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株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 
 

ブルーレイディスク製造技術のすべてを CD 製造に投入した 

高品質 CD『Blu-spec CD2』を発表！ 

第 1弾として「ベスト・クラシック 100」他 111タイトルを 12月に発売決定！ 
 

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区 代表取締役 北川直樹）

は、2008 年に発売を開始した『Blu-spec CD®』からさらに研究開発を重ね、ブルーレイディスク製

造技術のすべてを CD 製造に投入することによって、より一層原音に忠実な高品質 CD『Blu-spec 

CD2』（ブルースペック CD2）を完成させました。その第 1 弾「ベスト・クラシック 100」他 111 タイトル

を、株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル（本社：東京都港区 代表取締役 石

橋正）より 2012 年 12 月 5 日並びに 19 日に発売することを決定いたしました。 

 

■高品質ながら CD 規格に準拠 

光ディスク製造の先端技術を積極的に CD 製造に取り入れ、1982 年に CD

の生産が開始されて以来 30 年の時を経て、よりマスターテープの原音に近

い音で再生することができるようになりました。『Blu-spec CD2』は『Blu-spec 

CD®』同様、Compact Disc Digital Audio（レッドブック）規格に準拠しており、

お手持ちの CD プレーヤーでの再生が可能です。 

 

■ブルーレイディスク用カッティング方式（Phase Transition Mastering）による高精度で理想的な

CD ピット形状の実現 

『Blu-spec CD2』の原盤製造には、『Blu-spec CD®』に使用したブルーレイディスクカッティング用

のブルーレーザーのみならず、カッティング方式（Phase Transition Mastering）をも踏襲し、高精度

で理想的な CD ピット形状を実現。また、ディスク素材は『Blu-spec CD®』で定評のある高品質素

材「高分子ポリカーボネート」を採用しました。＜添付資料 1 参照＞ 

 

■第 1 弾は「ベスト・クラシック 100」シリーズ 

ソニークラシカル/RCA、2 大レーベルが誇る充実のラインナップを結集したクラシック永久保存盤

ともいえる新シリーズで発売！＜添付資料 2 参照＞ 

 

※『Blu-spec CD®』は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。 

※ は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの商標です。 

 



＜添付資料 1＞ 

 

『Blu-spec CD2』の特徴 

・原盤材料に半導体製造用シリコンウエハーを採用 

 ガラス原盤に比べ表面の粗さが約 1/6 に激減、欠陥も最小で、超安定カッティングに寄与 

・記録層を、フォトレジスト（光記録）から、金属酸化物レジスト（熱記録）に 

 正確な熱コントロールで、より理論値に近いピットが形成可能となり、ジッター量が約 1/2 に激減 

・超高精度カッティングマシンによる超微細露光 

 ブルーレイ用のカッティングマシンを使用することにより、トラックピッチの精度は約20倍、レーザ

ービームの照射位置精度は約 10 倍に改善 

・ダイレクトマスタースタンパー製造 

 原盤から直接複数のスタンパー製作が可能（メタルマスター・マザーが不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜添付資料 2＞ 

 

2012 年 12 月 5 日発売 108 タイトル 

 NO ジャンル 品番 税込価格 アーティスト タイトル 

1 クラシック：交響曲 SICC-30001 ¥1,890 ブルーノ・ワルター 
モーツァルト：交響曲第 40 番ト短調＆第 41 番ハ長

調「ジュピター」、アイネ・クライネ・ナハトムジーク 

2 クラシック：交響曲 SICC-30002 ¥1,890 ブルーノ・ワルター 
モーツァルト：交響曲第 40 番ト短調 K.550＆第 25

番ト短調 K.183 

3 クラシック：交響曲 SICC-30003 ¥1,890 ブルーノ・ワルター 
ベートーヴェン：交響曲第 5番ハ短調「運命」＆第 6

番ヘ長調「田園」 

4 クラシック：交響曲 SICC-30004 ¥1,890 ブルーノ・ワルター 
ブラームス：交響曲第 1番ハ短調、大学祝典序曲、

悲劇的序曲 

5 クラシック：交響曲 SICC-30005 ¥1,890 ブルーノ・ワルター 
ブラームス：交響曲第 4 番ホ短調、ハイドンの主題

による変奏曲 

6 クラシック：交響曲 SICC-30006 ¥1,890 ブルーノ・ワルター マーラー：交響曲第 1 番ニ長調「巨人」 

7 クラシック：交響曲 SICC-30007 ¥1,890 レナード・バーンスタイン 
ドヴォルザーク：交響曲第 9 番ホ短調「新世界よ

り」、序曲「謝肉祭」ほか 

8 クラシック：交響曲 SICC-30008 ¥1,890 レナード・バーンスタイン 
ショスタコーヴィチ：交響曲第 5 番ニ短調、チェロ協

奏曲第 1 番変ホ長調 

9 クラシック：管弦楽曲 SICC-30009 ¥1,890 レナード・バーンスタイン 星条旗よ永遠なれ～マーチ名曲集 

10 クラシック：管弦楽曲 SICC-30010 ¥1,890 レナード・バーンスタイン 
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー、パリのア

メリカ人ほか 

11 クラシック：管弦楽曲 SICC-30011 ¥1,890 小澤 征爾 
プロコフィエフ：ピーターと狼、サン=サーンス：動物

の謝肉祭＆ブリテン：青少年のための管弦楽入門 

12 クラシック：交響曲 SICC-30012～13 ¥2,730 小澤 征爾 マーラー：交響曲第 2 番ハ短調「復活」 

13 クラシック：管弦楽曲 SICC-30014 ¥1,890 小澤 征爾 武満徹：ノヴェンバー・ステップス 

14 クラシック：交響曲 SICC-30015 ¥1,890 ギュンター・ヴァント ブルックナー：交響曲第 4 番「ロマンティック」 

15 クラシック：交響曲 SICC-30016 ¥1,890 ギュンター・ヴァント ブルックナー：交響曲第 7 番 

16 クラシック：交響曲 SICC-30017～18 ¥2,730 ギュンター・ヴァント ブルックナー：交響曲第 8 番 

17 クラシック：声楽曲 SICC-30019～20 ¥2,730 ニコラウス・アーノンクール ヘンデル：メサイア 

18 クラシック：声楽曲 SICC-30021 ¥1,890 ニコラウス・アーノンクール モーツァルト：レクイエム 

19 クラシック：交響曲 SICC-30022 ¥1,890 パーヴォ・ヤルヴィ ベートーヴェン：交響曲第 7 番＆第 8 番 

20 クラシック：交響曲 SICC-30023 ¥1,890 
クリスティアン･ティーレマ

ン 
ベートーヴェン：交響曲第 9 番「合唱」 

21 クラシック：交響曲 SICC-30024 ¥1,890 マリス・ヤンソンス 
チャイコフスキー：交響曲第 6 番ロ短調「悲愴」、ス

トラヴィンスキー：組曲「火の鳥」 

22 クラシック：管弦楽曲 SICC-30025 ¥1,890 ピエール・ブーレーズ ストラヴィンスキー：春の祭典、ペトルーシュカ 

23 クラシック：管弦楽曲 SICC-30026 ¥1,890 レナード・スラットキン 
トランペット吹きの休日～ルロイ・アンダーソン・ベ

スト 

24 クラシック：管弦楽曲 SICC-30027～28 ¥2,730 
ジョン・ウィリアムズ（指揮

者） 

ジ ョン ・ ウ ィ リアムズ ・グレイテス ト ・ ヒッツ 

1969-1999 

25 クラシック：管弦楽曲 SICC-30029 ¥1,890 アルトゥーロ・トスカニーニ 
レスピーギ：ローマ三部作～ローマの松、ローマの

噴水＆ローマの祭り 

26 クラシック：管弦楽曲 SICC-30030 ¥1,890 フリッツ・ライナー 
バルトーク：管弦楽のための協奏曲＆弦楽器、打

楽器とチェレスタのための音楽 

27 クラシック：管弦楽曲 SICC-30031 ¥1,890 ジョージ・セル 
バルトーク：オーケストラのための協奏曲、ヤナー

チェク：シンフォニエッタ 

28 クラシック：管弦楽曲 SICC-30032～33 ¥2,730 カルロス・クライバー ニューイヤー・コンサート 1989 

29 クラシック：声楽曲 SICC-30034 ¥1,890 
ヘルベルト・フォン・カラヤ

ン 
ビゼー：歌劇「カルメン」［ハイライト］ 

30 クラシック：協奏曲 SICC-30035 ¥1,890 グレン・グールド ブラームス：ピアノ協奏曲第 1 番 

31 クラシック：器楽曲 SICC-30036 ¥1,890 グレン・グールド バッハ：ゴールドベルク変奏曲（55 年モノラル録音） 

32 クラシック：器楽曲 SICC-30037 ¥1,890 グレン・グールド 
バッハ：ゴールドベルク変奏曲（81 年デジタル録

音） 

33 クラシック：器楽曲 SICC-30038 ¥1,890 グレン・グールド 
バッハ：インヴェンションとシンフォニア／イギリス

組曲第 1 番 

34 クラシック：器楽曲 SICC-30039 ¥1,890 グレン・グールド 
バッハ：平均律クラヴィーア曲集第 1 巻・第 2 巻（抜

粋） 

35 クラシック：器楽曲 SICC-30040 ¥1,890 グレン・グールド バッハ：イタリア協奏曲、フランス組曲 他 

36 クラシック：器楽曲 SICC-30041 ¥1,890 グレン・グールド バッハ：小プレリュードと小フーガ集 他 

37 クラシック：器楽曲 SICC-30042 ¥1,890 グレン・グールド バッハ：リトル・バッハ・ブック 

38 クラシック：器楽曲 SICC-30043 ¥1,890 グレン・グールド モーツァルト：ピアノ・ソナタ集 

39 クラシック：器楽曲 SICC-30044 ¥1,890 グレン・グールド 
ブラームス：間奏曲集／4 つのバラードより／2 つ

のラプソディ 



40 クラシック：器楽曲 SICC-30045～46 ¥2,730 グレン・グールド イマージュ 

41 クラシック：器楽曲 SICC-30047 ¥1,890 
ウラディミール・ホロヴィッ

ツ 
スカルラッティ：ソナタ集 

42 クラシック：器楽曲 SICC-30048 ¥1,890 
ウラディミール・ホロヴィッ

ツ 

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ「月光」「悲愴」「熱情」

他 

43 クラシック：器楽曲 SICC-30049 ¥1,890 
ウラディミール・ホロヴィッ

ツ 
シューマン：子供の情景＆クライスレリアーナ 他 

44 クラシック：器楽曲 SICC-30050 ¥1,890 
ウラディミール・ホロヴィッ

ツ 
ショパン・アルバム 

45 クラシック：協奏曲 SICC-30051 ¥1,890 
ウラディミール・ホロヴィッ

ツ 

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番＆ピアノ・ソナタ第

2 番 

46 クラシック：協奏曲 SICC-30052 ¥1,890 
アルトゥール・ルービンシュ

タイン 

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第 5 番「皇帝」＆第 4

番 

47 クラシック：協奏曲 SICC-30053 ¥1,890 
アルトゥール・ルービンシュ

タイン 
ショパン：ピアノ協奏曲第 1 番＆第 2 番 

48 クラシック：器楽曲 SICC-30054～55 ¥2,730 
アルトゥール・ルービンシュ

タイン 
ショパン：夜想曲集（全 19 曲） 

49 クラシック：器楽曲 SICC-30056 ¥1,890 
アルトゥール・ルービンシュ

タイン 
ショパン：ワルツ集（全 14 曲） 

50 クラシック：器楽曲 SICC-30057 ¥1,890 
アルトゥール・ルービンシュ

タイン 
ショパン：ポロネーズ集（全 7 曲） 

51 クラシック：器楽曲 SICC-30058 ¥1,890 
アルトゥール・ルービンシュ

タイン 
ショパン：バラード＆スケルツォ全集 

52 クラシック：器楽曲 SICC-30059 ¥1,890 
アルトゥール・ルービンシュ

タイン 

ショパン：幻想即興曲～即興曲（全曲）、舟歌、子

守歌ほか 

53 クラシック：器楽曲 SICC-30060～61 ¥2,730 
アルトゥール・ルービンシュ

タイン 
ショパン：マズルカ集（全 51 曲） 

54 クラシック：声楽曲 SICC-30062 ¥1,890 
アルトゥール・ルービンシュ

タイン 

ショパン：ピアノ･ソナタ第 2 番「葬送」、第 3 番＆幻

想曲 

55 クラシック：器楽曲 SICC-30063 ¥1,890 
アルトゥール・ルービンシュ

タイン 
ザ・ベスト・オブ・ショパン 

56 クラシック：協奏曲 SICC-30064 ¥1,890 マレイ・ペライア モーツァルト：ピアノ協奏曲第 20 番＆第 21 番 

57 クラシック：器楽曲 SICC-30065 ¥1,890 マレイ・ペライア ショパン：練習曲作品 10&作品 25 

58 クラシック：協奏曲 SICC-30066 ¥1,890 ヴァン・クライバーン 
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第 1 番＆ラフマニノ

フ：ピアノ協奏曲第 2 番 

59 クラシック：協奏曲 SICC-30067 ¥1,890 エフゲニー・キーシン 
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第 3 番ニ短調、ヴォカリ

ーズほか 

60 クラシック：器楽曲 SICC-30068～69 ¥2,730 スヴャトスラフ・リヒテル バッハ：平均律クラヴィーア曲集第 1 巻(全曲) 

61 クラシック：器楽曲 SICC-30070 ¥1,890 
マルティン・シュタットフェ

ルト 
バッハ：ゴールドベルク変奏曲 

62 クラシック：協奏曲 SICC-30071 ¥1,890 セルゲイ・ラフマニノフ 
ラフマニノフ自作自演～ピアノ協奏曲第 2 番＆第 3

番 

63 クラシック：器楽曲 SICC-30072 ¥1,890 小菅 優 リスト：超絶技巧練習曲集 

64 クラシック：器楽曲 SICC-30073 ¥1,890 小山 実稚恵 アンコール＋ 

65 クラシック：協奏曲 SICC-30074 ¥1,890 仲道 郁代 プレイズ・ベートーヴェン 

66 クラシック：協奏曲 SICC-30075 ¥1,890 ヤッシャ・ハイフェッツ ベートーヴェン＆ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 

67 クラシック：協奏曲 SICC-30076 ¥1,890 ヤッシャ・ハイフェッツ 
メンデルスゾーン＆チャイコフスキー：ヴァイオリン

協奏曲 

68 クラシック：協奏曲 SICC-30077 ¥1,890 ヤッシャ・ハイフェッツ 
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第 1 番＆スコットラン

ド幻想曲 

69 クラシック：協奏曲 SICC-30078 ¥1,890 ヤッシャ・ハイフェッツ 
シベリウス、プロコフィエフ＆グラズノフ：ヴァイオリ

ン協奏曲 

70 クラシック：室内楽曲 SICC-30079 ¥1,890 ヤッシャ・ハイフェッツ 
ツィゴイネルワイゼン～ヴィルトゥオーゾ・ヴァイオ

リン 

71 クラシック：室内楽曲 SICC-30080 ¥1,890 ヤッシャ・ハイフェッツ ホラ・スタッカート～ハイフェッツ・アンコール 

72 クラシック：室内楽曲 SICC-30081 ¥1,890 ヤッシャ・ハイフェッツ ベートーヴェン：大公トリオ 他 

73 クラシック：器楽曲 SICC-30082 ¥1,890 五嶋 みどり パガニーニ：カプリース 

74 クラシック：室内楽曲 SICC-30083 ¥1,890 五嶋 みどり アンコール！ ヴァイオリン愛奏曲集 

75 クラシック：協奏曲 SICC-30084 ¥1,890 五嶋 みどり 
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲、ショスタコー

ヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第 1 番ほか 

76 クラシック：室内楽曲 SICC-30085 ¥1,890 五嶋 みどり フランク＆エルガー：ヴァイオリン・ソナタ 

77 クラシック：協奏曲 SICC-30086 ¥1,890 五嶋 みどり 
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲、ブルッフ：

ヴァイオリン協奏曲第 1 番ほか 

78 クラシック：器楽曲 SICC-30087 ¥1,890 ヒラリー・ハーン ヒラリー・ハーン デビュー！ バッハ：シャコンヌ 

79 クラシック：協奏曲 SICC-30088 ¥1,890 ヒラリー・ハーン 
メンデルスゾーン＆ブラームス：ヴァイオリン協奏

曲 

80 クラシック：室内楽曲 SICC-30089 ¥1,890 ヘンリク・シェリング ベートーヴェン：スプリング＆クロイツェル・ソナタ 

81 クラシック：室内楽曲 SICC-30090 ¥1,890 ヘンリク・シェリング ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ全集 



82 クラシック：協奏曲 SICC-30091 ¥1,890 
ジュリアーノ・カルミニョー

ラ 
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集「四季」ほか 

83 クラシック：器楽曲 SICC-30092 ¥1,890 フリッツ・クライスラー 愛の喜び＆愛の悲しみ～クライスラー自作自演集 

84 クラシック：協奏曲 SICC-30093 ¥1,890 ダヴィッド・オイストラフ 
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲、シベリウス：

ヴァイオリン協奏曲 

85 クラシック：協奏曲 SICC-30094 ¥1,890 樫本 大進 ブラームス：ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品 77 

86 クラシック：器楽曲 SICC-30095 ¥1,890 神尾 真由子 PRIMO 

87 クラシック：協奏曲 SICC-30096 ¥1,890 ヨーヨー・マ ドヴォルザーク：チェロ協奏曲、森の静けさ他 

88 クラシック：管弦楽曲 SICC-30097 ¥1,890 ヨーヨー・マ シンプリー・バロック ベスト 

89 クラシック：室内楽曲 SICC-30098 ¥1,890 ヨーヨー・マ パリ～ベル・エポック 

90 クラシック：器楽曲 SICC-30099～100 ¥2,730 ヨーヨー・マ 
バッハ：無伴奏チェロ組曲（全曲）～インスパイア

ド・バイ・バッハ～ 

91 クラシック：器楽曲 SICC-30101 ¥1,890 ヨーヨー・マ ヨーヨー・マ プレイズ・モリコーネ 

92 クラシック：器楽曲 SICC-30102 ¥1,890 ヨーヨー・マ カンタービレ～ベスト・オブ・ヨーヨー・マ～ 

93 クラシック：室内楽曲 SICC-30103 ¥1,890 パブロ・カザルス 鳥の歌～ホワイトハウス・コンサート 

94 クラシック：器楽曲 SICC-30104～105 ¥2,730 アンナー・ビルスマ J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲全集 

95 クラシック：器楽曲 SICC-30106～107 ¥2,730 
ジュリアン・ブリーム & ジ

ョン・ウィリアムス 
ジュリアン＆ジョン 超越のギター・デュオ 

96 クラシック：室内楽曲 SICC-30108 ¥1,890 
ジャン＝ピエール・ランパ

ル 
モーツァルト：フルート四重奏曲全集 

97 クラシック：室内楽曲 SICC-30109 ¥1,890 ジェームズ・ゴールウェイ ハンガリー田園幻想曲～フルート音楽の愉しみ 

98 クラシック：声楽曲 SICC-30110 ¥1,890 

ディートリヒ・フィッシャー＝

ディースカウ & マレイ・ペ

ライア 

シューベルト：歌曲集「冬の旅」D.911 

99 クラシック：声楽曲 SICC-30111 ¥1,890 ルチアーノ・パヴァロッティ 
誰も寝てはならぬ～パヴァロッティ・イン・コンサー

ト 

100 クラシック：その他 SICC-30112 ¥1,890 冨田 勲 ホルスト：組曲「惑星」 

101 クラシック：聴き比べ盤 SICC-30113～114 ¥1,575 ヴァリアス これが Blu-spec CD2 だ！ベスト・クラシック 100 編 

102 ロック：紙ジャケ再発 SICP-30001 ¥2,730 
ザ･ジミ･ヘンドリックス･エ

クスペリエンス 
アー・ユー・エクスペリエンスト？ 

103 ロック：紙ジャケ再発 SICP-30002 ¥2,730 
ザ･ジミ･ヘンドリックス･エ

クスペリエンス 
アクシス：ボールド・アズ・ラヴ 

104 ロック：紙ジャケ再発 SICP-30003 ¥2,730 
ザ･ジミ･ヘンドリックス･エ

クスペリエンス 
エレクトリック・レディランド 

105 ロック：紙ジャケ再発 SICP-30004 ¥2,730 ジミ・ヘンドリックス バンド・オブ・ジプシーズ 

106 ロック：紙ジャケ再発 SICP-30005 ¥2,730 ジミ・ヘンドリックス 
ファースト・レイズ・オブ・ザ・ニュー・ライジング・サ

ン 

107 ロック：紙ジャケ再発 SICP-30006 ¥2,730 ジミ・ヘンドリックス ヴァリーズ・オブ・ネプチューン 

108 ロック：新譜オリジナル SICP-30007 ¥2,730 フラット･セヴン スウィート・グロウ・オブ・サイレンス 

※「ベスト・クラシック 100」は NO.100 までのタイトル 

※NO.101 は『Blu-spec CD2』+通常CDの 2枚組。同じマスターから製造した 2枚のディスクで比較試聴できるコンピレーション盤 

 

 

2012 年 12 月 19 日発売 3 タイトル 

109 ロック：紙ジャケ再発 EICP-30001 ¥2,205 
ジョー･ストラマー & ザ･メ

スカレロス 
X-レイ・スタイル 

110 ロック：紙ジャケ再発 EICP-30002 ¥2,205 
ジョー･ストラマー & ザ･メ

スカレロス 
グローバル・ア・ゴー・ゴー 

111 ロック：紙ジャケ再発 EICP-30003 ¥2,205 
ジョー･ストラマー & ザ･メ

スカレロス 
ストリートコア 

 


