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103257624
［語り直して］三遊亭圓朝作
怪談・真景累ヶ淵  第１話  宗悦殺し 桂  歌丸∥演者 2012 ラ４２

103257633
［語り直して］三遊亭圓朝作
怪談・真景累ヶ淵  第２話  深見新五郎 桂  歌丸∥演者 2013 ラ４３

103257642
［語り直して］三遊亭圓朝作
怪談・真景累ヶ淵  第３話  豊志賀 桂  歌丸∥演者 2013 ラ４４

103259415
［語り直して］三遊亭圓朝作
怪談・真景累ヶ淵  第４話  勘蔵の死 桂  歌丸∥演者 2013 ル８０

103264653
［語り直して］三遊亭圓朝作
怪談・真景累ヶ淵  第６話  湯灌場 桂  歌丸∥演者 2015 １７Ｄ

103264662
［語り直して］三遊亭圓朝作
怪談・真景累ヶ淵  第７話  お熊の懺悔 桂  歌丸∥演者 2015 １８Ｄ

103261539 桂歌丸  １  質屋庫／菊江の仏壇 桂  歌丸∥演者 2000 ワ４０

103261548 桂歌丸  ２  左甚五郎‐竹の水仙 桂  歌丸∥演者 2001 ワ４１

103261557 桂歌丸  ３  牡丹灯籠‐栗橋宿 桂  歌丸∥演者 2002 ワ４２

103261566 桂歌丸  ４  双蝶々雪の子別れ 桂  歌丸∥演者 2003 ワ４３

103261575 桂歌丸  ６  子烏丸／辻八卦 桂  歌丸∥演者 2005 ワ４４

103261584 桂歌丸  ７  藁人形／井戸の茶碗 桂  歌丸∥演者 2008 ワ４５

103261593 桂歌丸  ８  火炎太鼓／紙入れ 桂  歌丸∥演者 2008 ワ４６

103261601 桂歌丸  ９  真景累ヶ淵‐豊志賀の死 桂  歌丸∥演者 2010 ワ４７

103261610 桂歌丸  １０  中村仲蔵 桂  歌丸∥演者 2011 ワ４８

103254924 桂歌丸  １１  鰍沢／城木屋 桂  歌丸∥演者 2011 ヤ３３

103273220
桂歌丸  １２
紺屋高尾／トーク「歌丸ばなし」付き 桂  歌丸∥演者 2014 ３１Ｎ

103262772
桂歌丸  １３
小間物屋政談／トーク「歌丸ばなし」付き 桂  歌丸∥演者 2014 ７１Ａ

103276957
桂歌丸  １４
塩原多助一代記－青馬の別れ 桂  歌丸∥演者 2015 ４９Ｓ

103276966
桂歌丸  １５
塩原多助一代記－多助の出世 桂  歌丸∥演者 2016 ５０Ｓ

103276975
桂歌丸  １６
おすわどん／江島屋怪談／お化け長屋／長命 桂  歌丸∥演者 2018 ５１Ｓ

103166292 桂歌丸  ＮＨＫＣＤ  新落語名人選 桂  歌丸∥落語 2005 ト６０
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103279134 桂歌丸／鰍沢 桂  歌丸∥演者 2018 ６９Ｖ

103276010
落語名人芸～桂歌丸
越後屋・質屋蔵  決定版 桂  歌丸∥演者 2014 ５０R

103278937 東宝名人会／三遊亭圓歌（三代目）
三遊亭  圓歌
（三代目）∥演者 2017 ４９Ｖ

103281681 東宝名人会／古今亭圓菊（二代目）
古今亭  圓菊
（二代目）∥演者 2019 ３１Ｙ

103165527 六代目三遊亭圓生　特選蔵出し古典落語　３
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2004 ソ３９

103165536 六代目三遊亭圓生　特選蔵出し古典落語　４
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2004 ソ４０

103277532 六代目・三遊亭圓生／ベスト落語集  決定盤
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2018 ０８Ｔ

103230461 三遊亭圓生集１
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2000 オ６５

103230371 三遊亭圓生集２
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2000 オ５６

103230380 三遊亭圓生集３
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2000 オ５７

103230399 三遊亭圓生集４
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2000 オ５８

103230407 三遊亭圓生集５
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2000 オ５９

103230416 三遊亭圓生集６
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2000 オ６０

103230425 三遊亭圓生集７
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2000 オ６１

103230434 三遊亭圓生集８
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2000 オ６２

103230443 三遊亭圓生集９
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2000 オ６３

103230452 三遊亭圓生集１０
三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2000 オ６４

103276939
三遊亭圓楽  １
船徳・浜野矩随・一文笛・ねずみ 三遊亭  圓楽∥演者 2018 ４７Ｓ

103254933 柳家花緑／笠碁 柳家  花縁∥演者 2009 ヤ３４

103264671 キクキクラクゴ 林家  木久蔵∥演者 2015 １９Ｄ

103227744 おとしばなし「吉朝庵」その３ 桂　吉朝∥落語 イ９３

103274283
桂吉弥のお仕事です  ２
かぜうどん／七段目 桂  吉弥∥演者 2008 ７５Ｐ
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103274292
桂吉弥のお仕事です  ３
千早ふる／崇徳院 桂  吉弥∥演者 2008 ７６Ｐ

103274300
桂吉弥のお仕事です  ４
短命／皿屋敷 桂  吉弥∥演者 2009 ７７Ｐ

103283283
桂吉弥のお仕事です  ５
遊山船／親子茶屋 桂  吉弥∥演者 2009 ９３Ｚ

103274328
桂吉弥のお仕事です  ６
青菜／住吉駕籠 桂  吉弥∥演者 2009 ７９Ｐ

103165581 三代目三遊亭金馬 三遊亭  金馬∥演者 2004 ソ４５

103277550 三代目・三遊亭金馬／ベスト落語集  決定盤
三遊亭  金馬
（三代目）∥演者 2018 １０Ｔ

103277505
三遊亭兼好落語集・噺し問屋
「鈴ヶ森」「お化け長屋」 三遊亭  兼好∥演者 2018 ０６Ｔ

103285777
三遊亭兼好／落語集・噺し問屋
「七段目」「お菊の皿」 三遊亭  兼好∥演者 2020 ４５ウ

103165554 五代目柳家小さん 柳家  小さん∥演者 2004 ソ４２

103244628
人間国宝・柳家小さん／話芸の魅力  １
長者番付／たらちね 柳家  小さん∥演者 2000 ニ９８

103244646
人間国宝・柳家小さん／話芸の魅力  ３
 御慶／強情灸 柳家  小さん∥演者 2000 ヌ００

103244664
人間国宝・柳家小さん／話芸の魅力  ５
 穴どろ／一目上り 柳家  小さん∥演者 2000 ヌ０２

103244673
人間国宝・柳家小さん／話芸の魅力  ６
 花見の仇討／たぬき 柳家  小さん∥演者 2000 ヌ０３

103244682
人間国宝・柳家小さん／話芸の魅力  ７
うどん屋／千早ふる 柳家  小さん∥演者 2000 ヌ０４

103244691
人間国宝・柳家小さん／話芸の魅力  ８
宿屋の仇討／かぼちゃ屋 柳家  小さん∥演者 2000 ヌ０５

103244709
人間国宝・柳家小さん／話芸の魅力  ９
提灯屋／湯屋番 柳家  小さん∥演者 2000 ヌ０６

103244718
人間国宝・柳家小さん／話芸の魅力  １０
大工調べ／家見舞 柳家  小さん∥演者 2000 ヌ０７

103281717 東宝名人会／柳家小さん（五代目）
柳家  小さん
（五代目）∥演者 2019 ３４Ｙ

103277523 五代目・柳家小さん／ベスト落語集  決定盤
柳家  小さん
（五代目）∥演者 2018 ０７Ｔ

103279198 柳家小三治  １  猫の皿・長短 柳家  小三治∥演者 2019 ７５Ｖ

103165563 十代目柳家小三治　特選蔵出し古典落語  ７ 柳家  小三治∥演者 2004 ソ４３

103165572 十代目柳家小三治　特選蔵出し古典落語  ８ 柳家  小三治∥演者 2004 ソ４４
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103255473 桂小南治／そば清・甲府い 桂  小南治∥演者 2012 ヤ９２

103248813
桂ざこば／独演会  その１
天災／強情 桂  ざこば∥演者 1994 ヘ０１

103248822
桂ざこば／独演会  その２
青菜／首提灯 桂  ざこば∥演者 1996 ヘ０２

103248831
桂ざこば／独演会  その３
一文笛／遊山船 桂  ざこば∥演者 1997 ヘ０３

103248840
桂ざこば／独演会  その４
阿弥陀池／厩火事 桂  ざこば∥演者 1997 ヘ０４

103248859
桂ざこば／独演会  その５
鉄砲勇助／ろくろ首 桂  ざこば∥演者 1997 ヘ０５

103248877
桂ざこば／独演会  その７
肝つぶし／お玉牛 桂  ざこば∥演者 2000 ヘ０７

103248886
桂ざこば／独演会  その８
高津の富／狸の化寺 桂  ざこば∥演者 2001 ヘ０８

103248903
桂ざこば／独演会  その１０
寝床／不動坊 桂  ざこば∥演者 2002 ヘ１０

103261502 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  １ 桂  三枝∥演者 2001 ２３Ｓ

103232414 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ２ 桂  三枝∥落語 2001 キ６８

103232423 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ３ 桂  三枝∥落語 2001 キ６９

103232432 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ４ 桂  三枝∥落語 2001 キ７０

103232441 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ５ 桂  三枝∥落語 2001 キ７１

103232450 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ６ 桂  三枝∥落語 2001 キ７２

103232469 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ７ 桂  三枝∥落語 2001 キ７３

103232478 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ８ 桂  三枝∥落語 2001 キ７４

103232487 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ９ 桂  三枝∥落語 2001 キ７５

103232496 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  １０ 桂  三枝∥落語 2001 キ７６

103232504 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  １１ 桂  三枝∥落語 2001 キ７７

103232513 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  １２ 桂  三枝∥落語 2001 キ７８

103232522 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  １３ 桂  三枝∥落語 2001 キ７９
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103261511 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  １４ 桂  三枝∥演者 2001 ２４Ｓ

103246879 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  １５ 桂  三枝∥落語 2001 ハ８７

103232559 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  １６ 桂  三枝∥落語 2001 キ８２

103232568 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  １７ 桂  三枝∥落語 2001 キ８３

103232577 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  １８ 桂  三枝∥落語 2001 キ８４

103232586 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  １９ 桂  三枝∥落語 2001 キ８５

103232595 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ２０ 桂  三枝∥落語 2001 キ８６

103241234 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ２１ 桂  三枝∥演者 2002 テ４２

103241243 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ２２ 桂  三枝∥演者 2002 テ４３

103241252 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ２３ 桂  三枝∥演者 2002 テ４４

103241261 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ２４ 桂  三枝∥演者 2002 テ４５

103241270 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ２５ 桂  三枝∥演者 2002 テ４６

103241289 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ２６ 桂  三枝∥演者 2002 テ４７

103241298 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ２７ 桂  三枝∥演者 2002 テ４８

103241306 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ２８ 桂  三枝∥演者 2002 テ４９

103241324 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ３０ 桂  三枝∥演者 2002 テ５１

103241333 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ３１ 桂  三枝∥演者 2002 テ５２

103241342 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ３２ 桂  三枝∥演者 2002 テ５３

103241351 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ３３ 桂  三枝∥演者 2002 テ５４

103241360 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ３４ 桂  三枝∥演者 2002 テ５５

103241379 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ３５ 桂  三枝∥演者 2002 テ５６

103241388 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ３６ 桂  三枝∥演者 2002 テ５７
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103241397 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ３７ 桂  三枝∥演者 2002 テ５８

103241405 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ３８ 桂  三枝∥演者 2002 テ５９

103241414 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ３９ 桂  三枝∥演者 2002 テ６０

103241423 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ４０ 桂  三枝∥演者 2002 テ６１

103241432 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ４１ 桂  三枝∥演者 2003 テ６２

103241441 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ４２ 桂  三枝∥演者 2003 テ６３

103241450 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ４３ 桂  三枝∥演者 2003 テ６４

103241469 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ４４ 桂  三枝∥演者 2003 テ６５

103241478 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ４５ 桂  三枝∥演者 2003 テ６６

103241487 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ４６ 桂  三枝∥演者 2003 テ６７

103241496 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ４７ 桂  三枝∥演者 2003 テ６８

103241504 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ４８ 桂  三枝∥演者 2003 テ６９

103241513 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ４９ 桂  三枝∥演者 2003 テ７０

103241522 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ５０ 桂  三枝∥演者 2003 テ７１

103241531 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ５１ 桂  三枝∥演者 2003 テ７２

103241540 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ５２ 桂  三枝∥演者 2003 テ７３

103241559 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ５３ 桂  三枝∥演者 2003 テ７４

103241568 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ５４ 桂  三枝∥演者 2003 テ７５

103241577 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ５５ 桂  三枝∥演者 2003 テ７６

103241586 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ５６ 桂  三枝∥演者 2003 テ７７

103241595 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ５７ 桂  三枝∥演者 2003 テ７８

103241603 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ５８ 桂  三枝∥演者 2003 テ７９
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103246211 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ５９ 桂  三枝∥演者 2003 ノ５９

103241621 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ６０ 桂  三枝∥演者 2003 テ８１

103241649 桂三枝／大全集～創作落語１２５撰  ６２ 桂  三枝∥演者 2003 テ８３

103255491 桂枝雀／落語選集  第１巻 桂  枝雀∥演者 2012 ヤ９４

103255509 桂枝雀／落語選集  第２巻 桂  枝雀∥演者 2012 ヤ９５

103255518 桂枝雀／落語選集  第３巻 桂  枝雀∥演者 2012 ヤ９６

103255527 桂枝雀／落語選集  第４巻 桂  枝雀∥演者 2012 ヤ９７

103255536 桂枝雀／落語選集  第５巻 桂  枝雀∥演者 2012 ヤ９８

103255545 桂枝雀／落語選集  第６巻 桂  枝雀∥演者 2012 ヤ９９

103255554 桂枝雀／落語選集  第７巻 桂  枝雀∥演者 2012 ユ００

103255563 桂枝雀／落語選集  第８巻 桂  枝雀∥演者 2012 ユ０１

103255572 桂枝雀／落語選集  第９巻 桂  枝雀∥演者 2012 ユ０２

103255581 桂枝雀／落語選集  第１０巻 桂  枝雀∥演者 2012 ユ０３

103252106 枝雀十八番  第１集 桂  枝雀∥演者 2009 ミ６０

103252115 枝雀十八番  第２集 桂  枝雀∥演者 2009 ミ６１

103252124 枝雀十八番  第３集 桂  枝雀∥演者 2009 ミ６２

103252133 枝雀十八番  第４集 桂  枝雀∥演者 2009 ミ６３

103252142 枝雀十八番  第５集 桂  枝雀∥演者 2009 ミ６４

103252151 枝雀十八番  第６集 桂  枝雀∥演者 2009 ミ６５

103252160 枝雀十八番  第７集 桂  枝雀∥演者 2009 ミ６６

103252179 枝雀十八番  第８集 桂  枝雀∥演者 2009 ミ６７

103252188 枝雀十八番  第９集 桂  枝雀∥演者 2009 ミ６８
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103229346 枝雀落語大全　第１集 桂  枝雀∥演者 2000 エ５３

103229355 枝雀落語大全　第２集 桂  枝雀∥演者 2000 エ５４

103229364 枝雀落語大全　第３集 桂  枝雀∥演者 2000 エ５５

103265553 枝雀落語大全　第４集 桂  枝雀∥演者 2000 ３Ｅ

103265562 枝雀落語大全　第５集 桂  枝雀∥演者 2000 ４Ｅ

103266598 枝雀落語大全　第６集 桂  枝雀∥演者 2000 １４Ｆ

103266606 枝雀落語大全　第７集 桂  枝雀∥演者 2000 １５Ｆ

103229418 枝雀落語大全　第８集 桂  枝雀∥演者 2000 エ６０

103265571 枝雀落語大全　第９集 桂  枝雀∥演者 2000 ５Ｅ

103266615 枝雀落語大全　第１０集 桂  枝雀∥演者 2000 １６Ｆ

103230272 枝雀落語大全　第１１集 桂  枝雀∥演者 2000 オ４６

103284831 枝雀落語大全　第１２集 桂  枝雀∥演者 2000 ４６イ

103260099 枝雀落語大全　第１３集 桂  枝雀∥演者 2000 レ４８

103284840 枝雀落語大全　第１４集 桂  枝雀∥演者 2000 ４７イ

103230317 枝雀落語大全　第１５集 桂  枝雀∥演者 2000 オ５０

103256670 枝雀落語大全　第１６集 桂  枝雀∥演者 2000 ヨ４４

103230335 枝雀落語大全　第１７集 桂  枝雀∥演者 2000 オ５２

103230344 枝雀落語大全　第１８集 桂  枝雀∥演者 2000 オ５３

103230353 枝雀落語大全　第１９集 桂  枝雀∥演者 2000 オ５４

103230362 枝雀落語大全　第２０集 桂  枝雀∥演者 2000 オ５５

103164492 枝雀落語大全　第２１集 桂  枝雀∥演者 2000 サ５１

103260080 枝雀落語大全　第２２集 桂  枝雀∥演者 2000 レ４７
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103266624 枝雀落語大全　第２３集 桂  枝雀∥演者 2000 １７Ｆ

103164528 枝雀落語大全　第２４集 桂  枝雀∥演者 2000 サ５４

103287892 枝雀落語大全　第２５集 桂  枝雀∥演者 2000 ６４オ

103287900 枝雀落語大全　第２６集 桂  枝雀∥演者 2000 ６５オ

103273202 枝雀落語大全　第２７集 桂  枝雀∥演者 2000 ２９Ｎ

103273211 枝雀落語大全　第２８集 桂  枝雀∥演者 2000 ３０Ｎ

103266642 枝雀落語大全　第２９集 桂  枝雀∥演者 2000 １９Ｆ

103256661 枝雀落語大全　第３０集 桂  枝雀∥演者 2000 ヨ４３

103231703 枝雀落語大全　第３１集 桂  枝雀∥演者 カ７５

103231712 枝雀落語大全　第３２集 桂  枝雀∥演者 カ７６

103231721 枝雀落語大全　第３３集 桂  枝雀∥演者 カ７７

103266651 枝雀落語大全　第３４集 桂  枝雀∥演者 ２０Ｆ

103231749 枝雀落語大全　第３５集 桂  枝雀∥演者 カ７９

103263348 枝雀落語大全　第３６集 桂  枝雀∥演者 2001 ２９Ｂ

103266660 枝雀落語大全　第３７集 桂  枝雀∥演者 ２１Ｆ

103231776 枝雀落語大全　第３８集 桂  枝雀∥演者 カ８２

103231785 枝雀落語大全　第３９集 桂  枝雀∥演者 カ８３

103266679 枝雀落語大全　第４０集 桂  枝雀∥演者 ２２Ｆ

103220976 枝雀英語落語・イン・Ｕ．Ｓ．Ａ． 桂  枝雀∥演者 1996 Ｕ６８

103223117 枝雀落語らいぶ，その21 桂  枝雀∥演者 1997 Ｗ８２

103223108 桂雀々　落語のひろば，その１ 桂　雀々∥演者 1997 Ｗ８１

103224602 桂雀々  落語のひろば，その２ 桂  雀々∥演者 1998 Ｙ７３
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103283300 新作江戸噺十二ヶ月 春風亭  一之助∥演者 2020 ９５Ｚ

103279143 立川志らく／文七元結 立川  志らく∥演者 2018 ７０Ｖ

103268073 立川志らく  １ 立川  志らく∥演者 2016 ６５Ｇ

103267416 立川志らく  ２ 立川  志らく∥演者 2016 ９８Ｆ

103220985
五代目　古今亭志ん生　ベスト・コレクション
女学校操競孝女おえんの伝

古今亭　志ん生
（五代目）∥演者 1996 Ｕ６９

103221047
五代目　古今亭志ん生　ベスト・コレクション
芝浜／姫かたり

古今亭　志ん生
（五代目）∥演者 1996 Ｕ７５

103221074
五代目　古今亭志ん生　ベスト・コレクション
お初徳兵衛／風呂敷

古今亭　志ん生
（五代目）∥演者 1996 Ｕ７８

103220994
五代目　古今亭志ん生　ベスト・コレクション
茶金／雨の将棋

古今亭　志ん生
（五代目）∥演者 1996 Ｕ７０

103221010
五代目　古今亭志ん生　ベスト・コレクション
 三軒長屋（上）／後生鰻

古今亭　志ん生
（五代目）∥演者 1996 Ｕ７２

103221029
五代目　古今亭志ん生　ベスト・コレクション
黄金餅／へっつい幽霊

古今亭　志ん生
（五代目）∥演者 1996 Ｕ７３

103277541
五代目・古今亭志ん生／ベスト落語集
「哀楽編」決定盤

古今亭　志ん生
（五代目）∥演者 2018 ０９Ｔ

103277497
五代目・古今亭志ん生／ベスト落語集
「爆笑編」決定盤

古今亭　志ん生
（五代目）∥演者 2018 ０４Ｔ

103165509 五代目古今亭志ん生  特選蔵出し古典落語  １
古今亭　志ん生
（五代目）∥演者 2004 ソ３７

103165518 五代目古今亭志ん生  特選蔵出し古典落語  ２
古今亭　志ん生
（五代目）∥演者 2004 ソ３８

103279152 古今亭志ん生／ベスト  決定盤 古今亭  志ん生∥演者 2018 ７１Ｖ

103254942 古今亭志ん朝／明烏 古今亭  志ん朝∥演者 2009 ヤ３５

103217691 古今亭志ん朝　５ 古今亭　志ん朝∥演者 1995 Ｒ２４

103217709 古今亭志ん朝　６ 古今亭　志ん朝∥演者 1995 Ｒ２５

103264680 志ん朝初出し  １ 古今亭  志ん朝∥演者 2013 ２０Ｄ

103263726 志ん朝初出し  ２ 古今亭  志ん朝∥演者 2013 ２１Ｃ

103264699 志ん朝初出し  ３ 古今亭  志ん朝∥演者 2013 ２１Ｄ

103263735 志ん朝初出し  ４ 古今亭  志ん朝∥演者 2013 ２２Ｃ
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103263744 志ん朝初出し  ５ 古今亭  志ん朝∥演者 2013 ２３Ｃ

103264707 志ん朝初出し  ７ 古今亭  志ん朝∥演者 2013 ２２Ｄ

103263762 志ん朝初出し  ８ 古今亭  志ん朝∥演者 2013 ２５Ｃ

103233459 志ん朝復活（は）「酢豆腐」「鰻の幇間」 古今亭　志ん朝∥落語 ク７５

103233440 志ん朝復活（ろ）「唐茄子屋政談」 古今亭　志ん朝∥落語 ク７４

103265111 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第１集 立川  談志∥演者 2013 ６３Ｄ

103265120 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第２集 立川  談志∥演者 2013 ６４Ｄ

103265139 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第３集 立川  談志∥演者 2013 ６５Ｄ

103265148 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第４集 立川  談志∥演者 2013 ６６Ｄ

103265157 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第５集 立川  談志∥演者 2013 ６７Ｄ

103265166 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第６集 立川  談志∥演者 2013 ６８Ｄ

103265175 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第７集 立川  談志∥演者 2013 ６９Ｄ

103265184 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第８集 立川  談志∥演者 2013 ７０Ｄ

103265193 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第９集 立川  談志∥演者 2013 ７１Ｄ

103265201 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第１０集 立川  談志∥演者 2013 ７２Ｄ

103265210 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第１１集 立川  談志∥演者 2013 ７３Ｄ

103265229 談志ＣＤ大全～立川談志２１世紀ＢＯＸ  第１２集 立川  談志∥演者 2013 ７４Ｄ

103251116
立川談志／プレミアム・ベスト落語ＣＤ集
らくだ 立川  談志∥演者 2008 マ５５

103251125
立川談志／プレミアム・ベスト落語ＣＤ集
勘定板／五貫裁き 立川  談志∥演者 2008 マ５６

103193274
立川談志／プレミアム・ベスト落語ＣＤ集
金玉医者／白井権八 立川  談志∥演者 2008 ワ７６

103251134
立川談志／プレミアム・ベスト落語ＣＤ集
芝浜 立川  談志∥演者 2008 マ５７

103251161
立川談志／プレミアム・ベスト落語ＣＤ集
松曳き／九州吹き戻し 立川  談志∥演者 2008 マ６０
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103251143
立川談志／プレミアム・ベスト落語ＣＤ集
二階ぞめき／やかん 立川  談志∥演者 2008 マ５８

103251099
立川談志／プレミアム・ベスト落語ＣＤ集
風呂敷／笑い茸～胡椒のくやみ 立川  談志∥演者 2008 マ５３

103251107
立川談志／プレミアム・ベスト落語ＣＤ集
与太郎噺三本立て（かぼちゃ屋、豆屋、孝行糖） 立川  談志∥演者 2008 マ５４

103251080
立川談志／プレミアム・ベスト落語ＣＤ集
饅頭怖い／ねずみ穴 立川  談志∥演者 2008 マ５２

103279161 東宝名人会／立川談志（七代目）
立川  談志
（七代目）∥演者 2019 ７２Ｖ

103274256 東宝名人会／三遊亭圓楽（五代目）
三遊亭  圓楽
（五代目）∥演者 2017 ７２Ｐ

103274265 東宝名人会／橘家圓蔵（八代目）
橘家  圓蔵
（八代目）∥演者 2017 ７３Ｐ

103248714 南光落語ライブ  １  素人浄瑠璃／あくびの稽古 桂  南光∥演者 1995 フ９１

103248723 南光落語ライブ  ２  算段の平兵衛／花筏 桂  南光∥演者 1996 フ９２

103248732 南光落語ライブ  ３  らくだ／初天神 桂  南光∥演者 1997 フ９３

103248741 南光落語ライブ  ４  ちりとてちん／骨つり 桂  南光∥演者 1997 フ９４

103248750 南光落語ライブ  ５  はてなの茶碗／青菜 桂  南光∥演者 1997 フ９５

103248769 南光落語ライブ  ６  質屋蔵／二番煎じ 桂  南光∥演者 2000 フ９６

103248778 南光落語ライブ  ７  持参金／桜の宮 桂  南光∥演者 2000 フ９７

103248787 南光落語ライブ  ８  五貫裁き／胴斬り 桂  南光∥演者 2001 フ９８

103248796 南光落語ライブ  ９  小言幸兵衛／阿弥陀池 桂  南光∥演者 2001 フ９９

103241810
上方落語特選／笑福亭仁鶴
第１集  初天神／貧乏花見 笑福亭  仁鶴∥演者 2004 ト００

103241838
上方落語特選／笑福亭仁鶴
第３集  壷算／湯屋番 笑福亭  仁鶴∥演者 2004 ト０２

103241847
上方落語特選／笑福亭仁鶴
第４集  不動坊／延陽伯 笑福亭  仁鶴∥演者 2004 ト０３

103241865
上方落語特選／笑福亭仁鶴
第６集  借家怪談／鉄砲勇助／道具屋 笑福亭  仁鶴∥演者 2004 ト０５

103241874
上方落語特選／笑福亭仁鶴
第７集  池田の猪買い／牛ほめ 笑福亭  仁鶴∥演者 2004 ト０６

103241900
上方落語特選／笑福亭仁鶴
第１０集  崇徳院／次の御用日 笑福亭  仁鶴∥演者 2004 ト０９
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103234241
日本の伝統芸能シリーズ　落語９
三代笑福亭仁鶴 笑福亭  仁鶴∥演者 コ３５

103256977
月亭八方／落語誘笑会  パート１
ＡＫＯ４７～新説赤穂浪士伝～  莨の火 月亭  八方∥演者 2012 ヨ７５

103228653 春団冶三代～初代桂春団冶１５ 桂　春団冶∥口演 2000 ウ８４

103259433 上方落語・初代桂春団治大全集  第１集
桂  春団冶
（初代）∥演者 2013 ル８２

103259442 上方落語・初代桂春団治大全集  第２集
桂  春団冶
（初代）∥演者 2013 ル８３

103259451 上方落語・初代桂春団治大全集  第３集
桂  春団冶
（初代）∥演者 2013 ル８４

103259460 上方落語・初代桂春団治大全集  第４集
桂  春団冶
（初代）∥演者 2013 ル８５

103259479 上方落語・初代桂春団治大全集  第５集
桂  春団冶
（初代）∥演者 2013 ル８６

103265058 二代目桂春團治ライブ十番  第１巻
桂  春團治
（二代目）∥演者 2011 ５７Ｄ

103265067 二代目桂春團治ライブ十番  第２巻
桂  春團治
（二代目）∥演者 2011 ５８Ｄ

103265076 二代目桂春團治ライブ十番  第３巻
桂  春團治
（二代目）∥演者 2011 ５９Ｄ

103265085 二代目桂春團治ライブ十番  第４巻
桂  春團治
（二代目）∥演者 2011 ６０Ｄ

103265094 二代目桂春團治ライブ十番  第５巻
桂  春團治
（二代目）∥演者 2011 ６１Ｄ

103265102 二代目桂春團治ライブ十番  別巻  特別復刻盤
桂  春團治
（二代目）∥演者 2011 ６２Ｄ

103272221 おやこ寄席ライブ  １ 桂  文我∥演者 2017 ３０Ｍ

103273581 おやこ寄席ライブ  ２ 桂  文我∥演者 2017 ７３Ｎ

103273590 おやこ寄席ライブ  ３ 桂  文我∥演者 2017 ７４Ｎ

103273608 おやこ寄席ライブ  ４ 桂  文我∥演者 2017 ７５Ｎ

103273617 おやこ寄席ライブ  ５ 桂  文我∥演者 2017 ７６Ｎ

103273626 おやこ寄席ライブ  ６ 桂  文我∥演者 2017 ７７Ｎ

103273635 おやこ寄席ライブ  ７ 桂  文我∥演者 2017 ７８Ｎ

103281799 東宝名人会／桂文治（十代目）
桂  文治
（十代目）∥演者 2019 ４２Ｙ
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103241658 桂文珍  １  後生鰻・七段目 桂  文珍∥演者 1998 ２７Ｄ

103241667 桂文珍  ２  蔵丁稚・宿屋仇 桂  文珍∥演者 1999 テ８５

103241676 桂文珍  ３  心中恋電脳＋楽屋スナップ 桂  文珍∥演者 2000 テ８６

103264761 桂文珍  ４  はてなの茶碗・星野屋 桂  文珍∥演者 2000 ２８Ｄ

103264770 桂文珍  ５  老婆の休日／ヘイ・マスター 桂  文珍∥演者 2001 ２９Ｄ

103241702 桂文珍  ６  らくだ 桂  文珍∥演者 2001 テ８９

103241711 桂文珍  ７  鷺取り・不動坊 桂  文珍∥演者 2001 テ９０

103264789 桂文珍  ８  手水廻し・愛宕山 桂  文珍∥演者 2002 ３０Ｄ

103264798 桂文珍  ９  地獄八景亡者の戯れ 桂  文珍∥演者 2002 ３１Ｄ

103264806 桂文珍  １０  稽古屋・軒付け 桂  文珍∥演者 2003 ３２Ｄ

103241757 桂文珍  １１  青菜・親子茶屋 桂  文珍∥演者 2003 ３３Ｄ

103241766 桂文珍  １２  高津の富・天狗裁き 桂  文珍∥演者 2003 ３４Ｄ

103264833 桂文珍  １３  算段の平兵衛／新版・豊竹屋 桂  文珍∥演者 2004 ３５Ｄ

103241775 桂文珍  １４  胴乱の幸助・老楽風呂 桂  文珍∥演者 2004 ３６Ｄ

103241784 桂文珍  １５  宿替え・饅頭こわい 桂  文珍∥演者 2005 テ９７

103241793 桂文珍  １６  新・世帯念仏／三枚起請 桂  文珍∥演者 2005 ２７Ｃ

103263799 桂文珍  １７  悋気の独楽・七度狐 桂  文珍∥演者 2006 ２８Ｃ

103249290 桂文珍  １８  住吉駕篭・船弁慶 桂  文珍∥演者 2006 ３８Ｄ

103249317 桂文珍  １９  池田の猪買い・包丁間男 桂  文珍∥演者 2006 ３９Ｄ

103255482 ザ・ベスト／上方落語入門
桂  米朝
（三代目）∥演者 2012 ヤ９３

103283319 桂米朝／昭和の名演百噺  其の１ 桂  米朝∥演者 2020 ９６Ｚ

103283328 桂米朝／昭和の名演百噺  其の２ 桂  米朝∥演者 2020 ９７Ｚ
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103283337 桂米朝／昭和の名演百噺  其の３ 桂  米朝∥演者 2020 ９８Ｚ

103283346 桂米朝／昭和の名演百噺  其の４ 桂  米朝∥演者 2020 ９９Ｚ

103283355 桂米朝／昭和の名演百噺  其の５ 桂  米朝∥演者 2020 ００ア

103283364 桂米朝／昭和の名演百噺  其の６ 桂  米朝∥演者 2020 ０１ア

103283373 桂米朝／昭和の名演百噺  其の７ 桂  米朝∥演者 2020 ０２ア

103283382 桂米朝／昭和の名演百噺  其の８ 桂  米朝∥演者 2020 ０３ア

103283391 桂米朝／昭和の名演百噺  其の９ 桂  米朝∥演者 2020 ０４ア

103283409 桂米朝／昭和の名演百噺  其の１０ 桂  米朝∥演者 2020 ０５ア

103283418 桂米朝／昭和の名演百噺  其の１１ 桂  米朝∥演者 2020 ０６ア

103283427 桂米朝／昭和の名演百噺  其の１２ 桂  米朝∥演者 2020 ０７ア

103283436 桂米朝／昭和の名演百噺  其の１３ 桂  米朝∥演者 2020 ０８ア

103283445 桂米朝／昭和の名演百噺  其の１４ 桂  米朝∥演者 2020 ０９ア

103283454 桂米朝／昭和の名演百噺  其の１５ 桂  米朝∥演者 2020 １０ア

103283463 桂米朝／昭和の名演百噺  其の１６ 桂  米朝∥演者 2020 １１ア

103283472 桂米朝／昭和の名演百噺  其の１７ 桂  米朝∥演者 2020 １２ア

103283481 桂米朝／昭和の名演百噺  其の１８ 桂  米朝∥演者 2020 １３ア

103283490 桂米朝／昭和の名演百噺  其の１９ 桂  米朝∥演者 2020 １４ア

103283508 桂米朝／昭和の名演百噺  其の２０ 桂  米朝∥演者 2020 １５ア

103283517 桂米朝／昭和の名演百噺  其の２１ 桂  米朝∥演者 2020 １６ア

103283526 桂米朝／昭和の名演百噺  其の２２ 桂  米朝∥演者 2020 １７ア

103283535 桂米朝／昭和の名演百噺  其の２３ 桂  米朝∥演者 2020 １８ア

103283544 桂米朝／昭和の名演百噺  其の２４ 桂  米朝∥演者 2020 １９ア
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103283553 桂米朝／昭和の名演百噺  其の２５ 桂  米朝∥演者 2020 ２０ア

103283562 桂米朝／昭和の名演百噺  其の２６ 桂  米朝∥演者 2020 ２１ア

103283571 桂米朝／昭和の名演百噺  其の２７ 桂  米朝∥演者 2020 ２２ア

103283580 桂米朝／昭和の名演百噺  其の２８ 桂  米朝∥演者 2020 ２３ア

103283599 桂米朝／昭和の名演百噺  其の２９ 桂  米朝∥演者 2020 ２４ア

103283607 桂米朝／昭和の名演百噺  其の３０ 桂  米朝∥演者 2020 ２５ア

103283616 桂米朝／昭和の名演百噺  其の３１ 桂  米朝∥演者 2020 ２６ア

103283625 桂米朝／昭和の名演百噺  其の３２ 桂  米朝∥演者 2020 ２７ア

103283634 桂米朝／昭和の名演百噺  其の３３ 桂  米朝∥演者 2020 ２８ア

103283643 桂米朝／昭和の名演百噺  其の３４ 桂  米朝∥演者 2020 ２９ア

103283652 桂米朝／昭和の名演百噺  其の３５ 桂  米朝∥演者 2020 ３０ア

103283661 桂米朝／昭和の名演百噺  其の３６ 桂  米朝∥演者 2020 ３１ア

103283670 桂米朝／昭和の名演百噺  其の３７ 桂  米朝∥演者 2020 ３２ア

103283689 桂米朝／昭和の名演百噺  其の３８ 桂  米朝∥演者 2020 ３３ア

103283698 桂米朝／昭和の名演百噺  其の３９ 桂  米朝∥演者 2020 ３４ア

103283706 桂米朝／昭和の名演百噺  其の４０ 桂  米朝∥演者 2020 ３５ア

103269694
桂米朝／上方落語選集
～旅のはなし～  １（１～４） 桂  米朝∥演者 2016 ９９Ｆ、６８Ｊ

103267434
桂米朝／上方落語選集
～旅のはなし～  ２ （５～７） 桂  米朝∥演者 2016 １Ｇ

103247256
桂米朝／上方落語大全集  第１期  第１集
愛宕山／犬の目／魚の狂句 桂  米朝∥演者 2006 ヒ２４

103247247
桂米朝／上方落語大全集  第１期  第２集
宿屋仇／厄拂い 桂  米朝∥演者 2006 ヒ２５

103247265
桂米朝／上方落語大全集  第１期  第３集
猫の忠信／くしゃみ講釈 桂  米朝∥演者 2006 ヒ２６

103247274
桂米朝／上方落語大全集  第１期  第４集
阿弥陀池／軽業／動物園 桂  米朝∥演者 2006 ヒ２７
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103247283
桂米朝／上方落語大全集  第１期  第５集
佐々木裁き／米揚げ笊／狸の賽 桂  米朝∥演者 2006 ヒ２８

103247292
桂米朝／上方落語大全集  第１期  第６集
仔猫／京の茶漬／親子酒 桂  米朝∥演者 2006 ヒ２９

103247300
桂米朝／上方落語大全集  第１期  第７集
算段の平兵衛／蟇の油／商売根問 桂  米朝∥演者 2006 ヒ３０

103247319
桂米朝／上方落語大全集  第１期  第８集
どうらんの幸助／明石飛脚～世帯念佛 桂  米朝∥演者 2006 ヒ３１

103247328
桂米朝／上方落語大全集  第１期  第９集
 鯉舟／足上り／いもりの黒焼き 桂  米朝∥演者 2006 ヒ３２

103247337
桂米朝／上方落語大全集  第１期  第１０集
地獄八景亡者戯 桂  米朝∥演者 2006 ヒ３３

103247346
桂米朝／上方落語大全集  第２期  第１１集
百年目／肝つぶし 桂  米朝∥演者 2006 ヒ３４

103247355
桂米朝／上方落語大全集  第２期  第１２集
景清／軒づけ 桂  米朝∥演者 2006 ヒ３５

103247364
桂米朝／上方落語大全集  第２期  第１３集
怪談市川堤／親茶屋 桂  米朝∥演者 2006 ヒ３６

103247373
桂米朝／上方落語大全集  第２期  第１４集
鹿政談／不精の代参／兵庫船 桂  米朝∥演者 2006 ヒ３７

103247382
桂米朝／上方落語大全集  第２期  第１５集
骨つり／貧乏花見 桂  米朝∥演者 2006 ヒ３８

103247409
桂米朝／上方落語大全集  第２期  第１７集
蔵丁稚／三年酒／天狗さし 桂  米朝∥演者 2006 ヒ４０

103247418
桂米朝／上方落語大全集  第２期  第１８集
三枚記請／二人ぐせ 桂  米朝∥演者 2006 ヒ４１

103247427
桂米朝／上方落語大全集  第２期  第１９集
一文笛／住吉駕篭 桂  米朝∥演者 2006 ヒ４２

103247436
桂米朝／上方落語大全集  第２期  第２０集
皿屋敷／植木屋／稲荷俥 桂  米朝∥演者 2006 ヒ４３

103247445
桂米朝／上方落語大全集  第３期  第２１集
口入屋／つぼ算 桂  米朝∥演者 2006 ヒ４４

103247463
桂米朝／上方落語大全集  第３期  第２３集
不動坊／小倉船 桂  米朝∥演者 2006 ヒ４６

103247472
桂米朝／上方落語大全集  第３期  第２４集
饅頭こわい／卯の日／まめだ 桂  米朝∥演者 2006 ヒ４７

103247481
桂米朝／上方落語大全集  第３期  第２５集
かわり目／次の御用日／つる 桂  米朝∥演者 2006 ヒ４８

103247490
桂米朝／上方落語大全集  第３期  第２６集
はてなの茶碗／夏の医者／口合小町 桂  米朝∥演者 2006 ヒ４９

103247508
桂米朝／上方落語大全集  第３期  第２７集
七度狐／猫の茶碗／かけとり 桂  米朝∥演者 2006 ヒ５０

103247526
桂米朝／上方落語大全集  第３期  第２９集
百人坊主／花筏 桂  米朝∥演者 2006 ヒ５２
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103247535
桂米朝／上方落語大全集  第３期  第３０集
たちぎれ線香／矢橋船 桂  米朝∥演者 2006 ヒ５３

103244439
桂米朝／上方落語大全集  第４期  第３２集
崇徳院／看板の一／狸の化 桂  米朝∥演者 2006 ニ７９

103244448
桂米朝／上方落語大全集  第４期  第３３集
高津の富／田楽喰い／除夜 桂  米朝∥演者 2006 ニ８０

103244457
桂米朝／上方落語大全集  第４期  第３４集
池田の猪買い／馬の 桂  米朝∥演者 2006 ニ８１

103244466
桂米朝／上方落語大全集  第４期  第３５集
天狗さばき／近江八 桂  米朝∥演者 2006 ニ８２

103244475
桂米朝／上方落語大全集  第４期  第３６集
しまつの極意／坊主 桂  米朝∥演者 2006 ニ８３

103244510
桂米朝／上方落語大全集  第４期  第４０集
こぶ弁慶／子ほめ 桂  米朝∥演者 2006 ニ８７

103164582 特選！！米朝落語全集第一集 桂  米朝∥演者 1990 サ６０

103164591 特選！！米朝落語全集第二集 桂  米朝∥演者 1990 サ６１

103241919 特選！！米朝落語全集第三集 桂  米朝∥演者 1989 ト１０

103273194 特選！！米朝落語全集第四集 桂  米朝∥演者 1990 ２８Ｎ

103241928 特選！！米朝落語全集第五集 桂  米朝∥演者 1990 ト１１

103164627 特選！！米朝落語全集第六集 桂  米朝∥演者 1991 サ６４

103266561 特選！！米朝落語全集第八集 桂  米朝∥演者 1991 １１Ｆ

103163871 特選！！米朝落語全集第九集 桂  米朝∥演者 1991 ケ８４

103164645 特選！！米朝落語全集第十集 桂  米朝∥演者 1991 サ６６

103164654 特選！！米朝落語全集第十一集 桂  米朝∥演者 1991 サ６７

103164663 特選！！米朝落語全集第十二集 桂  米朝∥演者 1991 サ６８

103266570 特選！！米朝落語全集第十三集 桂  米朝∥演者 1991 １２Ｆ

103163899 特選！！米朝落語全集第十四集 桂  米朝∥演者 1991 ケ８６

103164672 特選！！米朝落語全集第十五集 桂  米朝∥演者 1991 サ６９

103164681 特選！！米朝落語全集第十七集 桂  米朝∥演者 1991 サ７０
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103164690 特選！！米朝落語全集第十八集 桂  米朝∥演者 1991 サ７１

103163907 特選！！米朝落語全集 第二十集 桂  米朝∥演者 1991 ケ８７

103163925 特選！！米朝落語全集第二十二集 桂  米朝∥演者 1991 ケ８９

103163934 特選！！米朝落語全集第二十三集 桂  米朝∥演者 1991 ケ９０

103163943 特選！！米朝落語全集第二十四集 桂  米朝∥演者 1991 ケ９１

103266589 特選！！米朝落語全集第二十五集 桂  米朝∥演者 1991 １３Ｆ

103163952 特選！！米朝落語全集第二十六集 桂  米朝∥演者 1992 ケ９２

103164717 特選！！米朝落語全集第二十七集 桂  米朝∥演者 1992 サ７３

103261520 特選！！米朝落語全集第二十八集 桂  米朝∥演者 1992 ワ３９

103164726 特選！！米朝落語全集第二十九集 桂  米朝∥演者 1992 サ７４

103163989 特選！！米朝落語全集第三十一集 桂  米朝∥演者 1995 ケ９５

103164735 特選！！米朝落語全集第三十二集 桂  米朝∥演者 1993
サ７５
ト１２

103164744 特選！！米朝落語全集第三十三集 桂  米朝∥演者 1993
ト１３
ハ９０

103260062 特選！！米朝落語全集第三十四集 桂  米朝∥演者 1993 レ４５

103164753 特選！！米朝落語全集第三十五集 桂  米朝∥演者 1993 サ７７

103260071 特選！！米朝落語全集第三十六集 桂  米朝∥演者 1993 レ４６

103164762 特選！！米朝落語全集第三十七集 桂  米朝∥演者 1993 サ７８

103164005 特選！！米朝落語全集第三十八集 桂  米朝∥演者 1993 ケ９７

103246914 特選！！米朝落語全集第三十九集 桂  米朝∥演者 1993 ハ９１

103164023 特選！！米朝落語全集第四十集 桂  米朝∥演者 1993 ケ９９

103165590 三代目桂三木助 桂  三木助∥演者 2004 ソ４６

103276029
親子できこう子ども落語集
寿限無・時そば・ちりとてちん オムニバス∥演者 2017 ５１R
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103276948 上方演芸／戦前黄金時代の名人たち オムニバス∥演者 2018 ４８Ｓ

103285786 古典落語入門／ベスト  決定版
三遊亭  圓生
（六代目）他∥演者 2021 ５４Ｌ

103286910 こどもと楽しむ５分落語 オムニバス∥演者 2021 ６１エ

103273563 三遊亭遊馬のこども落語 三遊亭  遊馬∥演者 2017 ７１Ｎ

103273572 三遊亭遊馬のこども落語  ２ 三遊亭  遊馬∥演者 2017 ７２Ｎ

103286884 三遊亭遊馬のこども落語  ３ 三遊亭  遊馬∥演者 2021 ５８エ

103286893 三遊亭遊馬のこども落語  ４ 三遊亭  遊馬∥演者 2021 ５９エ

103286901 三遊亭遊馬のこども落語  ５ 三遊亭  遊馬∥演者 2021 ６０エ

103283292　他 知っておきたい、古典落語入門／ベスト オムニバス∥演者 2020 ９４Ｚ、６７Ｐ

103287955 だれでも楽しい５分落語 オムニバス∥演者 2021 ７０オ

103263771 特選古典落語入門ベスト  春の巻 オムニバス∥演者 2015 ２６Ｃ

103264725 特選古典落語入門ベスト  初夏の巻 オムニバス∥演者 2014 ２４Ｄ

103264716 特選古典落語入門ベスト  夏の巻 オムニバス∥演者 2014 ２３Ｄ

103264734 特選古典落語入門ベスト  秋の巻 オムニバス∥演者 2014 ２６Ｄ

103264743 特選古典落語入門ベスト  冬の巻 オムニバス∥演者 2014 ２５Ｄ

103279116 特選・古典落語／ベスト  決定盤 オムニバス∥演者 2018 ６７Ｖ

103271501 特選・古典落語／ベスト  ２  決定盤 オムニバス∥演者 2016 ５７Ｌ

103279125 特選・新作落語／ベスト  決定盤 オムニバス∥演者 2018 ６８Ｖ

103276065 星寄席 星  新一∥原作 2015 ５５Ｒ

103274210 毎日新聞落語会名演集  第壱集 柳家  さん喬∥演者 2018 ６８Ｐ

103274229 毎日新聞落語会名演集  第弐集 オムニバス∥演者 2018 ６９Ｐ

103274238 毎日新聞落語会名演集  第参集 オムニバス∥演者 2018 ７０Ｐ

落語　20 / 21 ページ



資料番号 ＣＤタイトル　（落語） 歌手／演奏者等 出版年 通し番号

103281654 みんなで楽しむ５分落語 オムニバス∥演者 2019 ２８Ｙ

103281573
落語入門
三代目三遊亭金馬・五代目古今亭志ん生・五代目柳家小

三遊亭  金馬
（三代目）∥(他)演者 2019 ２０Ｙ

103244529
落語名演ガイド集  １
古今亭志ん生：火焔太鼓／そば清／饅頭恐い

古今亭  志ん生
（五代目）∥演者 2006 ニ８８

103244538
落語名演ガイド集  ２
三遊亭圓生：八五郎出世

三遊亭  圓生
（六代目）∥演者 2006 ニ８９

103244547
落語名演ガイド集  ３
桂文楽：寝床／桂三木助：芝浜

桂  文楽
（八代目）∥演者 2006 ニ９０

103244556
落語名演ガイド集  ４
三遊亭金馬：居酒屋／転失気／お化け長屋

三遊亭  金馬
（三代目）∥演者 2006 ニ９１

103244565
落語名演ガイド集  ５
林家正蔵：天災／古今亭今輔：お婆さんの縁談

林家  正蔵
（八代目）∥演者 2006 ニ９２

103244574
落語名演ガイド集  ６
金原亭馬生：目黒のさんま／明烏

金原亭  馬生
（十代目）∥演者 2006 ニ９３

103244583
落語名演ガイド集  ７
春風亭柳朝：品川心中／三遊亭小圓遊：崇徳院 春風亭  柳朝∥演者 2006 ニ９４

103244592
落語名演ガイド集  ８
柳家小さん：狸／御神酒徳利

柳家  小さん
（五代目）∥演者 2006 ニ９５

103244600
落語名演ガイド集  ９
三遊亭歌奴：授業中／柳亭痴楽：ラブレタ

三遊亭  歌奴・
柳亭  痴楽∥演者 2006 ニ９６
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