニス EP 146502 ￥2160 ￥864F834
マウロ・ラモス/ラ・ルエダ・マヒカ BARCD 181 ￥2592 ￥1296F835
マビ・ディアス＆ラス・フォルキーズ/ソンコイ AQ 291 ￥2376 ￥540F836
マキシ・キルシュネル/ディスポシティーボ BARCD 188 ￥2160 ￥1620F837
マキシモ・ロドリゲス・セステート/わたしたちの時間 PAI 3151 ￥2376 ￥864F838
マジョラレス/レトラ・ポル・レトラ MM GK38272 ￥2592 ￥324F839
メラニア・ペレス/理解の花 BM 72061 ￥2484 ￥540F840

5Folklore CCLLIIBBLLDDGG@@����EEMMKK;;9922IIFFAAMMHHCCLLIIBBLL55??77��

66::88332200((////..  ����++&&//)),,&&��''--��**..



##!!%%""$$!!
EMK�	3��JDG

セール No. アーティスト／タイトル 商品コード 定価 セール価格 セール No. アーティスト／タイトル 商品コード 定価 セール価格 セール No. アーティスト／タイトル 商品コード 定価 セール価格

������������������  ����������������NN������  ����==;;������NN����������11����������<<����<<44��>>;;99OO

メリーナ・モギレフスキー/ムダール MEM0 002 ￥2484 ￥1620F841
メルセデス・ソーサ/86 UN 2742691 ￥2376 ￥1296F842
メルセデス・メーサ/目覚めの時 PY 5589482 ￥3240 ￥1296F843
メルセデス・ソーサ/カントーラ（歌い手） １ RC 7514912 ￥2592 ￥1080F844
メルセデス・ソーサ/カントーラ（歌い手）２ RC 7533642 ￥2592 ￥1080F845
メルセデス・ソーサ/カントーラ、親愛なる旅 DVD RC568419 ￥3780 ￥2160F846
メルセデス・メーサ/コモ・ウン・パハロ・リブレ PY 2742689 ￥2592 ￥1296F847
メルセデス・ソーサ/コン・トドスみんなと共に UN 2727217 ￥3024 ￥1080F848
メルセデス・ソーサ/ヨーロッパライヴ盤 PY 2742692 ￥2592 ￥1296F849
メルセデス・ソーサ/ドキュメンタリー映画:ラテンアメリカの声 XDM 0019 ￥3780 ￥1620F850
メルセデス・ソーサ/ミサ・クリオージャ UN 2742730 ￥1998 ￥1296F851
メルセデス・ソーサ/レシタル PY 8146942 ￥2160 ￥1296F852
メルセデス・ソーサ/トライゴ・ウン・プエブロ・エン・ミ・ボ
ス

PY 2742683 ￥2592 ￥1296F853
メルセデス・ソーサ/ジョ・テンゴ・タントス・エルマーノス～
ブラジル・ライヴ録音

UN 2785853 ￥2376 ￥1080F854
メスカル/コサス・ケ・パサン MZQ 001 ￥2592 ￥324F855
ミゲル・カンティロ/クラシコス EM 3428052 ￥2700 ￥540F856
ミゲル・フィゲロア/アルゼンチンをめぐりながら EM 3876262 ￥2592 ￥324F857
ミゲル・マテオス/バール・インペリオ UM 50309 ￥2916 ￥324F858
ミゲルス・トリオ/アスル UNCD 9002 ￥2052 ￥108F859
ミラグロス・マホー/マノス・デ・シエロ IND MM2017 ￥2376 ￥1663F860
ミラグロス・トレシージャ/ミラグロス IND M001 ￥1944 ￥540F861
ミレーナ・アリステギ/ルンブレ・デル・プエブロ UP 948 ￥2592 ￥108F862
ミルトン・アリアス/50・エル・カルデーロ IND MA2018 ￥2376 ￥1663F863
ミミ・マウラ/甘い夢 DVD OUI017 ￥3780 ￥540F864
ミンギ・インガラモ/エル・ビエント、エル・ティエンポ CDM198 ￥3132 ￥1080F865
ミニーノ・ガライ/ガブリエル AQ 370 ￥2376 ￥864F866
ミニーノ・ガライ/キロンボ LAL 037 ￥2592 ￥540F867
ミニーノ・ガライ/ケ・ロ・パリオ！ RR 930 ￥2376 ￥540F868
ミシア/セニョーラ・ダ・ノイチ AQ 380 ￥2376 ￥540F869
ミストゥーラ＆マンダ/ショーロス・デ・コンポシトーレスAR IND CHORO001 ￥2700 ￥1080F870
ミストゥラド/チト・デ・メジョ AYUI 416 ￥2160 ￥1080F871
ミズキ・アマポーラ/ミズキ・アマポーラ IND MA2017 ￥1944 ￥1620F872
モコイラス/ジャ・カ・ヴァイ・ホウバド CCL 0001 ￥2484 ￥54F873
モモランディア/アコストゥンブラードス AYUI 405 ￥2268 ￥1080F874
モンチート・メルロ/代償と思い出 PY 5319872 ￥2700 ￥540F875
モニ・ハウメ/クラーロスクロ PA 66452 ￥2160 ￥1080F876
モニカ・ペライ/モ AQ 497 ￥1944 ￥1080F877
モノス・エン・ボラス/パリエンド・ロック SLC 652 ￥2592 ￥324F878
モンテビデオ・アモール/モンテビデオ・アモール MMG 47462 ￥2052 ￥1296F879
モーラ・ガルシア・メデシ・グルーポ/チスパ IND MGMG 001 ￥2700 ￥1296F880
モルガード＝グレコ＝オリバ/インストルメンタル・ポピュ
ラー・ミュージック

UNION MGO001 ￥2592 ￥324F881
グスターボ・モッシ&エル・ムルゴン/ブエノスアイレスのカー
ニバル

AQ 006 ￥2916 ￥324F882
ムナ/ウンブラル IND MUNA2016 ￥2160 ￥1620F883
ムーサ・ポルテーニャ/不在の港 EP 17062 ￥2592 ￥540F884
ナディス/アルキミア・プラネタリア AWMY 008 ￥2376 ￥1620F885
ナディス/トランスムータ MUSAS 7011 ￥2484 ￥2160F886
ナウエル・ペニーシ/フェリス SONY 5470042 ￥2160 ￥1620F887
ニャマンドゥ/エミリアーノを歌う VOL.2 NAMA 1250 ￥2376 ￥108F888
ナンシ・ゲレーロ/ナンシ・ゲレーロ FE FMCD7104 ￥2700 ￥324F889
ナンシー・カサノバ/シューマン EGREM 0627 ￥2052 ￥108F890
ナノ・ステルン/ミル・キニエンタス・ブエルタス SA112 ￥2916 ￥1080F891
ナス・マラケシュ/サビル・ア・サラーム AFBNA 02 ￥2484 ￥108F892
ナタリア・ゴンサレス・フィゲロア/ブエノスアイレス EP 144202 ￥2376 ￥540F893
ナタリア・ラフォルカデ/アスタ・ラ・ライス RC 5073332 ￥2484 ￥1080F894
ナタリア・ラフォルカデ/ムーサス VOL.2 SONY 5822822 ￥2484 ￥1620F895
ナタリア・ペレグリネット/プルーマ IND NP2017 ￥2484 ￥1296F896

ナティ/フイ・ジョ CO 7826362 ￥2376 ￥540F897
ナティ・パストルッティ/ただ歩いて SB 8869716440 ￥2592 ￥540F898
ンデ・ラミレス/ビジャ・ハルディンへようこそ FD 005 ￥2484 ￥540F899
ネコ・マルセナロ/アブリエンド IND NEC001 ￥2592 ￥1296F900
ネリ・サポリティ/トラベシア・アメリカーナアメリカ大陸横断 BARCD 151 ￥2376 ￥324F901
ネリオ・ゴンサレス/エレメンタル IND NG001 ￥2376 ￥540F902
ニュー・ガーデン/丸い庭 AR 1119 ￥2592 ￥108F903
ニコラス・ブリスエラ＆ニノン・バルデル/クスカイアス AQ 377 ￥2160 ￥324F904
ニコラス・ショチーニ/11　デリバス IND NC001 ￥2376 ￥540F905
ニコラス・ファルコフ＆カタツムリの反乱/種の守衛たち FF 077 ￥2376 ￥540F906
ニコラス・ファルコフ＆カタツムリの反乱/ニコラス・ファルコ
フ＆カタツムリの反乱

FF 055 ￥2376 ￥864F907
ニコラス・ゲルシュベルグ/プント・デ・フガ CLUB 049 ￥2160 ￥1296F908
ニコラス・クリシッチ/シン・プリサ・シン・パウサ PA 47402 ￥2160 ￥1080F909
ニコラス・オヘダ/マジョ PAI 3307 ￥2160 ￥1836F910
ニコラス・ライノネ/パンペアーノの叫び AQ 331 ￥2160 ￥864F911
ニコレ/スエニョス・エン・トランシト RC 7432148369 ￥3456 ￥324F912
ニコティナ・エス・プリマベーラ/ペルデール・プラネタス IND NP2018 ￥2484 ￥1620F913
ニンジャ/DJIMBRI IND NNJ 001 ￥2268 ￥1944F914
ニケル/プリマテ RC 7432124979 ￥2916 ￥540F915
ニケル/シンフォニコ RC 7432133482 ￥2916 ￥108F916
ノ・テ・バ・グスタール/エル・ベラーノ・シギエンテ AGADU58435 ￥2592 ￥1080F917
ノ・テ・バ・グスタール/ポル・ロ・メノス・オイ BIZARRO 46922 ￥2160 ￥1080F918
ノ・テ・バ・グスタール/プブリコ BIZARRO50992 ￥2592 ￥1080F919
ノラ・ベナグリア/アオーラ AQ 436 ￥2376 ￥1080F920
ノラ・サルモリア/フエギートス NS 1014 ￥2484 ￥1620F921
ノラ・サルモリア/トレス・リブロス NS 1013 ￥2376 ￥1620F922
ヌマ・モラエス/アントロヒア　1968-1973 AYUI 360-361 ￥2376 ￥1080F923
ヌマ・モラエス/メモリア・デル・パゴ RX 14192 ￥2916 ￥108F924
オルガ・ロマン/ドス RR 831 ￥2592 ￥540F925
オマール・チャッティ/アグリクルトール・デ・ミ・プエブロ UP 922 ￥2592 ￥324F926
オニーセ/ラ・ベルダー真実 FA 0004 ￥2376 ￥108F927
オリガミ/セミムンドス CLUB 089 ￥2052 ￥1436F928
オルケスタシンフォニカ・デ・レオン/アルマ・デ・マルフィル EP 068202 ￥2592 ￥108F929
オルケスタ・スダメリカーナ/ウニオン・アルタ IND OS002 ￥2160 ￥1296F930
オルケスタ・デ・ヌエボス・コンポシトーレス/イマヒナリア IND ONC2017 ￥2484 ￥1296F931
オルケスタ・デル・ティエンポ・エル・ホポ　トゥーチョ・ト
リパルディ指揮/オルケスタ・デル・ティエンポ・エル・ホポ

SONDOR 30392 ￥2376 ￥1080F932
オルケスタ・ポプラール・デ・カマラ・ロス・アミーゴス・デ
ル・チャンゴ/ムシカ・クラシカ・アルヘンティーナ Ⅱ

IND MCA002 ￥2052 ￥1080F933
オルケスタ・スブトロピカル/トロピカルヒア AYUI 398 ￥2268 ￥1080F934
オスオスカル・アレマン/アニベルサリオ EM 4996242 ￥2376 ￥540F935
オスカル・ブルガルド/メンサヘ・デ・チャマメ MM GK28528 ￥2376 ￥540F936
オスカル・フェルドマン/オスカル・エ・ファミリア BARCD 152 ￥2484 ￥864F937
オスカル・マシアス/踊るために誘い込んで GK 38381 ￥2160 ￥540F938
オスカル・ミランダ/プエンテ・デル・インカ（インカの橋） EP 151802 ￥2160 ￥1080F939
パブロ・ダカル/バイラ・ソブレ・フエゴ AQ442 ￥2592 ￥1080F940
パブロ・デ・ジウスト/グアスタビーノ IND PDG001 ￥2592 ￥540F941
パブロ・ファウアス/アレアンド・ルナス IND PF2017 ￥2592 ￥1620F942
パブロ・ファウス/アルンブランド EP 147202 ￥2484 ￥1944F943
パブロ・グリンホト/アモール FD 023 ￥2376 ￥864F944
パブロ・グリンホト/グリンホト IND 282262 ￥2052 ￥864F945
ゲーラ/スエルト IND PG001 ￥2160 ￥540F946
パブロ・グティエレス・グルーポ/トランスポルテ IND PGG001 ￥2376 ￥1296F947
パブロ・ロサーノ/無限の緑 MM TK48121 ￥2592 ￥108F948
パブロ・パシーニ/ビデオテープ IND PAP2017 ￥2484 ￥1944F949
パブロ・ピノーチョ・ルーティン/ペリグロ・デ・ムルガ RX 19362 ￥3024 ￥108F950
パブロ・サンギネッティ・クアルテート/ディオニシオ IND PSC001 ￥2376 ￥1080F951
パブロ・トッシ・トリオ/ビシブレ・イ・セルカーノ AQ PZ003 ￥2808 ￥540F952

パブロ・トッシ・トリオ/月がヒマワリの目を覚ます方法から IND 5803077 ￥2376 ￥1080F953
パハロ・カンサーニ/ハルディン・インテリオール AYUI 397 ￥2268 ￥1080F954
パハロ・デ・フエゴ/ラ・ルエダ・デ・ラ・フォルトゥーナ IND PF001 ￥2700 ￥1080F955
パハロ・デ・フエゴ＆マリアナ・ビアンチーニ/ウニベルソ・イ
ンベルティード

CLUB 068 ￥2160 ￥1620F956
パロマ・デル・セロ/パラ・ビエン AQ 435 ￥2484 ￥1080F957
パンチョ・ゴドイ/ラ・ムーシカ・コンミーゴ IF 726 ￥2592 ￥324F958
パオラ・ベルナル/道すがら SB 7214282 ￥2592 ￥540F959
パポ・アンガリカ/オ・スン・ロスン EGREM 0568 ￥2052 ￥324F960
パキート・ドリベーラ/カルテート・デ・クエルダス・ブエノ
ス・アイレス

EP 050002 ￥2592 ￥540F961
パストール・ルナ/パラ・ラ・パイサナーダ SB 8287676929 ￥2592 ￥540F962
パトス・カブレロス/1911-2015 MMG 62312 ￥2160 ￥1080F963
パトリシア・エレナ・ヴリエグ/ア・ウナ・カントーラ EP 1306-02 ￥2376 ￥540F964
パトリシア・ランベルティ/レモ・ピニョーニ未発表曲集 AQ 180 ￥2376 ￥540F965
パトリシオ・レイとレドンディートス・/モノ・サンプレル DB 51767 ￥2592 ￥324F966
パウラ・フロンディシ/ナポリターナ IM 1012 ￥1944 ￥540F967
パウラ・パス/アゴ・ピエ IND PP2017 ￥2376 ￥1944F968
パウラ・イ・ロス・パハロス/ミクロムンドス IND PL001 ￥2268 ￥1296F969
ペドロ・アスナール/アオラ（今） DB 52185 ￥2268 ￥1080F970
ペドロ・アスナール/ブラジルを歌う DB 51894 ￥2160 ￥1296F971
ペドロ・アスナール/アスナール・カンタ・ブラジル DB DVD51894 ￥4320 ￥3240F972
ペドロ・アスナール/コントラルス DBN 52351 ￥2322 ￥1620F973
ペドロ・アスナール/エン・ビボ - テアトロ・NDアテネオ 2002
年8月

DB 51791 ￥1836 ￥1620F974
ペドロ・アスナール/ミル・ノチェス・イ・ウン・インスタンテ DB 52273 ￥2160 ￥1296F975
ペドロ・アスナール/ミル・ノーチェス・イ・ウン・インスタン
テ(2DVD)

DBN 21398 ￥2376 ￥1620F976
ペドロ・アスナール/プエンテス・アマリージョス DB 52214 ￥2376 ￥1620F977
ペドロ・チェメス&マリアナ・ガイタン/ドゥオス・イ・ソロ
ス・クリオージョス・イ・ネオクリオージョス

IND PED8407 ￥2700 ￥1296F978
ペドロ・バルガス/ザ・プラチナ・コレクション RGS 15382 ￥2160 ￥540F979
ペリグロッソス・ゴリオーネス/アンティフラッシュ B 74321532072 ￥3240 ￥108F980
ペパ・ビバンコ/ニ・アイ・ペリグロ IND PV001 ￥2160 ￥540F981
ペペ・ゲーラ/南の心 AYUI AE210 ￥2808 ￥108F982
ぺぺ・ボルタレリ/ウルティマ・ノッテ・ア・マラ・ストラーナ LAL 094 ￥2376 ￥108F983
ペケーニャ・オルケスタ・レインシデンテス/トラヘ（服） OUI 004 ￥2376 ￥540F984
ペルラ・ガラルサ/コン・ラ・フエルサ・デル・ビエント UP 5353 ￥2160 ￥1620F985
ペロタ・チンゴー/アグアス TAI PC2017 ￥2484 ￥1296F986
ペスカド・ラビオソ/アルトー(LP盤） SONY 971715 ￥4644 ￥3240F987
ペスカード・ラビオーソ/デサトルメンタンドス CO 2-478891 ￥2160 ￥1296F988
ペスカド・ラビオソ/ロ・メホール・デ・ペスカド・ラビオソ SONY 2484583 ￥2160 ￥1296F989
ペスカード・ラビオーソ/ペスカード VOL2 CO 2-478895 ￥2160 ￥1296F990
ペテーコ・カラバハル/村落 DB 52051 ￥2592 ￥540F991
ペテーコ・カラバハル/歩きながら PY 5576602 ￥3240 ￥540F992
ペテコ・カラバハル/CKAYNA CUNAN DB 51803 ￥2592 ￥540F993
ペテコ・カラバハル/エル・ビアヘロ（旅人） DE 52163 ￥2376 ￥540F994
ペテーコ・カラバハル/民衆の歴史 PY 5336972 ￥2700 ￥540F995
ピガーレ/新品と中古 BPIG 1136 ￥3240 ￥108F996
ピパス・ルム/ルータス・デ・フエゴ（火の道） UP 5051 ￥2376 ￥540F997
ピピ・ピアソラ/トランスムタシオン CLUB016 ￥2808 ￥1080F998
ピピ・ピアソラ・トリオ/アルカ・ルサ（ロシアの方舟） EP 149502 ￥2268 ￥864F999
プラシド・ドミンゴ/メディテラネアン・ソングス SONY 5006852 ￥2700 ￥1080F1000
プレビーダ/プレビーダ CDM 205 ￥1944 ￥1080F1001
ポチョ・ソーサ/わが村とわが声 EP 17077 ￥2592 ￥540F1002
ポポ・ロマーノ/アオラ A/V 008 ￥2592 ￥1080F1003
ポトラ/ポトラ IND POT2016 ￥2160 ￥1296F1004
プロカント/歌わなければならぬ歌 ML CDMGN033 ￥2592 ￥540F1005
プロジェクト・カニバル・トロイロ/タンゴ・エレヘ AGADU 66432 ￥2160 ￥1080F1006
プロジェクト・パト/ソブレ・カンシオネス・デ・ルイス・ビク
トル・ヘントリーニ

IND PP001 ￥2160 ￥1620F1007
プロジェクト・レウテマン/プロジェクト・RTM 1 IND PRTM2017 ￥2484 ￥1620F1008
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プエブラ/ラ・トラマ・デ・ロス・コンフィメス IND PUE2018 ￥2592 ￥1620F1009
プエブラ/ムンダール IND MUN001 ￥2592 ￥1296F1010
プフリャイ/私はプフリャイの人 EP 148402 ￥2160 ￥540F1011
キラパジュン/アブソルタメンテ ALFIZ 5433492 ￥2376 ￥540F1012
キンケー・ドゥオ/ドンデ・ナセ・エル・コロール IND QD2017 ￥3240 ￥2160F1013
キンテート・デ・ビエントス/ビエントス・パンペアノス PRCD 115 ￥2808 ￥540F1014
キンテート・インペリアル/サンティアゴに帰ろう EM 3876252 ￥2592 ￥324F1015
キンテート・ティエンポ/アルマンド・テハーダ・ゴメスを歌う IF 305 ￥2592 ￥324F1016
キンテト・ティエンポ/ライブ・イン・カナダ IF 350 ￥2376 ￥324F1017
キンテート・ティエンポ/パトリア・グランデ BM 72087 ￥2160 ￥540F1018
キンテート・ティエンポ/ビボ IF 206 ￥2808 ￥540F1019
キンテート・シナリ/生きながら ML CDM135 ￥2592 ￥540F1020
キンティーノ・シナリ/VOL2 ML CDM124 ￥2592 ￥540F1021
キンティーノ・シナリ/エル・アパレシード AQ 408 ￥1728 ￥540F1022
キケ・シネシ、岩川光/デセオ LM001 ￥2500 ￥1296F1023
ラファエル・アコスタ・バジョベラ/パラグアイ GP 010 ￥2376 ￥108F1024
ラファエル・アモール/雫と石 AQ 381 ￥2160 ￥540F1025
ラファエル・デルガド/チェルフィエ IND RD2018 ￥2052 ￥1620F1026
ラッフォ/ディアトニコス・アノニモス PAI 3175 ￥2376 ￥1080F1027
ラッフォ/ブリンディス PAI 972655 ￥2700 ￥2160F1028
ライサルボル/レモンタンド・パラカイダス RZA 001 ￥2052 ￥1296F1029
ラリー・バリオヌエボ/エル・スエーニョ・デ・ロス・ビアヘロ
ス

DH0001 ￥2700 ￥1620F1030
ラマ・トリオ/エタパ RNV 18211 ￥2592 ￥540F1031
ラミレス＝サモラ＝ブルン/メニュー MPR 60 ￥2376 ￥1080F1032
ラミーロ・E.・ブラスケス/デスペルタール・エテルノ BARCD 119 ￥2592 ￥108F1033
ラミーロ・フローレス/エル・ハルディン・デ・オルドニェス CLUB 048 ￥2052 ￥1080F1034
ラミロ・ガジョ・キンテート + ロマ・ラミレス/ロ・ケ・ムエ
レ・レナセ

SONY 5810472 ￥2376 ￥1620F1035
ラモン・ファビアン・ベロス/エストゥーベ・ジャマドテ EGREM 0315 ￥2052 ￥324F1036
ラタ・ブランカ/炎の道 TD 20202 ￥2592 ￥108F1037
ラウル・ガルシーア/太陽の乙女たち TKF 2911 ￥3132 ￥108F1038
ラウル・ラビエ/ジョ・ソイ・エル・ネグロ CANOPUS 0072 ￥2808 ￥324F1039
レネ・ガルシーア/レコピランド・ベルャX EP 16022 ￥2592 ￥108F1040
レイナルド・アルマス/飛翔 LW 4372 ￥2376 ￥324F1041
レイニール・マリーノ/アルマ・ヒターナ EGREM 0596 ￥324 ￥324F1042
リカルド・クロッタ=レオポルド・デサ/ムシカ・アルヘン
ティーナ

CDMPV 1244 ￥2592 ￥1080F1043
リチャード・ナントーアラン・プラクタ/ウン・ビアヘ CLUB041 ￥2268 ￥540F1044
リチャード・ナント＆アルヘントス/70S CLUB 062 ￥2268 ￥1620F1045
リオプラテンセス/ムシカ・パラ・ノ・アオガールセ FK 013 ￥2376 ￥324F1046
ロベルト・フォンセカ/エレンゴー EGREM 0457 ￥2052 ￥54F1047
ロドルフォ・アルチョウロン/パラボラ ML CDM169 ￥2592 ￥324F1048
ロドルフォ・ダレーラ/崇高な土地 ML CDMPV1180 ￥2592 ￥324F1049
ロドルフォ・ルイス/魂の反響 MM TK48124 ￥2808 ￥108F1050
ロドリゴ・カラソ/オイール・エ・イール AWMY 009 ￥2592 ￥864F1051
ロドリゴ・ドミンゲス/プレセンシア（存在） S 7633732 ￥2268 ￥540F1052
ロメオ・ガビオリ/ベスト SONDOR 48922 ￥2376 ￥108F1053
ロンダ・ドス・クアトロ・カミーニョス/アルスデ OVACAO 272 ￥3132 ￥864F1054
ロサ・チナ/ラ・マガ・イ・ロ・ケ?! FD 008 ￥2376 ￥324F1055
ロサ・デ・ロス・ビエントス/デ・ビエント・イ・デ・ロサス IND RDLV2017 ￥2376 ￥1620F1056
ロサーナ・タデイ/フェリス（幸せ） AQ 215 ￥2376 ￥540F1057
ロクサーナ・アメー/イノセンシア（無垢） AQ 302 ￥2592 ￥540F1058
ロクサナ・アメー/ラ・ソンブラ・デ・ス・ソンブラ DBN 51929 ￥2160 ￥540F1059
ルベン・オリベイラ/ウン・タルデ・デ・アブリル AYUI AE197 ￥2808 ￥540F1060
ルベン・パタゴニア/南を見よう MM TK28235 ￥2916 ￥108F1061
ルベン・ラダ/15　カンシオネス・エン・エル・ティエンポ MMG 28832 ￥2160 ￥1620F1062
ルベン・ラダ/陽気な紳士 EM 5433972 ￥2592 ￥1620F1063
ルベン・ラダ/アッレグロ MMG 64682 ￥2268 ￥1080F1064

ルベン・ラダ/アモロソ・ポップ SONY 3744872 ￥2052 ￥1296F1065
ルベン・ラダ/バイロンゴ SONY 7229102 ￥2052 ￥1296F1066
ルベン・ラダ/エル・アルブム・ネグロ(3 CD) MMG 50862 ￥2700 ￥1944F1067
ルベン・ラダ/ラ・ジャプラ・マタ RGS 15652 ￥2052 ￥1296F1068
ルベン・ラダ/ベスト VOL2 SONDOR 80362 ￥2916 ￥864F1069
ルベン・ラダ/ミスセラネア・ネグラ AYUI AE166 ￥2160 ￥1080F1070
ルベン・ラダ/モンテビデオ PELO 136209 ￥2376 ￥1080F1071
ルベン・ラダ/モンテビデオ・ドス PM 136229 ￥2052 ￥1296F1072
ルベン・ラダ/ラダ・ファン・パ・ロス・アミーゴス SONY 7671302 ￥1836 ￥1296F1073
ルベン・ラダ/タンゴ　ミロンガ＆カンドンベ(CD&DVD) MMG 663628 ￥2592 ￥1944F1074
ルデラル/カミーノ・アリーバ IND RUD001 ￥2268 ￥1620F1075
ルロ・ゴダール＆ナシオン・ウィファラ/セサパレセール IND RN2017 ￥2160 ￥1620F1076
サマレア/ペリクラ・ドラーダ（黄金の映画）～ライヴ（CD
+DVD）

RGS 1698-2 ￥2592 ￥324F1077
サマンタ・ナバーロ　/エン・アウトーレス・エン・ビボ PA 62194 ￥1620 ￥1080F1078
サマンタ・ナバーロ/サルタール・アル・ティエンポ・デセアー
ド

PA 62152 ￥2376 ￥1080F1079
サマンサ・ナバロ/サマンサ・ナバロ AYUI AE155 ￥3240 ￥540F1080
サマンタ・ナバーロ/ボルベール・アル・イニシオ（原点回帰） AGADU 47262 ￥2160 ￥1080F1081
サンチェス・マイダーナ/マチャガイの歌声 MM GK28569 ￥2376 ￥540F1082
チャンセス・マイダナ/ロマンセ・チャマメセーロ MM GK28527 ￥2376 ￥540F1083
サンダロ・オルケスタ/サンダロ・オルケスタ IND SO001 ￥2052 ￥1080F1084
サンドラ・ペラルタ/デスデ・アキ PAI 3073 ￥2592 ￥108F1085
サンドラ・ペラルタ & レアンドロ・カンシオーニ/アモール・ビ
アヘーロ

IND SPLC01 ￥2160 ￥1836F1086
サンドゥンガ・フローレス/エンラセス IND SF2018 ￥2376 ￥1944F1087
サンタイレス/サンタイレス EP 17048 ￥2916 ￥324F1088
サンティアゴ・フェリウ/ああ、人生よ CDAMA 009 ￥2376 ￥540F1089
サンティアゴ・トッリチェリ・アンサンブル/セルカニーア IND TORR2018 ￥2160 ￥1836F1090
サンティアゴ・バスケス/サンティアゴ・バスケス PA 3071142 ￥1944 ￥1080F1091
サントゥージョ/エル・マール・シン・ミエド AGADU60442 ￥2106 ￥1080F1092
サラ・ママーニ/水、魂 IND SM002 ￥2376 ￥540F1093
サラママニ・グルーポ/カントス・デ・ティエーラ IF 722 ￥2592 ￥540F1094
セバ・ドルソ＆マルコス・モンク/ウン・セグンド STM 165 ￥2268 ￥1080F1095
セバ・イバラ/インフレナブレ・パライソ AQ 365 ￥2268 ￥540F1096
セバ・イバラ＝マウロ・シリ/ティエラ・ベルデ IND SI003 ￥2376 ￥540F1097
セバスティアン・デ・ウルキサ/フエラ・デ・リネア CLUB 058 ￥2160 ￥1296F1098
セパスティアン・ペイセレ/どういう意味で IND SP002 ￥2376 ￥108F1099
セバスティアン・サネット/, ティエンポ, エトセトラ CLUB038 ￥2268 ￥864F1100
セラアレボル/アロベスティア IND SA2017 ￥2376 ￥1944F1101
セルヒオ・ダウィ/エストレジャードス CORNAMUSA 001 ￥2592 ￥324F1102
セルヒオ・ポリ・アンサンブル・エレクトリコ/カニクラ・メト
ロポリス

IND SPEE001 ￥2160 ￥540F1103
セルヒオ・ワグネル・クアルテート/エデン BARCD 179 ￥2592 ￥1620F1104
セルカン・イルマス、岩川光/アマルガマ LM004 ￥2500 ￥1296F1105
セルカン・イルマス＆オラシオ・カコリリス/ボスポラス・デュ
オ

IND BD001 ￥2376 ￥1620F1106
セル・ヒラン/エン・ビボ I & II (リマスター盤)[2CD] SN 478690 ￥2592 ￥1944F1107
セル・ヒラン/ジョ・ノー・キエロ・ボルベルメ・タン・ロコ
(2CD)

SN 739108 ￥2592 ￥1944F1108
シャマン・イ・ロス・オンブロス・エン・リャマス/シャマン・
イ・ロス・オンブロス・エン・リャマス

PEATON SH001 ￥2376 ￥540F1109
エセ・アチェ・アチェ/エセ・アチェ・アチェ OUI 007 ￥2376 ￥108F1110
シルバーナ・ディ・ロレンモﾆロス・ノクトゥルノス/シルバー
ナ・ディ・ロレンモﾆロス・ノクトゥルノス

RC 7432157626 ￥3240 ￥540F1111
シルバーナ・レイナ/愛の手紙 STM 042 ￥2376 ￥864F1112
シルベストレ/ノータス・エン・シレンシオ FD 2522001106 ￥2376 ￥108F1113
シルビア・ラジャーナ/太陽に目を細めながら EP 17098 ￥2376 ￥540F1114
シルビア・パチェーコ/あなたは人生に帰るだろう MM TK38020 ￥2484 ￥108F1115
シルビーナ・デ・ファベーリ/デスデ・ミ IND SDF2017 ￥2376 ￥1944F1116
シルビオ・ロドリゲス/アモリオス ALFIZ963221 ￥2700 ￥2160F1117
シンビオシス/ビ・ルス・イ・エントレ IND SIM001 ￥2592 ￥1080F1118
シト・ラコンベ/歩いて歩いて UP 5064 ￥2376 ￥540F1119
ソ・アブラ/ラ・イルシオン・デトラス IND SA 0001 ￥2376 ￥1296F1120

ソーダ・ステレオ/コンフォルト・イ・ムシカ・パラ・ボラール
(MTV UNPLUGGED)[CD]

SN 717730 ￥2160 ￥1296F1121
ソーダ・ステレオ/コンフォルト・イ・ムシカ・パラ・ボラール
(MTV UNPLUGGED)[CD+DVD]

SN 717731 ￥3240 ￥2160F1122
ソーダ・ステレオ/コンフォルト・イ・ムシカ・パラ・ボラール
(MTV UNPLUGGED)[DVD]

SN 717732 ￥3024 ￥1944F1123
ソーダ・ステレオ/ドブレ・ビダ SN 714075 ￥1836 ￥1296F1124
ソーダ・ステレオ/ダイナモ SN 714078 ￥1836 ￥1296F1125
ソーダ・ステレオ/エル・ウルティモ・コンシエルト A SN 714080 ￥1836 ￥1296F1126
ソーダ・ステレオ/エル・ウルティモ・コンシエルト B SN 714081 ￥1836 ￥1296F1127
ソーダ・ステレオ/ランギス SN 716882 ￥1836 ￥1296F1128
ソーダ・ステレオ/メ・ベラス・ボルベール・ヒラ ＃１ SN 732979 ￥1836 ￥1296F1129
ソーダ・ステレオ/メ・ベラス・ボルベール・ヒラ ＃２ SN 732980 ￥1836 ￥1296F1130
ソーダ・ステレオ/ナーダ・ペルソナル SN 714073 ￥1836 ￥1296F1131
ソーダ・ステレオ/オブラス・クンブレス(2CD) CO 2493806 ￥2484 ￥1620F1132
ソーダ・ステレオ/セプティモ・ディア SN 542077 ￥2592 ￥1620F1133
ソーダ・ステレオ/シグノス SN 714074 ￥1836 ￥1296F1134
ソーダ・ステレオ/ソーダ・ステレオ (1984) SN 714071 ￥1836 ￥1296F1135
ソーダ・ステレオ/スエニョ・ステレオ SN 714079 ￥1836 ￥1296F1136
ソエマ・モンテネグロ/アベ・デ・シエロ FF 082 ￥2268 ￥1080F1137
ソエマ・モンテネグロ/パシオナリア AQ 297 ￥2376 ￥540F1138
ソエマ・モンテネグロ/ウノ・ウナ・ウノ NS 018 ￥2160 ￥540F1139
ソフィア・レイ/エル・ガビラン LM 028 ￥2376 ￥1296F1140
ソフィア・ビオラ/ラ・ウエジャ・エン・エル・セメント LAL 125 ￥2484 ￥1739F1141
ソレダー・ビジャミル/旅の歌 ALFIZ 5499212 ￥2376 ￥108F1142
ソレダー・ビジャミル/ニ・アンテス・ニ・デスプエス ALFIZ 5475992 ￥2376 ￥1620F1143
ソレダー・ビジャミル/ニ・アンテス・ニ・デスプエス(CD
+DVD)

ALFIZ 5476002 ￥3456 ￥2160F1144
ソロ・コンパス/ブレリーアス OFS 1003-97 ￥2916 ￥540F1145
ソロ・コンパス/カラコーレス OFS 1013-98 ￥2916 ￥108F1146
ソロ・コンパス/ライヴ VOL1 OFS FV001-98C ￥2916 ￥108F1147
ソロ・コンパス/ライヴ VOL2 OFS FV002-98C ￥2916 ￥108F1148
ソロ・コンパス/グアヒーラス OFS 1007-97 ￥2916 ￥540F1149
ソウルズ・オブ・ファイヤー/ソウルズ・オブ・ファイヤー FE FMCD7105 ￥2700 ￥108F1150
スピネッタ/ソロ・エル・アモール・プエデ・ソステネール RC 5313202 ￥2052 ￥1296F1151
スピネッタ/テステル・デ・ビオレンシア DB 50737 ￥1620 ￥1080F1152
スピネッタ・イ・ロス・ソシオス・デル・デシエルト/スピネッ
タ・イ・ロス・ソシオス・デル・デシエルト

CO 283620 ￥2430 ￥1944F1153
スピネッタ＝ハデ/アルマ・デ・ディアマンテ RC 7432133115 ￥2052 ￥1512F1154
スアレス・ソコルスキィ/ポルトガル BARCD173 ￥2160 ￥1080F1155
スイ・ヘネリス/アディオス・スイ・ヘネリス VOL. 1 SN 774154 ￥1836 ￥1296F1156
スイ・ヘネリス/コンフェシオネス・デ・インビエルノ（LP) SONY 72118 ￥4536 ￥3240F1157
スイ・ヘネリス/エン・エストゥディオ (3CD) SN 738053 ￥4320 ￥3240F1158
スイ・ヘネリス/イノルビダブレ MF 493532 ￥2160 ￥1080F1159
スイ・ヘネリス/レスグーニャ・ラス・ピエドラス MF 484908 ￥1836 ￥1296F1160
スイ・ヘネリス/ビダ SN 774149 ￥1836 ￥1296F1161
スナ・ロチャ/スナ・インテルプレタ・ア・ラウル AQ461 ￥2160 ￥1080F1162
スペルノバ・ジャズ・トリオ/コンティヌオ IND SJT 001 ￥2376 ￥1620F1163
スーペルビエール/レベリー UN 2766934 ￥2592 ￥540F1164
スール・アデントロ/同じ空 IF 751 ￥2592 ￥324F1165
スサーナ・バカ/バラの色～黒人の詞と歌 TP 16702 ￥2592 ￥864F1166
スサーナ・ボッシュ/ラス・カンシオネス・デ・マテオ AYUI AE288 ￥2808 ￥540F1167
スサーナ・ラトクリフ/エン・ノソトロス SHCD 054 ￥2700 ￥1080F1168
スサーナ・モンカージョ/デスコンセルターダ EP 043302 ￥2592 ￥324F1169
スーシー・パディージャ/フォルクローレのすべてに RC 7432153007 ￥3024 ￥540F1170
タヒィ/アクアレラ IND TJ2017 ￥2376 ￥1944F1171
タマラ・カストロ/ロ・メホール・デ・ミ CDE 70011 ￥2484 ￥1739F1172
タンボス/タンボス SHCD 041 ￥2808 ￥1080F1173
タト・フィノッチ/イ・シー…… BM 72024 ￥2592 ￥108F1174
テヌータ＋ファベーロ/ライヴ MUTIS 0021 ￥3024 ￥324F1175
テレサ・パロディ/30年と５日 RC 5033272 ￥2592 ￥1080F1176
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テレサ・パロディ/オトロ・カンタール（もう一つの歌） RC 7965762 ￥2376 ￥540F1177
テレサ・パロディ/トド・ロ・ケ・テンゴ RC 5464062 ￥2376 ￥1620F1178
VA/ザ・ボーイズ・ハブ・ペニス DB 51450 ￥2808 ￥108F1179
ザ・ラダズ・オールドボーイズ/オメナヘ・ア・ラダ AYUI 415 ￥2160 ￥1080F1180
ザ・ソーホー・レンタルス/メタノイア INDTH 001 ￥2376 ￥1620F1181
ティア・フアニータ/ウナ・パルテ・デル・モビミエント INDTJ001 ￥2700 ￥1080F1182
トム・ルーポ=サマレア/自分自身の言葉で IND TF001 ￥2592 ￥540F1183
トマス・レブレロ/コサス・デ・トミー（トミーの事） IND TL001 ￥2376 ￥1080F1184
トマス・ベラスケス/トマス・ベラスケス・セステート・イン
ディゴ

IND TOM001 ￥2376 ￥1080F1185
トマティート/バリオ・ネグロ ML CDMPV1097 ￥2592 ￥54F1186
トノレク/ラ・セレブラシオン、カンシオネロ 05-15 (本 + CD) TN 383885 ￥5940 ￥3780F1187
トノレク・フォルク/耕された歩み STM 027 ￥2376 ￥540F1188
トノレク/ミタイー、カントス・ナティーボス・インファンティ
レス

IND TON2017 ￥2484 ￥1296F1189
トノレク/黒い樹の祈り MDR 1506 ￥2592 ￥540F1190
トノレク/カントス・デ・ラ・ティエラ・シン・マル STM 169 ￥2916 ￥1080F1191
トポ・エンシナール/アシ・セア AQ 292 ￥2376 ￥756F1192
トト・メンデス/サラ・シタローサ（ライヴ盤） AYUI AV006 ￥2592 ￥1080F1193
トト・メンデスと仲間たち/そして皆何もわかっていない AYUI AE317 ￥2808 ￥540F1194
トレアリロ/バスタ・デ・エスペヒートス ML CDMPV1192 ￥2808 ￥108F1195
トレモール/パラ・アルマール（準備するために） ULTRA 085 ￥2484 ￥540F1196
トレモール/プロア LM 282545 ￥1944 ￥1080F1197
トレス・ラテン・ジャズ/アル・デスペルタール STM 128 ￥2160 ￥540F1198
トランシト・ココマローラ・トリオ/オリジナル・スーパーヒッ
ト20曲集

FOGMED 579 ￥2376 ￥540F1199
トリオ・デ・オラバリア/アルゼンチンと音楽 P 002 ￥3024 ￥540F1200
トリオ・ファットルーソ/ビボ・エン・メディオ・イ・メディ
オ・ライヴ

LAL 043 ￥2376 ￥1296F1201
トリオ・イバルブル/ウルトラマリーノ MMG 166228 ￥2160 ￥1080F1202
ロス・パンチョス/ベスト40曲集 (2枚組) CDPACK 034 ￥2700 ￥1080F1203
トリオ・マテレレ/トリオ・マテレレ IND MTR001 ￥2160 ￥1080F1204
トリオ・プラティーノ/アオルゼンチンの根源 VAIVEN 421071 ￥2592 ￥108F1205
トロバリーナ　サマンタ・ナバーロ、エリｰウ・ペナ、ロサー
ナ・タデイ/トロバリーナ

PA 650422 ￥2376 ￥1080F1206
トゥクータ・ゴルディージョ/アメリカ大陸の血 EP 17451 ￥2592 ￥108F1207
トゥルクート/ジェノス・デ・ルナ、バハール・アル・マル IND TUR2018 ￥2160 ￥1728F1208
ウメ/マニャネーロ・デル・モンテ IND 282255 ￥2160 ￥540F1209
ウム/ウム INDUM 001 ￥2376 ￥1080F1210
ウン・プラネタ/デス CPD 073 ￥2484 ￥1620F1211
ウノス/エル・ボルデ・デル・ティエンポ INDUN 001 ￥2592 ￥864F1212
ウパ・ムシコス・エン・モビミエントス/ドス IND UPA02 ￥2160 ￥540F1213
VA/アルマ・デ・ムルガ AYUI 411-412 ￥2592 ￥1080F1214
VA/アシ・カンタ・アメリカ RX 14472 ￥2916 ￥108F1215
VA/カンシオネス・セレステス　2014 BIZARRO 59152 ￥2160 ￥864F1216
VA/カンタモス・ア・シタローサ MMG 46592 ￥2160 ￥1080F1217
VA/ポピュラー音楽ライヴ SONDOR 80692 ￥2376 ￥324F1218
VA/南の歌 VOL2 PE 8528712 ￥2592 ￥540F1219
VA/カルナバル・デ・コレクシオン（2CD) BIZARRO 48392 ￥2160 ￥1080F1220
VA/ルプレスト亭 TCT 0711011 ￥2700 ￥324F1221
VA/クラシコス・トロピカレス BIZARRO 40912 ￥1944 ￥1296F1222
VA/デ・アキ・エン・マス LSST 001 ￥3240 ￥324F1223
VA/デ・アキ・エン・マス VOL2 LSST 002 ￥3024 ￥324F1224
VA/デスフィレ・デ・ジャマーダス MMG 48552 ￥2376 ￥1080F1225
VA/エル・コーホ・デ・ウエルバ P 505 ￥2160 ￥540F1226
VA/エル・ニーニョ・デ・グローリア P 503 ￥2160 ￥540F1227
エンクエントロ・デ・グランデス/ウルグアイ音楽 ML CDM155 ￥2592 ￥540F1228
VA/フェリア・デ・マタデーロス BM 043902 ￥2592 ￥540F1229
VA/オメナヘ・ア・イルマ・ラクロワ UP 926 ￥2592 ￥108F1230
VA/イサベル・マレンゴに捧ぐ P 008 ￥3024 ￥540F1231
VA/オスバルド・アベーナに捧ぐ MM TK38092 ￥2808 ￥108F1232

VA/ヘスス・マリア 99 MM TK38103 ￥3024 ￥108F1233
VA/ラ・カンシオン・デ・ノソトロス RX 14462 ￥2916 ￥324F1234
VA/ラ・フリア RC 7432150955 ￥2916 ￥108F1235
VA/詞と音楽マリオ・パンタレオ神父の活動へのチャリティ EP 17460 ￥2376 ￥108F1236
VA/メード・イン・ウルグアイ MMG 41825 ￥2700 ￥1080F1237
VA/マンドロ・カラコル P 507 ￥2160 ￥540F1238
VA/マヌエル・トーレ P 508 ￥2160 ￥108F1239
VA/モンドミックス・エクスペリエンス WAGRAM 313163 ￥3780 ￥54F1240
VA/ムヘーレス・アルヘンティーナ×オンブレス・アルヘン
ティーノス

IND AR002 ￥2808 ￥1728F1241
VA/ムルガ　2015(2CD) MMG 61912 ￥2160 ￥1080F1242
VA/ムルガ　2016(2CD) MMG 16042 ￥2376 ￥1512F1243
VA/ムシカ・ポプラール・コレクシオン（2CD) BIZARRO 53852 ￥2160 ￥1080F1244
VA/パラ・ボス・ママ MM GK28532 ￥2376 ￥108F1245
VA/ポネ・レトラ・ア・ロス・ファモーャX ML CDMPV1121 ￥2592 ￥324F1246
VA/プロカント・ポプラール　30年（2CD) RC 72095 ￥2700 ￥1620F1247
VA/ライス・スピネッタ(3CD) SONY 5015972 ￥4968 ￥3132F1248
ヘラルド・ガンディーニ＆リカルド・ピグリア×ラプラタ・アル
ゼンチン劇場専属オーケストラ/貴重な楽譜集11～ラ・シウ

EP 147802 ￥2376 ￥540F1249
VA/テアトロ・イ・バリエテス １ BMCD 7707 ￥2160 ￥540F1250
VA/テアトロ・イ・バリエテス ２ BMCD 7708 ￥2160 ￥540F1251
VA/テアトロ・イ・バリエテス ３ BMCD 7709 ￥2160 ￥540F1252
VA/レセスの地震 P 509 ￥2160 ￥540F1253
VA/トゥリブート IF 902 ￥2592 ￥108F1254
VA/ウルグアイ・イ・ス・ムシカ SONDOR 67322 ￥2376 ￥1080F1255
VA/ボイ・エン・ボス～月を照らすうた EP 157502 ￥1620 ￥540F1256
VA/ウィー・ドゥー・イット・アウト・オブ・ラヴ AQ 489 ￥2160 ￥864F1257
バルベー/テルセール CLUB 054 ￥2160 ￥1620F1258
バレンティン・ゴンサレス/センデーロス IND VAL001 ￥2376 ￥1296F1259
バレンティン・スリフ＆フアン・ホセ・ラモス/アントロジア・
イネディータ

AQ 542 ￥2376 ￥2052F1260
バレリア・ロメロ/エル・アグア・イ・ラ・ノチェ IND VR2018 ￥2484 ￥2160F1261
バレリア・ビレッコ/意味 ML CDMPV1162 ￥2592 ￥324F1262
ベシーナ/デスプエス・デ・ラ・ムダンサ INDV001 ￥3672 ￥1080F1263
ベシーナ/フォルマス・デ・ブセアール IND VEC2018 ￥2592 ￥2268F1264
ベンダバル・トレス/夢の想い出 UP 377 ￥2592 ￥540F1265
ベラ・モンソン/ソイ・パルブレーロ MM GK28540 ￥2376 ￥324F1266
ヴェロニク・サンソン/アームルーズの40年 WE 2564696990 ￥5184 ￥108F1267
ビセンティコ/ウルティモ・アクト（CD&DVD) SONY95620 ￥3780 ￥1080F1268
ビクトル・エレディア/市民 SB 7419812 ￥2592 ￥324F1269
ビクトル・エレディア/印 PY 5572522 ￥3240 ￥540F1270
ビクトル・エレディア/ティエルナメンテ・アミーゴス SB 8287673215 ￥2592 ￥540F1271
ビクトル・エレディア/アルグン・ディア… DBN 52224 ￥2052 ￥540F1272
ビクトル・キノーネス/ビクトル・キノーネス COLIBRI 023 ￥2052 ￥108F1273
ビクトリア・ビルシュネル/メモリア・デル・ビエント AQ 482 ￥2376 ￥1296F1274
ビクトリア・セドゥルン/私の飛翔はあなたのもの UN VC001 ￥2376 ￥540F1275
ビクトリア・ロドリゲス/歌がひとつ生まれてくる UP 936 ￥2592 ￥108F1276
ビカ・モーラ/ブセオ・ピエル IND VM2014 ￥1944 ￥1296F1277
ビルス/エン・ビボ VOL.2 SN 738686 ￥2160 ￥1296F1278
ビルス/ロクーラ SN 739111 ￥1836 ￥1296F1279
ビルス/リラックス SN 739113 ￥2160 ￥1296F1280
ビルス/スペルフィシエス・デ・プラセール SN 738687 ￥1836 ￥1296F1281
ビルス/ビボ (1986年作品) SN 738685 ￥2160 ￥1296F1282
ビルス/ワドゥ・ワドゥ SN 739114 ￥2160 ￥1296F1283
ビビ・ポセボン/マドレ・バイレ EP 1356-02 ￥2376 ￥324F1284
ヴォーカルＬＴ/トップライン BIS 201 ￥2052 ￥324F1285
ノルマ・アレアンドロ＆ホルヘ・マラーレ/人類の愛 AQ 156 ￥2592 ￥540F1286
ワルテル・ヘインツ/記憶と忘却 REDON 45023 ￥3240 ￥540F1287
ワルテル・マロセッティ/パーム MDR 1449 ￥2592 ￥540F1288

ワルテル・リオス＝F・フェルナンデス/サウンドトラックス ML CDMSE5136 ￥2592 ￥108F1289
セイト・ノボ/カンプステラレス AQ 108 ￥2592 ￥540F1290
シェイト・ノーボ/冬の光 XNCD 1003 ￥3024 ￥108F1291
ジャカレ・マンソ/アコプランドシエロ DM YM2017 ￥2592 ￥1944F1292
ジャカレ・マンソ/ラ・コリエンテ SN 3720762 ￥2376 ￥1080F1293
ジャージョ・カセーレス/最初のコンタクト EP 17109 ￥2592 ￥108F1294
サルディバル・エンハンブレ/サルディバル・エンハンブレ ML CDMPV1223 ￥2376 ￥324F1295
ギジェルモ・サルバ/エル・エントレリアーノ PRCD 101 ￥3240 ￥108F1296
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