2019 年 2 月 18 日

報道関係各位

日本コロムビアの名曲
100 曲内蔵の CD プレーヤー
105 周年を迎えた日本コロムビアが
「アナバス オーディオ／by コロムビア」

時代を切り開く次世代のアーティストを募集する
株式会社ユーキャンより通信販売限定で全国発売

日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 阿部 三代松、以下「当社」）は、株式会社
ユーキャン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 品川 泰一）のオリジナル販売商品として、株式会社太知
ホールディングス（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 川村 修三）製造で 100 曲のクラシック、ジャズ、
イージーリスニング音楽などをプリセットした CD プレーヤー、「アナバスオーディオ CD クロックラジオシステム
／by コロムビア」の全国キャンペーンが 2 月 18 日に開始されたことをお知らせします。
この商品は木目調でインテリアとしても映える洗練されたデザインのボディで置き場を選ばない縦型コンパク
トサイズ。誰にでも簡単に音楽を楽しめるシンプルな操作性と安心の日本語表記。音質にもこだわりを見せる
ステレオスピーカーとスーパーウーファー。ずっと聴いていても疲れない、皆様の生活に潤いを与えるオーディ
オプレーヤーです。
今回は当社が誇るクラシック、ジャズの名曲、イージーリスニングの楽曲 100 曲を本体に内蔵し、しかもアナ
バスオーディオ／by コロムビア用に音もチューニングされ、買ってからすぐに本体のみで珠玉のサウンドを楽し
めます。いい音楽のある、優雅な大人の時間を過ごしてみませんか？音を出して楽しんでもらいたいオーディ
オプレーヤーの登場です。
本体の色はシックで上品な茶色の木目調の「通常モデル」と、スタイリッシュで高級感あふれる「プレミアムブ
ラックモデル」（ユーキャン通販ショップウェブサイト限定カラー／500 台限定）の 2 種類をご用意しております。

「アナバスオーディオ CD クロックラジオシステム／by コロムビア」は
株式会社ユーキャンでの通信販売限定となります。
ご購入はユーキャン通販ショップウェブサイト
（http://www.u-can.co.jp/mm20190218nr/）からお願いいたします
※ブラックモデルは株式会社ユーキャン通販ショップウェブサイト限定、500 台限定販売です。
（商品仕様は木目調通常モデルと同仕様です）
販売価格 49,800 円（税込）
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『[名曲 100 曲入りユーキャン限定モデル]
アナバスオーディオコロムビア CD クロックラジオシステム／by コロムビア』
♪ 内蔵音楽曲目一覧 ♪
No.

曲名

演奏者

【クラシック】 35曲
1 ペール・ギュント～朝（グリーグ）
2 ラルゴ（オンブラ・マイ・フ）（ヘンデル）
3 フルートとハープのための協奏曲～第２楽章（モーツァルト）
4 愛のあいさつ（エルガー）
5 雨だれの前奏曲（ショパン）
6 ジムノペディ 第１番
7 アルルの女～メヌエット（ビゼー）
8 アラベスク第1番（ドビュッシー）
9 ワルツ変イ長調（ブラームス）
10 別れの曲（ショパン）
11 愛の夢第３番（リスト）
12 管弦楽組曲第３番～アリア（バッハ）
13 パッヘルベルのカノン（パッヘルベル）
14 タイスの瞑想曲（マスネ）
15 白鳥（サン＝サーンス）
16 精霊の踊り（グルック）
17 美しきロスマリン（クライスラー）
18 ピアノ・ソナタ第15番～第1楽章（モーツァルト）
19 ピアノ・ソナタ第11番～トルコ行進曲（モーツァルト）
20 小犬のワルツ（ショパン）
21 ユーモレスク（ドヴォルザーク）
22 トロイメライ（シューマン）
23 シチリアーノ（フォーレ）
24 亜麻色の髪の乙女（ドビュッシー）
25 歌の翼に（メンデルスゾーン）
26 愛の喜び（クライスラー）
27 ワルツ第7番 嬰ハ短調（ショパン）
28 幻想即興曲（ショパン）
29 弦楽四重奏曲《狩》～第1楽章（モーツァルト）
30 アイネ・クライネ・ナハトムジーク～第1楽章（モーツァルト）
31 ノクターン第2番変ホ長調（ショパン）
32 月の光（ドビュッシー）
33 ジュ・トゥ・ヴ（サティ）
34 愛の悲しみ（クライスラー）
35 夢のあとに（フォーレ）

ヴァーツラフ・スメターチェク指揮プラハ交響楽団
イタリア合奏団
アンドラーシュ・アドリアン（フルート）、スザンナ・ミルドニアン（ハープ）,

チー・ユン（ヴァイオリン）、江口玲（ピアノ）

ニキタ・マガロフ（ピアノ）
高橋悠治（ピアノ）
エマニュエル・クリヴィヌ指揮 国立リヨン管弦楽団
ジャック・ルヴィエ（ピアノ）
イリーナ・メジューエワ（ピアノ）
アルトゥール・モレイラ＝リマ（ピアノ）
ジャン＝イヴ・ティボーデ（ピアノ）
イタリア合奏団
イタリア合奏団
チー・ユン（ヴァイオリン）、江口玲（ピアノ）
ヤノーシュ・シュタルケル（チェロ）、岩崎淑（ピアノ）
マクサンス・ラリュー（フルート）、霧生トシ子（ピアノ）
ジェラール・ジャリ（ヴァイオリン）、岩崎淑（ピアノ）
イングリット・ヘブラー（ピアノ）
イングリット・ヘブラー（ピアノ）

ブルーノ・リグット(ピアノ）
小林美恵（ヴァイオリン）、江口玲（ピアノ）
ジョン・オコーナー（ピアノ）
マクサンス・ラリュー（フルート）、霧生トシ子（ピアノ）
ジャック・ルヴィエ（ピアノ）
加藤知子（ヴァイオリン）、ダン・サンダース（ピアノ）
ジェラール・ジャリ（ヴァイオリン）、岩崎淑（ピアノ）
ブルーノ・リグット(ピアノ）
ブルーノ・リグット(ピアノ）
スメタナ四重奏団
エマニュエル・クリヴィヌ指揮 シンフォニア・ヴァルソヴィア

アルトゥール・モレイラ＝リマ（ピアノ）
ジャック・ルヴィエ（ピアノ）
高橋悠治（ピアノ）
ジェラール・ジャリ（ヴァイオリン）、岩崎淑（ピアノ）
藤原真理（チェロ）、岡本美智子（ピアノ）

【イージー・リスニング】 40曲
36 ムーン・リヴァー～「ティファニーで朝食を」より
37 タラのテーマ～「風とともに去りぬ」より
38 アラビアのロレンス～「アラビアのロレンス」より
39 モア～「世界残酷物語」より
40 シャレード
41 追憶～「追憶」より
42 シェルブールの雨傘～「シェルブールの雨傘」より
43 白い恋人たち～「白い恋人たち」より
44 ロミオとジュリエット～「ロミオとジュリエット」
45 ある愛の詩～「ある愛の詩」より
46 太陽がいっぱい～「太陽がいっぱい」より
47 男と女～「男と女」より
48 第三の男～「第三の男」より
49 ゴッド・ファーザー～愛のテーマ
50 カヴァティーナ～「ディア・ハンター」より
51 ひまわり
52 シンドラーのリストのテーマ
53 抱きしめたい
54 ハード・デイズ・ナイト
55 ミッシェル
56 イエスタデイ
57 ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア
58 フール・オン・ザ・ヒル
59 ヘイ・ジュード
60 レット・イット・ビー
61 イマジン
62 未知との遭遇のテーマ～「未知との遭遇」より
63 スーパーマンのテーマ～「スーパーマン」より
64 Ｅ．Ｔ．のテーマ～「Ｅ．Ｔ．」より
65 ネバーエンディングストーリーのテーマ～「ネバーエンディングストーリー」より
66 戦場のメリー・クリスマス～「戦場のメリー・クリスマス」より
67 愛と青春の旅立ち～「愛と青春の旅立ち」より
68 トゥナイト～「ウエスト・サイド物語」より
69 シャル・ウィ・ダンス～「王様と私」より
70 エーデルワイス～「サウンド・オブ・ミュージック」より
71 ニュー・シネマ・パラダイス
72 海の上のピアニスト
73 ライムライト
74 スマイル
75 星に願いを～「ピノキオ」 より
【ジャズ】

25曲

76 A列車で行こう
77 スイングしなけりゃ意味ないね

マンシーニ/ロイヤル・フィルハーモニー・ポップス管弦楽団
ジョン・スコット/ロイヤル・フィルハーモニー・ポップス管弦楽団
ノルディール・ボワ・オーケストラ
オリジナル・サウンド・オーケストラ
マンシーニ/ロイヤル・フィルハーモニー・ポップス管弦楽団
クロード・テリー・グランド・オーケストラ
オリジナル・サウンド・オーケストラ
ムーヴィー・ランド・オーケストラ
ムーヴィー・ランド・オーケストラ
フィルム・サウンズ・オーケストラ
オリジナル・サウンド・オーケストラ
オリジナル・サウンド・オーケストラ
ジーン・コスマン・オーケストラ
ジョン・スコット/ロイヤル・フィルハーモニー・ポップス管弦楽団
福田進一(ギター)
マンシーニ/ロイヤル・フィルハーモニー・ポップス管弦楽団
若尾圭介
ポール・ハート/ロイヤル・フィルハーモニー・ポップス管弦楽団
1966カルテット
1966カルテット
1966カルテット
1966カルテット
1966カルテット
1966カルテット
1966カルテット
マンシーニ/ロイヤル・フィルハーモニー・ポップス管弦楽団
クロード・テリー・グランド・オーケストラ
クロード・テリー・グランド・オーケストラ
ジーン・コスマン・オーケストラ
トミー・オスカー・グランド・オーケストラ
ジーン・コスマン・オーケストラ
ジーン・コスマン・オーケストラ
オリジナル・サウンド・オーケストラ
アリソン・エルドリッジ
アリソン・エルドリッジ
近藤嘉宏
高嶋ちさ子、安宅薫、古川展生
中西俊博
中西俊博
ムーヴィー・ランド・オーケストラ
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マンハッタン･ジャズ･オーケストラ(MJO)
マンハッタン･ジャズ･オーケストラ(MJO)

71
72
73
74
75

ニュー・シネマ・パラダイス
海の上のピアニスト
ライムライト
スマイル
星に願いを～「ピノキオ」 より

【ジャズ】

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

近藤嘉宏
高嶋ちさ子、安宅薫、古川展生
中西俊博
中西俊博
ムーヴィー・ランド・オーケストラ

25曲

A列車で行こう
スイングしなけりゃ意味ないね
バードランドの子守唄
酒とバラの日々
煙が目にしみる
スタンド・バイ・ミー
スカボローフェア
イパネマの娘
オルフェのサンバ
黒いオルフェ
ベサメ・ムーチョ
ノー・モア・ブルース
その日その時
４月の思い出
サマータイム
枯葉
パリの空の下
いそしぎ
アンフォゲタブル
アルフィーのテーマ
ダニー・ボーイ
ムーンライト・セレナーデ
星影のステラ
ラウンド・ミッドナイト
チュニジアの夜

■ 商品仕様 ■
型名
寸法
重さ
素材
電源
消費電力
実用最大出力
スピーカー
CD 再生可能ディスク
再生可能音楽データ
接続端子
FM/AM アンテナ
受信周波数
内蔵音楽収録曲数
保証期間
付属品
リモコン用電池
製造
発売
販売
販売価格
販売サイト

マンハッタン･ジャズ･オーケストラ(MJO)
マンハッタン･ジャズ･オーケストラ(MJO)
リニー・ロスネス、ビリー・ドラモンド、レイ・ドラモンド
トリオ・モンマルトル
マンハッタン・ジャス・クインテット(MJQ)
スーパー・トロンボーン
マンハッタン･ジャズ･オーケストラ(MJO)
デビッド・マシューズ＆N.Y.フレンズ
マンハッタン・ジャズ・クインテット(MJQ)
アルトゥーロ・オファリル・トリオ
デビッド・マシューズ＆N.Y.フレンズ
マンハッタン・ジャズ・クインテット(MJQ)
ジョー･ロック＆ニューヨーク・カルテット
アルトゥーロ・オファリル・トリオ
ウィリー・ピケンズ・トリオ
ウィリー・ピケンズ・トリオ
トリオ・モンマルトル
アルトゥーロ・オファリル・トリオ
ルー・マシューズ・トリオ
アンディ・スニッツァー
リニー・ロスネス、ビリー・ドラモンド、レイ・ドラモンド
マンハッタン･ジャズ･オーケストラ(MJO)
リニー・ロスネス、ビリー・ドラモンド、レイ・ドラモンド
ウィリー・ピケンズ・トリオ
ライアン・カイザー＆グラント・スチュワート

NCA-100（ユーキャンオリジナル）
（約)幅 19.5×奥行 18.3×高さ 35.6cm（突起部含まず）
（約）5.7kg
本体：ウッドキャビネット、天面と底面：アルミ板風仕上げ
100V～ 50/60Hz
50W（待機時 5W）
10W（右）、10W（左）、20W（ウーファー）
フルレンジコーン型×2、スーパーウーファー×1
音楽 CD/CD-R/CD-RW
MP3/WMA（最大 999 曲/USB1.1 対応 メモリ容量 32GB 以下
※データ作成方法により MP3、WMA でも再生されない場合があります。
USB 接続端子、ヘッドホン端子、外部入力（AUX）端子
FM/AM アンテナ内蔵
FM：76～108.0MHz/AM：522～1710kHz
100 曲
機能
目覚し／スリープ機能付き
お買い上げから 1 年間
電源コード／リモコン／かんたん操作ガイド（内蔵音源曲目リスト）／
保証書付き取扱説明書
単 4 形乾電池×2 本（別売）
株式会社太知ホールディングス
日本コロムビア株式会社
株式会社ユーキャン
49,800 円（税込）
http://www.u-can.co.jp/mm20190218nr/
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[ 日本コロムビアについて ]
会社名
日本コロムビア株式会社
所在地
東京都港区虎ノ門 4-１-40 江戸見坂森ビル
代表者
代表取締役社長 阿部 三代松
事業内容 ミュージックソフト・ゲームソフト等の制作、宣伝、販売 および音楽アーティストのマネジメント
資本金
100,000,000 円
URL
https://columbia.jp/
[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ]
日本コロムビア株式会社
財務・管理本部 管理統括部
Email
takita_hiroshi@columbia.co.jp
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