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PBB-01



PBB-06

01. 空港

02. 雪化粧

01. スローモーション

01. さらば青春

02. シクラメンのかほり

03. 夜のフェリーボート 04. 女の生きがい

02. セカンド・ラブ

03. 愛燦燦

04. 夢芝居

05. 夜の乗客

03. 飾りじゃないのよ涙は

05. 泣かせて

06. 愛しき日々

07. ふるさとはどこですか

04. ミ・アモーレ〔Meu amor é･･･〕

07. 俺たちの旅

08. めまい

08. 今夜かしら明日かしら

05. D E S I R E 〜情熱〜

09. 揺れるまなざし

10. 白い一日

09. あなたと生きる

06. ジプシー・クイーン

06. アカシアの夢

10. 東京夜景

11. イ尓 ( あなた )
定価

1600 円 + 税

08. B L O N D E

12. ジェルソミーナの歩いた道

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

定価

1600 円 + 税

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

テレサ・テン トーラス編



02. S・O・S



01. 時は過ぎてゆく

02. ミラボー橋★

03. カルメンʼ 77

04. 渚のシンドバッド

03. 巴里の屋根の下

04. 桜んぼの実る頃★
06. 美しい夏の雨

07. サウスポー

08. モンスター

07. 逢いびき

08. 再会

08. 悲しみと踊らせて

09. 悲しい自由

09. 透明人間

09. 待ちましょう★

10. 群衆

10. カメレオン・アーミー

11. サンジャンの私の恋人

11. ジパング

12. 乱されて

定価

1600 円 + 税

12. 愛は限りなく

12. ピンク・タイフーン (I n T h e N a v y )

発売元：ビクターエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング

定価

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

和田弘とマヒナスターズ



★= 仏語で一部歌唱

1600 円 + 税

フォーク＆ポップス (1)

PBB-08



PBB-13

01. 香港 〜 H o n g K o n g 〜

01. 泣かないで

02. 好きだった

01. ワインレッドの心／安全地帯

02. 何日君再来 ( 日本語ニューバージョン )

03. 夜霧の空の終着港 ( エアー・ターミナル )

う／井上陽水 03. 夢の途中／来生たかお

03. 我只在乎イ尓 ( 時の流れに身をまかせ・中国語 )

04. 愛してはいけない

04. 愛は勝つ／ KAN

04. 償還 ( つぐない・中国語 )

05. 涙と雨にぬれて (with 田中美代子 )

H2O

05. 愛人（中国語 )

06. 泣きぼくろ

07. 大阪で生まれた女／ BORO

06. 情人的關懷（中国語 )

08. 北上夜曲 (with 多摩幸子 )

08. 夕凪

07. お百度こいさん

10. 誰よりも君を愛す (with 松尾和子 )

定価

11. 黄昏

発売元：ビクターエンタテインメント 11. 寒い朝 (with 吉永小百合 )
販売元：エスエスソフトプランニング 12. お座敷小唄 (with 松尾和子 )

12. 夜来香 ( 日本語バージョン )

1600 円 + 税

定価

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

PBB-09



01. アカシアの雨がやむとき＊

01. 有楽町で逢いましょう

02. 女の意地

03. 東京ブルース＊

05. 想い出がいっぱい／

帯

08. シルエッ

09. 夢の中へ／

10. 悲しみにさようなら／安全地

11. ダンシング・オールナイト／もんた＆ブ

ラザーズ

12. メリー・ジェーン／つのだ★ひろ

さだまさし

フランク永井 (1)


1600 円 + 税

02. 心もよ

06. ダンスはうまく踊れない／石川セリ

井上陽水

09. 島のブルース (with 三沢あけみ )

09. ふたたびの



ト・ロマンス／来生たかお

10. 愛の陽差し〜アモーレ・ミオ〜

PBB-04



PBB-15

02. おまえに

01. 精霊流し ( グレープ ) 02. 無縁坂 ( グレープ )

03. 東京ナイトクラブ（with 松尾和子）

03. 朝刊 ( グレープ )

04. 縁切寺 ( グレープ )

04. エリカの花散るとき＊

04. 君恋し

05. 追伸 ( グレープ )

06. ほおずき ( グレープ )

05. 死ぬまで一緒に＊

06. 赤坂の夜は更けて

06. 夜霧の第二国道

07. コーヒー・ルンバ＊

08. 裏町酒場

07. 夜霧に消えたチャコ

09. 夜が切ない＊

10. 涙のかわくまで

08. 俺は淋しいんだ

11. くれないホテル

05. 公園の手品師

07. 雨やどり ( さだまさし )
08. 秋桜＜コスモス＞( さだまさし )
09. 東京カチート

09. 案山子 ( さだまさし )

10. 羽田発７時５０分

12. 星のナイト・クラブ

定価
＊= モノラル音源

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

1600 円 + 税

10. 檸檬＜れもん＞( さだまさし )

11. こいさんのラブコール

12. 西銀座駅前

定価

1600 円 + 税

発売元：ワーナーミュージック・ジャパン
販売元：ケイエスクリエイト

発売元：ビクターエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング

鶴田浩二

加藤登紀子

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

PBB-12

01. ペッパー警部

07. 涙の条件

西田佐知子

1600 円 + 税

金子由香利

06. 恋人たちの神話

07. 台北の夜

定価

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

05. 18 才の彼

PBB-03

1600 円 + 税

12. T o k y o R o s e

1600 円 + 税

06. UFO

テレサ・テン 香港編

定価

12. しおさいの詩
定価

05. ウォンテッド

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

10. L I A R

05. 別れの予感

11. 川の流れのように

1600 円 + 税

11. 少しは私に愛を下さい

04. スキャンダル

10. あなたと共に生きてゆく

定価

07. T A N G O N O I R

09. 難破船



PBB-11

11. 二人静「天河伝説殺人事件」より

PBB-07

02. 愛人

03. 時の流れに身をまかせ

1600 円 + 税



ピンク・レディー



PBB-02
01. つぐない

定価

小椋佳 (1)

中森明菜

テレサ・テン ポリドール編

11. 線香花火 ( さだまさし )
12. 吸殻の風景 ( さだまさし )

来生たかお

PBB-05



PBB-10



PBB-16

01. 百万本のバラ

02. この空を飛べたら

01. 好きだった

02. 赤と黒のブルース

01. 夢の途中



03. 時代おくれの酒場

04. 愛のくらし

03. 街のサンドイッチマン

02. マイ・ラグジュアリー・ナイト

05. 知床旅情

06. 琵琶湖周航の歌

04. ハワイの夜

05. 弥太郎笠

03. 浅い夢

07. ゴンドラの唄

08. 惜別の歌

06. 傷だらけの人生

07. 国境の町

05. そして、昼下がり

09. 鳳仙花

10. 難破船

04. シルエット・ロマンス

08. 裏町人生

09. ブランデーグラス

06. スローモーション

11. いく時代かがありまして

10. 恋の町札幌

11. 戦友

07. あなただけ G o o d N i g h t

12. A N A K ( 息子 )

12. 同期の桜 ( 台詞のみ )
定価

1600 円 + 税

08. おだやかな構図

09. セカンド・ラブ

1600 円 + 税

10. はぐれそうな天使

11. 美しい女

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

12. G o o d b y e D a y

定価

発売元：ビクターエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング
ー 11−

青江三奈

定価

1600 円 + 税

キム・ヨンジャ

PBB-17

4 988002 452880

01. 恍惚のブルース

02. 伊勢佐木町ブルース

03. 池袋の夜
05. 長崎ブルース

02. 哀恋歌

01. 津軽海峡・冬景色

02. 能登半島

04. 札幌ブルース

03. 叱ってあげる

04. 北の海明け

03. 暖流

04. 火の国へ

06. 国際線待合室

05. 春告鳥

06. 朝の国から

05. 命燃やして

06. 春の雪

07. 新宿サタデー・ナイト

07. 十三湖の雪うた

08. 舟唄

07. 波止場しぐれ

08. 大阪つばめ

08. 眠られぬ夜のブルース

09. 愛燦燦

10. みだれ髪

09. 天城越え

10. 夫婦善哉

09. 長崎未練

11. 川の流れのように

12. 愛の伝説

11. ウイスキーが、お好きでしょ 歌：SAYURI

10. 大田ブルース

1600 円 + 税

11. 木屋町の女

定価

12. アカシアの雨がやむとき

発売元：バップ
販売元：ケイエスクリエイト

4 988005 916402

PBB-18

02. 北寒港

02. そして・・・めぐり逢い

03. 立待岬

04. ふるさと日和

03. 氷雨

05. おかあさん

06. 彼岸花

05. もう一度一から出なおします

04. 恋唄綴り

07. なみだの桟橋

08. 越冬つばめ

06. 純子

05. 北の旅人

09. 寒椿

04. 北へ
07. ごめんね

09. 水たまり

1600 円

ἫἋἚ

4 988008 753639

01. 星影のワルツ

02. 流れ雲

01. I LOVE YOU

02. 今でも・・・

03. 味噌汁の詩

04. あんた

03. ノスタルジア

04. 旅人

05. ジャスミン慕情

06. 愛に疲れて

PBB-35

14. 長良川艶歌

テレサ・テン

07. 君がすべてさ

中国語全曲集

07. 雨夜花（ウー・ヤー・ホエ）

4 988005 917553

08. アケミという名で十八で

PBB-30

09. 夕焼け雲

10. 俺だって君だって

01. 何日君再來 ( いつの日、君帰る )

11. おやじ先生

12. 津軽平野

02. 夜來香 ( イエライシャン )
03. 儂情萬縷 ( からみあう愛情 )
04. 水漣漪 ( さざ波 )
05. 雲深情也深 ( 雲は深く、愛も深い )

定価

4 988008 753738

1600 円 + 税

11. おやすみなさい

12. ルージュで書いたサヨナラ
+税

14. 春を待つ花

13. 哀しくて

08. 情人的關懐 ( 空港 )

4 988005 917829

09. 誰來愛我 ( 港町ブルース )※ライブ音源

PBB-36

10. 千言萬語 ( 千言万語 )※ライブ音源

01. はぐれた小鳩

02. 遠くから愛をこめて

04. 男の船歌

11. 在水一方 ( 川の向こうに )※ライブ音源

03. 夜霧

04. 暗くなるまで

06. 酒よ

12. 海韻 ( 潮騒 )※ライブ音源

05. 満ち潮

06. 赤坂たそがれ

07. エレジー〜哀酒歌〜

13. 小城故事 ( 小さな町の物語 )※ライブ音源

07. あなたに帰りたい

08. 酔待酒

※ライブ音源
14. 星 ( 昴 - すばる -）

01. 雪国

02. これが本当のゴルフだ !

03. 酔歌
05. 海峡

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

08. 海辺のホテル

09. 手紙

09. 俺はぜったいプレスリー

10. まごころ

11. 笑って乾杯

10. 俺ら東京さいぐだ

12. 雨に濡れて

13. 傷心

テレサ・テン ポピュラーを歌う

11. 夜更けのメロディー

4 988008 761139

01. 石狩挽歌

02. 漁歌

03. 番屋

04. 風の盆

05. 涙の海峡

06. 今さら

1600 円 + 税

07. ざんげの値打ちもない

定価

08. 愛したいの

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

09. サランエミロ 〜月下美人草〜
10. 忘れないで

11. 百万本のバラ

12. 白い花

発売元：徳間ジャパン
販売元：エスエスソフトプランニング

テレサ・テン

4 988005 917652

PBB-31

PBB-21

日本の心を歌う

PBB-22

4 988005 917317

01. やさしく歌って（ロバータ・フラック）
02. 追憶（バーブラ・ストライザンド）
03. 幸せの黄色いリボン（ドーン）
04. ある愛の歌（アンディ・ウィリアムズ）
05. 心の愛（スティーヴィー・ワンダー）
06. マイ・ウェイ（フランク・シナトラ）
07. 明日に架ける橋（サイモン＆ガーファンクル）
08. ビギン・ザ・ビギン（ビング・クロスビー）
09. ジャンバラヤ（ハンク・ウィリアムズ）
10. 煙が目にしみる（プラターズ）
11. パワー・オブ・ラヴ（ジェニファー・ラッシュ）
12. 懐かしのロックン・ロール・メドレー
ダイアナ（演奏）〜スピーディー・ゴ
ンザレス〜オー・キャロル〜悲しき雨
音〜悲しき 16 才〜恋の売り込み〜カ
ラーに口紅
13. フィーリング（モーリス・アルバート）
14. 好きにならずにいられない（エルビス・プレ
スリー）

定価

1600 円 + 税

研ナオコ

04. 愚図

定価

05. 泣かせて

06. かもめはかもめ

07. くちぐせ

08. Tokyo 見返り美人

09. 六本木レイン

10. 名画座

11. ふられた気分

12. 帰愁

1600 円 + 税

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング

演歌／ムード歌謡
4 948385 160086

PBB-38

01. あばれ太鼓 〜無法一代入り〜／坂本冬美
02. 河内おとこ節／中村美律子
03. 函館本線／山川 豊 04. 祝い酒／坂本冬美

小椋佳 (2)

04. 長崎は今日も雨だった
05. くちなしの花

06. 大阪しぐれ

07. おまえとふたり

08. よせばいいのに

発売元：ユニバーサルミュージック 13. すきま風
販売元：エスエスソフトプランニング

02. 夏をあきらめて

03. ひとりぽっちで踊らせて

※（カッコ）内はオリジナルアーティスト

03. 二人でお酒を

11. 津軽海峡冬景色

4 988013 867307

PBB-37
01. あばよ

02. グッド・バイ・マイ・ラヴ

09. 別れても好きな人

14. YES, 愛につつまれて

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

01. 港町ブルース

1600 円 + 税

09. 慕情

10. 抱擁

テレサ・テン Ｂ面コレクション

07. 我心深處 ( わが心の奥底に )
定価

1600 円

08. 西海岸から

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

06. 風從那裏來 ( 風はどこから )

北原ミレイ

定価

4 988005 917812

PBB-19

吉幾三

1600 円 + 税

テレサ・テン オリジナル・ソングス

13. 矢切の渡し

発売元：徳間ジャパン
12. 女の数え歌
販売元：エスエスソフトプランニング

定価

1600 円

11. 愛傷歌

12. 悲しみの終着駅
+税

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング

12. 北国の春

+税

1600 円 + 税

定価

11. 夢芝居

PBB-20

定価

07. さざんかの宿

定価
+税
08. 想いで迷子
発売元：ユニバーサルミュージック 09. 命くれない
販売元：エスエスソフトプランニング 10. 愛しき日々

発売元：徳間ジャパン
販売元：エスエスソフトプランニング

ὶ

10. 恋は女の命の華よ

06. さだめ川
10. 北帰行

06. 北国の春

ἫἋἚ

4 988013 847309

PBB-34

02. 昔の名前で出ています

千昌夫

1600 円

4 988005 917546

PBB-29

05. さよなら三角また来て四角

定価

森昌子
01. 哀しみ本線 日本海

11. 惜別の唄
発売元：ユニバーサルミュージック 12. 泣いた数だけ倖せに
販売元：エスエスソフトプランニング

ὶ

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング

01. 心凍らせて

08. お世話になったあの人へ

ἫἋἚ

1600 円 + 税

01. 熱き心に
03. ついて来るかい

ἫἋἚ

12. 大阪のおんな
定価

テレサ・テン 愛と哀しみを歌う

小林旭

1600 円 + 税

4 988013 847200

PBB-33

01. 暗夜航路

発売元：ビクターエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング

定価

石川さゆり (1)

4 527384 003152

PBB-26

05. 大阪情話〜うちと一緒になれへんか〜／中村美律子
06. 海峡わかれ町／服部浩子

4 988005 917645

PBB-32

10. 中の島ブルース

01. 大いなる旅路

12. 舟唄

03. 想い出して下さい

14. 旅愁

05. 春の雨はやさしいはずなのに

07. 火の国の女／坂本冬美 08.袖摺坂／中村美律子

02. 帰っちゃおうかな
04. この空の青さは

06. 陽だまりの仲間達

定価

1600 円

09. しぐれ川／山川 豊 10. 夜桜お七／坂本冬美
+税

11. 華になれ／中村美律子
発売元：東 芝 E M I
12. 涙の終列車／服部浩子
販売元：エスエスソフトプランニング

07. 走らないで下さい

森高千里

08. 六月の雨
10. 私は送り風

PBB-23

4 527384 003077

定価

1600 円 + 税

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

01. ザ・ストレス

ポップス＆ポップス (1)

09. オナカの大きな王子さま
11. 傾いた道しるべ

12. 演歌みたいな別れでも
13. 遥かな轍

01. 大阪暮色／桂 銀淑

02. 私がオバさんになっても
03. 雨

1600 円

04.１７才



PBB-39

14. 歓送の歌

05. 道

02. 雨の御堂筋／欧

陽菲菲

03. サ バ の 女 王 ／ グ ラ シ ェ ラ・ス

サーナ

04. 恋の奴隷／奥村チヨ

06. だいて （ラスベガス・ヴァージョン）

の恋／渚 ゆう子

07. 臭いものにはフタをしろ！！

07. 雨のエアポート／欧陽菲菲

08. 青春

グラシェラ・スサーナ

定価
+税
10. 八月の恋
発売元：ワーナーミュージック・ジャパン 12. コンサートの夜
販売元：ケイエスクリエイト

09. 勉強の歌
11. ファイト！！

定価

1600 円 + 税

発売元：東芝ＥＭＩ
販売元：エスエスソフトプランニング
ー 12−

ヨ

08. 時計／

09. 終着駅／奥村チ

10. 北空港／桂 銀淑、浜 圭介

十字路／欧陽菲菲
ラ・スサーナ

05. 京都

06. すずめの涙／桂 銀淑

11. 恋の

12. 恋人よ／グラシェ

フォーク＆ポップス Deluxe (1)

桂 銀淑 (1)



PBB-49



PBB-61

01. 長い髪の少女／ザ・ゴールデン・カップス

01. 大阪慕色

02. すずめの涙

01. くちなしの花

02. 想い出の渚／ザ・ワイルド・ワンズ

03. 北空港 ( デュエット：浜圭介）

03. あいつ

04. 水割り

03. 風／はしだのりひことシューベルツ

04. 夢おんな

05. 酔いどれて

05. ほおずき

06. ひとり

04. 悲しくてやりきれない／ザ・フォーク・

06. グッバイラブ

07. 真夜中のシャワー

07. わかれ花

08. あじさいの雨

PBB-40

クルセダーズ
05. あの素晴らしい愛をもう一度／加藤和
彦・北山修
定価

1600 円 + 税

発売元：東芝ＥＭＩ
販売元：エスエスソフトプランニング

渡哲也

1600 円 + 税

06. 戦争を知らない子供たち／ジローズ

定価

07. 青年は荒野をめざす／ザ・フォーク・ク

発売元：東芝ＥＭＩ
販売元：エスエスソフトプランニング

ルセダーズ
08. 時計をとめて／ジャックス

08. 悲しみの訪問者

09. 日暮れ坂

10. 鳳仙花

09. 都会の天使たち ( デュエット：堀内孝雄）

11. おもいで螢

12. 夜霧のブルース

13. 裏町人生

14. 酒は男の子守唄

10. アモーレ 〜はげしく愛して〜
定価

12. ベサメムーチョ

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

昭和ヒット歌謡

10. たどりついたらいつも雨ふり／モップス
クルセダーズ

ὶ

ἫἋἚ

フォーク＆ポップス Deluxe (2)


PBB-41
01. 冬の稲妻／アリス

02. H E R O ヒーローになる時、それは今／

定価



PBB-62

01. 河内おとこ節

12. 我が良き友よ／かまやつひろし

ἫἋἚ



PBB-50

11. 帰ってきたヨッパライ／ザ・フォーク・

1600 円 + 税

11. 花のように鳥のように

中村美律子

09. 花嫁／はしだのりひことクライマックス


02. みちづれ

01. 昭和枯れすゝき／さくらと一郎 02. 昭和ブ

02. 大阪情話 〜うちと一緒になれへんか〜

ルース／天知 茂 03. 小樽のひとよ／三條正人

03. しあわせ酒

04. 瞼の母

04. 君は心の妻だから／三條正人 05. みちづれ／

05. 男道

06. 酒場ひとり

牧村三枝子 06. わかって下さい／桂 銀淑 07.

07. 壺坂情話

08. 華になれ

弟よ／内藤やす子 08. 想い出ぼろぼろ／内藤や

09. 人生桜

10. 河内酒

す子 09. 夏の日の想い出／日野てる子 10. ラ

11. おんなの純情

12. 港町情話

1600 円 + 税

定価

1600 円 + 税

ヴ・イズ・オーヴァー／欧陽菲菲 11. 初めての

街で／西田佐知子 12. 京都の夜／愛田健二 13.
発売元：ユニバーサルミュージック 涙の酒／大木伸夫 14. おやじの海／村木賢吉
販売元：エスエスソフトプランニング

発売元：東芝ＥＭＩ
販売元：エスエスソフトプランニング

甲斐バンド
03. サボテンの花／チューリップ
05. 心の旅／チューリップ
定価

1600 円 + 税

発売元：東芝ＥＭＩ
販売元：エスエスソフトプランニング

尾崎亜美

越路吹雪

04. 今はもうだれも／アリス



06. 感触「タッチ」／甲斐バンド

PBB-53

07. 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ／ダウン・

01. ラストダンスは私に

タウン・ブギウギ・バンド

03. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー

02. My Song For You

04. ろくでなし

03. 愛に恋

09. スモーキン・ブギ／ダウン・タウン・ブギ

06. サン・トワ・マミー

05. 恋ごころ

07. イカルスの星

08. バラ色の人生

09. 枯葉

10. 誰もいない海

11. 安奈／甲斐バンド

11. オー・シャンゼリゼ

12. 愛の讃歌

定価

1600 円 + 税





PBB-64
01. 素敵なルネッサンス

02. 昔きいたシャンソン

06. 雨酒場

04. 想い出のソレンツァーラ

03. 青春のアルバム

04. 駅のない遮断機

07. 浮雲

08. 恋舟

05. 今宵あなたが聞く歌は

05. マイ セレナーデ

06. Si n g l e i s B e s t ! ?

09. 越前恋歌

10. 恋紅葉

06. 雪が降る

08. 恋心

07. 戻れない道

08. 一夜一代に夢見頃

11. 流恋草

12. すき

09. 酔いしれて

10. 詩人の魂

09. 月のランプ

10. 思い出の坂道

13. 浮寝草

14. 花挽歌

11. ラスト・ワルツ

12. 愛の讃歌

11. おしえて神様

12. この街のどこかで

定価

1600 円

03. 枯葉

07. 希望

02. 部屋と Y シャツと私

定価

+税

ポップス＆ポップス (2)


1600 円

+税

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング

発売元：キングレコード
販売元：エスエスソフトプランニング

桂 銀淑 (2)



PBB-58

PBB-65



01. 風の盆恋歌

02. 飢餓海峡

01. 恋のしずく／伊東ゆかり

01. 愛始発 ( デュエット : 浜 圭介 ) 02. 恋やつれ夢

03. 滝の白糸

04. 北の女房

02. 小指の想い出／伊東ゆかり

やつれ 03. ボンボヤージ 04. 冬のたずね人

05. 心の酒

06. 酔って候

03. 川は流れる／仲宗根美樹

05. 東京 HOLD ME TIGHT 06. 未来女 ( みらいび

07. ホテル港や

08. 昭和夢つばめ

04. 折鶴／千葉紘子

と ) 07. ミッドナイトシアター 〜抱かせてあ

09. 東京めぐり愛

10. 大阪しぐれ

05. 虹色の湖／中村晃子

げなきゃよかった〜 08. 抱きしめて TONIGHT

11. 恋唄綴り

06. 恋の季節／ピンキーとキラーズ

12. 愛燦燦

07. 愛するってこわい／じゅん＆ネネ
定価

1600 円

+税

発売元：キングレコード
販売元：エスエスソフトプランニング

09. 愛のきずな／安倍律子

発売元：東芝ＥＭＩ
販売元：エスエスソフトプランニング

10. 愛でくるんだ言訳／安倍律子



PBB-59

01. 別れても好きな人 with シルヴィア 02. それぞ

01．逢いたくて逢いたくて

れの原宿 with シルヴィア 03. 知りすぎたのね

02．何も云わないで

03．帰りたくないの

04. コモエスタ赤坂 05. ヴエナスノーチェス東

04．夢は夜ひらく

05．好きなの好きなの

京 06. 淋しくないかい〜夜の銀狐 07. うそよ

06．何んでもないわ

07．やさしい雨

今夜も with シルヴィア 08. アマン with シルヴィア

08．一人で踊るブルース 09．つれてって

09. 深夜旅情 with シルヴィア 10. わたし祈っ

10．愛は惜しみなく

11．愛情

てます 11. 六本木あたり with ルナ 12. さよ

12．あなたのとりこ

13．泣きぬれて

定価

1600 円 + 税

菅原洋一

赤木圭一郎


PBB-48
01. 今日でお別れ

02. 知りたくないの

忘れな草をあなたに
05. 誰もいない
08. 爪

06. 愛の嵐

11. 愛の讃歌

07. 五月のバラ

ルフレッド・ハウゼ楽団 )

10. ラ・

02. 黒い霧の町

03. 打倒 ( ノック・ダウン )

04. ふたりの渚

06. 男の怒りをぶちまけろ

13. 恋心 ( ア

14. ラ・クンパ

ルシータ ( アルフレッド・ハウゼ楽団 )

01. 霧笛が俺を呼んでいる
05. 野郎泣くねぇ !!

12. 芽生えてそし

て ( アルフレッド・ハウゼ楽団 )



PBB-60

03.

04. 愛のフィナーレ

09. ラスト・ダンスは私に

ノヴィア

14．ベッドで煙草を吸わないで

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

発売元：ユニバーサルミュージック 14. 今夜だけは with フローレス
販売元：エスエスソフトプランニング

定価

1600 円

11. 大阪しのび逢い ( デュエット：浜 圭介 ) 12. 絵

1600 円

定価

11. みんな夢の中／高田恭子

う な ら の 向 こ う で 13. あ な た の す べ て を

09. いとしいひとの眠る間に 10. バラ色の人生

08. みずいろの世界／じゅん＆ネネ

12. 絹の靴下／夏木マリ
園まり



PBB-44

1600 円 + 税

12. Walking In The Rain

04. 望郷十年

ロス・インディオス

定価

10. Southern Cross

11. 鐘を鳴らして

03. 人形 〜おもちゃ〜

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

09. Endless Dream

05. 恋慕川

PBB-43

1600 円 + 税



PBB-57
01. 夜明けのうた

石川さゆり (2)

定価

07. 時に愛は

08. あなたの空を翔びたい

平松愛理

02. 宇治川哀歌

+税

1600 円 + 税

1600 円

+税

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング

01. 無言坂

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

定価

06. 伝説の少女

岸洋子

PBB-42

1600 円

05. 春の予感 〜 Iʼ ve been mellow 〜

定価

発売元：東芝ＥＭＩ
販売元：エスエスソフトプランニング

香西かおり

Love Is Gonna Get You

04. 天使のウィンク

10. 魔法の黄色い靴／チューリップ
12. 遠くで汽笛を聞きながら／アリス

定価

01. オリビアを聴きながら

08. ぼくの好きな先生／ RC サクセション
ウギ・バンド

ἫἋἚ
ὶ
ἫἋἚ



PBB-63

02. メランコリー

07. 不敵に笑う男

08. 海の情事に賭けろ

09. 幌馬車は行く

10. 若さがいっぱい

11. 明日なき男
+税

12. 風は海から吹いてくる
発売元：ユニバーサルミュージック 13. 追憶（おもいで ) 14. 激流に生きる男
販売元：エスエスソフトプランニング
ー 13−

+税

になる夜の物語 ( デュエット：堀内孝雄 )

ἫἋἚ
ὶ

ἫἋἚ

元マヒナスターズの
リードボーカルが歌う

昭和ムード歌謡

田端義夫



PBB-66

1600 円 + 税

02. ふるさとの燈台

01. わかって下さい／桂 銀淑

ちゃったのよ／松平直樹・中島奈々美 03. 抱擁

03. 別れ船

04. ダンディ気質

感／桂 銀淑

／松平直樹 04. 夜霧よ今夜も有難う／松平直樹

05. 呼子星

05. コモエスタ赤坂／松平直樹 06. 氷雨／松平直

06. 肩で風切るマドロスさん

心／桃井かおり

樹 07. まわり道／松平直樹 08. ワン・レイニー・

07. 島の船唄

08. 出船の唄

リ

09. 海のジプシー

10. 人生の船はヨーソロ！

08. 悲しい色やね／内藤やす子

11. 十九の春

12. ズンドコ節（街の伊達男）

レナーデ／内藤やす子 10. シルエット・ロ

1600 円

さない／松平直樹・中島奈々美 11. ブランデー

定価

グラス／松平直樹 12. 粋な別れ／三原さと志

発売元：テイチクエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング

13. 白い花の咲く頃／三原さと志 14. 港町・涙町・

+税

定価



PBB-67

02. 手紙

03. ルームライト ( 室内灯 )

04. 恋文

05. う・ふ・ふ

06. 両国橋

07. トーキョー・バビロン

08. 生きがい

10. つかの間の雨

05. おかあさん

12. 挽歌

1600 円 + 税

09. 別れても好きな人 10. 好きさ 好きさ 好きさ
11. オーケイ！

発売元：テイチクエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング

発売元：東芝ＥＭＩ
販売元：エスエスソフトプランニング

04. シクラメンのかほり

05. 心もよう

06. 大阪の女

07. 星影のワルツ

08. 鴎という名の酒場

09. 冬の駅

10. 東京ブルース

1600 円 + 税

12. 愛の終わりに

⑩⑪ザ・カーナビーツ ⑫ザ・サベージ



PBB-81

PBB-74

01. 悲しき口笛

02. 東京キッド



03. 越後獅子の唄

04. 私は街の子

05. ひばりの花売娘

06. 角兵衛獅子の唄
08. リンゴ追分

01. 霧子のタンゴ ＊

02. 13,800 円 ＊

01. 北の旅人／石原裕次郎 02. 赤いハンカチ＊／

07. お祭りマンボ

03. 好き好き好き ＊

04. 16 トン ＊

石原裕次郎 03. カスバの女＊／エト邦枝 04. 星の

09. 津軽のふるさと

05. 大阪ぐらし

06. 東京午前三時 ＊

流れに／菊池章子 05. 愛の終着駅／八代亜紀 06.

10. ひばりのマドロスさん

07. 大阪ろまん

男の純情／藤山一郎 07. 上海の街角で／東海林太

08. 銀座の恋の物語 with 松尾和子

郎・台詞：渡哲也） 08. 上海ブルース／ディック・

定価

09. 赤いグラス with 松尾和子

ミネ 09. 硝子のジョニー＊／アイ・ジョージ

発売元：コロムビアミュージック
販売元：ジェー・ピー

10. 別れても好きな人 with 松尾和子

1600 円 + 税

11. 二人でお酒を with 松尾和子

発売元：ビクターエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング

12. 別れの夜明け with 松尾和子
＊＝モノラル音源

定価

1600 円 + 税

発売元：テイチクエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング

10. 小樽のひとよ／鶴岡雅義と東京ロマンチカ

11. わたしゃ糸屋の器量よし

1600 円 + 税

12. 娘船頭さん

11. みちのくひとり旅／山本譲二 12. 夜霧の慕情
／石原裕次郎

美空ひばり (2)

＊＝モノラル音源



PBB-82

昭和青春ヒット歌謡

三波春夫

01. ひばりの三度笠＊

02. 港町十三番地

03. 花笠道中

04. 哀愁波止場

05. 車屋さん＊

06. ひばりの佐渡情話

01. 夕陽の丘＊／石原裕次郎・浅丘ルリ子 02. 錆

07. 哀愁出船

08. 柔

03. 大利根無情（セリフ入り）

びたナイフ＊／石原裕次郎 03. 硝子坂／高田みづ

09. 悲しい酒 ( セリフ入り )

04. 一本刀土俵入り

05. 天竜しぶき笠

え 04. 私はピアノ／高田みづえ 05. 原宿メモ

10. 真実一路

06. 出世佐渡情話

07. おけさ鴉

リー／高田みづえ 06. さとうきび畑 (1969 年 Ver.)

12. 芸道一代

08. おまんた囃子

09. 百年桜

／森山良子 07. この広い野原いっぱい／森山良子



PBB-69
01. チャンチキおけさ



PBB-75

02. 船方さんよ

08. あなただけを／あおい輝彦 09. バラが咲いた

10. トッチャカ人生
11. これが呑まずに居られるかい

1600 円 + 税

03. あなた

発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：ジェー・ピー

昭和の放浪歌


PBB-68

定価

定価
⑥⑦ザ・ジャガーズ ⑧⑨パープル・シャドウズ

02. 男はみんな華になれ

11. ウナ・セラ・ディ東京

12. いつまでもいつまでも

①②③ザ・スパイダース ④⑤ザ・テンプターズ



01. 雨の慕情

美空ひばり (1)

フランク永井 (2)

定価

06. 君に会いたい

07. マドモアゼル・ブルース 08. 小さなスナック

1600 円 + 税

12. 世界の国からこんにちは

定価

1600 円 + 税

発売元：テイチクエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング

発売元：テイチクエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング

定価

1600 円 + 税

11. 真赤な太陽
＊＝モノラル音源

発売元：コロムビアミュージック
販売元：ジェー・ピー

／マイク真木 10. 嵐を呼ぶ男＊／石原裕次郎
11. 別れのサンバ／長谷川きよし 12. 黒の舟唄／
長谷川きよし

美空ひばり (3)

＊＝モノラル音源



PBB-83

アイ・ジョージ
PBB-70

定価

1600 円 + 税

発売元：テイチクエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング

研ナオコ


02. しのぶ

03. 人恋酒

04. 裏町酒場

05. おまえに惚れた

06. ある女の詩

07. 人生一路

08. 今日の我に明日は勝つ

01. 時代

02. メランコリー

09. 哀愁平野

10. 愛燦燦

02. 赤いグラス（デュエット : 志摩ちなみ）

03. どうぞこのまま

04. メモリーグラス

11. 塩屋崎

12. 川の流れのように

03. 紅子のバラード

04. 別れのバラード

05. わかれうた

06. ジェラシー

05. 東京夫人

06. ラ・マラゲーニャ

07. 私は泣いています

08. しあわせ芝居

定価

07. ある恋の物語

08. べサメ・ムーチョ

09. ワインレッドの心

10. 帰らざる日々

09. キエン・セラ

10. カチート

発売元：コロムビアミュージック
販売元：ジェー・ピー

11. キサス・キサス
12. ク・ク・ル・ク・ク・パロマ

11. この空を飛べたら
定価

1600 円 + 税

1600 円 + 税

12. Mary Jane - メリー・ジェーン

ちあきなおみ

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング


02. 君は心の妻だから

01. 夢芝居／梅沢富美男

03. 旅路のひとよ

04. 星空のひとよ

たか

05. 北国の町

06. 女の意地

津ゆたか＆くにさきゆみ） 04. 女心の唄／

07. 今日でお別れ

08. カスバの女

バーブ佐竹

11. 夜霧のドライブイン

路／三船 浩

12. ブエナス・ノーチェス・東京
定価

1600 円 + 税

発売元：キングレコード
販売元：エスエスソフトプランニング

Tokyo 99

07. 夜霧の滑走

定価

04. X + Y = L O V E

1600 円

08. 私という女

09. しのび逢う恋

10. 矢切の渡し

11. さだめ川

12. 酒場川

+税

発売元：コロムビアミュージック
販売元：ジェー・ピー

08. 愛のふれあい／沢 ひろしと

09. 星降る街角／敏 いとうとハッ

ピー＆ブルー

03. 四つのお願い

07. 雨に濡れた慕情

03. いい男！いい女！／ You＆You（島
05. ネ オ ン 川 ／ バ ー ブ 佐 竹

02. 夜間飛行

06. 無駄な抵抗やめましょう

02. ホテル／島津ゆ

06. 男のブルース／三船 浩

01. 喝采
05. 別れたあとで



PBB-78

01. 小樽のひとよ

10. 愛に散りたい



PBB-84

昭和ポップス＆ムード歌謡《男性編》

09. 知りたくないの (I REALLY DONʼ T WANT TO KNOW)

発売元：テイチクエンタテインメント
販売元：エスエスソフトプランニング



01. みだれ髪

01. 硝子のジョニー

PBB-71

1600 円 + 税

セカンドアルバム

PBB-76

鶴岡雅義と東京ロマンチカ

定価

09. いっそセ

愛のうた

PBB-80

03. バン・バン・バン 04. エメラルドの伝説

定価

11. さよならの走り書き
定価

テレサ・テン

01. 夕陽が泣いている 02. なんとなく なんとなく

09. たそがれタペストリー

06. さよならの鐘／夏木マ

07. ブルー・ライト・ヨコハマ／園 まり

1600 円



PBB-73

01. 夜明けのスキャット

04.

05. ジュリアに傷

+税
マンス／夏木マリ 11. とまり木／テレサ・
発売元：ユニバーサルミュージック テン ) 12. 酒場にて／テレサ・テン
販売元：エスエスソフトプランニング

グル−プサウンズ
由紀さおり

02. 別れの予

03. つぐない／内藤やす子

六本木心中／内藤やす子

別れ町／三原さと志

ἫἋἚ
ὶ
ἫἋἚ



PBB-79

01. かえり船

りの大阪／松平直樹・中島奈々美 10. 今夜は離
定価



PBB-72

わかって下さい
〜いっそセレナーデ

01. 北上夜曲／松平直樹 02. 愛して愛して愛し

ナイト・イン・トーキョー／松平直樹 09. ふた

発売元：キングレコード
販売元：エスエスソフトプランニング

フォーク＆ポップス

いしだあゆみ

10. わたし祈ってます／敏 い

とうとハッピー＆ブルー 11. 赤坂の夜は更
けて／安倍律子、和田 弘とマヒナスターズ

PBB-85

12. 北の宿から／和田 弘とマヒナスターズ

01. 太陽は泣いている



02. ブルー・ライト・ヨコハマ
03. 今日からあなたと
04. 喧嘩のあとでくちづけを
05. あなたならどうする 06. 何があなたをそうさせた
07. 止めないで

08. 砂漠のような東京で

09. まるで飛べない小鳥のように 10. 愛の氷河
定価

ー 14−

1600 円 + 税

発売元：コロムビアミュージック
販売元：ジェー・ピー

11. 生まれかわれるものならば

12. 渚にて

舟木一夫

男の昭和歌謡


PBB-86

定価

1600 円 + 税

ὶ

ἫἋἚ

02. 修学旅行

01. 黒い花びら／水原 弘 ＊

03. 学園広場

04. 仲間たち

隅で／黒木 憲

06. 君たちがいて僕がいた

／ 井 沢 八 郎＊

07. あゝりんどうの花咲けど

07. 黄昏のビギン／水原 弘

08. 高原のお嬢さん

／黒木 憲

09. 渚のお嬢さん

10. 銭形平次

11. 絶唱

12. 夕笛

発売元：コロムビアミュージック
発売元：ジェー・ピー

ὶ

ἫἋἚ

1600 円 + 税

04. 恍惚のブルース

02. 白い週末
03. 女はそれを我慢できない

05. ホーリー＆ブライト ( 日本語バージョン）

07. ブルー・ライト・ヨコハマ

04. 恋のブギ・ウギ・トレイン

06. ミラージュのテーマ

08. 夜がわらってる

09. 氷の世界

05. リンダ

06. ラ・セゾン

10. 五番街のマリーへ

11. あなたならどうする

07. LUV-YA

08. 六本木心中

09. 美人薄命

10. WOMAN

07. ポートピア

08. シンフォニカ

09. 銀河鉄道９９９

10. はるかな旅へ

1600 円 + 税

11. リターン・トゥ・アフリカ

定価

12. ビューティフル・ネーム ( 日本語バージョン）

発売元：コロムビアミュージック
発売元：ジェー・ピー

12. 夜霧よ今夜も有難う
定価



1600 円 + 税

11. I LOVE YOU より愛してる

発売元：ビクターエンタテインメント 12. あゝ無情
発売元：エスエスソフトプランニング

美空ひばり

ザ・タイガース

ジャズコレクション

SBB-304



01. モナリザの微笑

02. 銀河のロマンス

03. クライ・ミー・ア・リバー

03. 花の首飾り

04. 君だけに愛を

05. 東京だョおっ母さん

04. ラヴ

05. 慕情

05. 僕のマリー

06. 思い出さん今日は

06. 匕首マック

07. ペイパー・ムーン

06. シーサイド・バウンド

07. 哀愁のからまつ林

08. スターダスト

08. 襟裳岬＊

09. ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス

08. 廃墟の鳩

09. 青い鳥

10. セ・マニフィック

10. 美しき愛の掟

11. 嘆き



PBB-95

01. この世の花

02. からたち日記

01. A 列車で行こう

03. りんどう峠

04. 逢いたいなァあの人に

09. ほんきかしら

11. 鳳仙花

12. 人生いろいろ
＊＝モノラル音源

定価

1600 円 + 税

02. ブルーベリー・ヒル

07. シー・シー・シー
11. 恋人よ我に帰れ
定価

12. 虹の彼方

発売元：コロムビアミュージック
発売元：ジェー・ピー



1600 円 + 税

12. スマイル・フォー・ミー

発売元：ユニバーサルミュージック
発売元：エスエスソフトプランニング

魅惑の歌姫

ザ・ピーナッツ

ヒット歌謡コレクション


デラックス

SBB-307



01. 北酒場

02. 矢切の渡し

01. 天使の誘惑／黛 ジュン 02. 恋の奴隷／奥

01. 可愛い花

02. 情熱の花

03. さだめ川

04. 湯けむり情話

村チヨ 03. ゆうべの秘密／小川知子

03. ふりむかないで

04. 恋のバカンス

05. おんな岬

06. 望郷じょんから

の恋／渚 ゆう子

05. 銀色の道

06. 心の窓にともし灯を

07. 心のこり

08. みれん心

06. 恋のハレルヤ／黛 ジュン

09. 北国へ

10. 人生航路

キャット／由紀さおり

11. 港夜景

12. 浪花節だよ人生は

09. 夕月／黛 ジュン

PBB-96

定価

1600 円

い／北原ミレイ
+税

山内賢

04. 京都

05. 雨 の 御 堂 筋 ／ 欧 陽 菲 菲

09. 大阪の女（ひと） 10. 愛のフィナーレ
11. 恋のフーガ

10. ざんげの値打ちもな

11. 二人の銀座／和泉雅子と

12. 乙女の祈り／黛 ジュン

定価

PBB-90


02. 越後情話

03. 矢車日記

04. 雪椿

05. とまり木

06. ふたたびの

07. 恋蛍

08. 冬化粧

09. 母ひとり

10. 幸せ

PBB-97

ＰＡＲＴ Ⅱ

12. やんちゃ酒（セリフ入り）
定価

1600 円 + 税

布施 明



03. 恋

04. これが青春だ

でイスタンブール／庄野真代 04. 戦士の休息
／町田義人 05. 赤道小町ドキッ／山下久美子

05. 愛の園

06. そっとおやすみ

07. 愛の終わりに

08. 愛の詩を今あなたに

06. ジェニーはご機嫌ななめ／ジューシィ・フ
ルーツ 07. 銀河鉄道９９９／ゴダイゴ 08. 心

09. 積木の部屋

の色／中村雅俊 09. 野に咲く花のように／ダ・
カーポ 10. 青春のリグレット／麗美 11. サボ
12. 愛が生まれた日／藤

PBB-91



PBB-501

01. アンコ椿は恋の花

02. 涙の連絡船

01. 赤いくつ

02. 赤とんぼ

03. さよなら列車

04. 好きになった人



03. お正月

04. 早春賦

05. 惚れちゃったんだョ

05. 故郷

06. 夕やけこやけ

06. はるみのマドロスさん

07. 叱られて

08. ちいさい秋みつけた

07. 北の宿から

08. 大阪しぐれ

09. 月の砂漠

10. 椰子の実

09. 浮草ぐらし

10. みちのく風の宿

11. 夏の思い出

12. 花

12. 浪花恋しぐれ（デュエット : 岡 千秋）

発売元：コロムビアミュージック
発売元：ジェー・ピー

定価

1600 円 + 税

発売元：東 芝 E M I
発売元：エスエスソフトプランニング

村田英雄

フォーク＆ポップス (2)


01. 人生劇場
02. 無法松の一生 ( 度胸千両入り )
03. 夫婦春秋

04. 王将

05. 柔道一代

06. 姿三四郎

07. 侍ニッポン

08. 柔道水滸伝

09. 黒田武士

10. 花と竜

11. 蟹工船

12. 男の土俵

SBB-301



01. 恋の予感／安全地帯 02. シルエット・
ロマンス／大橋純子 03. また逢う日まで／
尾崎紀世彦 04. グッド・ナイト・ベイビー
／キングトーンズ 05. 帰れない二人／井上
陽水 06. 熱視線／安全地帯 07. 花の首飾
り／ザ・タイガース 08. ムーンライト・サー
ファー／石川セリ 09 . スローバラード／
RC サクセション 10. 春なのに／柏原芳恵
定価
+税
11. 会いたい／沢田知可子 12. 花／喜納昌
発売元：ユニバーサルミュージック 吉＆チャンプルーズ
発売元：エスエスソフトプランニング
ー 15 ー

1600 円



SBB-308
01. おもいで

由紀さおり・安田祥子

11. ふたりの大阪（デュエット : 宮崎 雅）

デラックス

01. わかって下さい／因幡 晃 02. マイ・ラグ
ジュアリー・ナイト／しばたはつみ 03. 飛ん

発売元：コロムビアミュージック テンの花／財津和夫
谷美和子・大内義昭
発売元：ジェー・ピー

都 はるみ

12. 上を向いて歩こう

1600 円 + 税

発売元：キングレコード
発売元：エスエスソフトプランニング

あの頃のヒットポップス

01. おもいで酒

PBB-92

07. ウナ・セラ・ディ東京 08. 東京の女（ひと）

07. 夜明けのス

08. 終着駅／奥村チヨ

発売元：ユニバーサルミュージック
発売元：ジェー・ピー

発売元：コロムビアミュージック
発売元：ジェー・ピー

1600 円 + 税



05. ちあきの夢は夜ひらく 06. 王将

11. もしかして

発売元：コロムビアミュージック
発売元：ジェー・ピー

アン・ルイス

昭和カバー・ソングス

03. 命かれても
04. ハピネス

小林幸子

定価

1600 円 + 税

発売元：ユニバーサルミュージック
発売元：エスエスソフトプランニング

02. モンキー・マジック

+税

1600 円 + 税

12. 19:00 の街

SBB-303

発売元：コロムビアミュージック
発売元：ジェー・ピー

定価

10. むさし野詩人

11. グッド・ラック

01. グッド・バイ・マイ・ラブ

PBB-89

1600 円 + 税

08. 夕立ちのあとで

09. 針葉樹



細川たかし

定価

06. 私鉄沿線

07. 哀しみの終わる時

02. なみだ船

発売元：コロムビアミュージック
発売元：ジェー・ピー

1600 円

定価

04. 愛ふたたび

05. 甘い生活

01. 花と蝶

10. 恋しているんだもん

定価

＊＝モノラル音源

02. オレンジの雨

03. 君が美しすぎて

PBB-94

島倉千代子

1600 円 + 税

11. おもいやり／黒木

01. 青いリンゴ

01. ガンダーラ ( 日本語バージョン）

PBB-88

定価

10. 月の法

12. 君こそわが命／水原 弘

ちあきなおみ


08. 霧にむせぶ夜

09. 抱擁／箱崎晋一朗

善寺横町／藤島桓夫＊
憲

05. あゝ上野駅

06. 骨 ま で 愛 し て ／ 城 卓 也

発売元：ユニバーサルミュージック
発売元：ジェー・ピー

03. 僕のサラダガール

ἫἋἚ

定価

ゴダイゴ

1600 円 + 税

03. 熱 海 の 夜 ／ 箱 崎 晋 一 朗

04. お月さん今晩は／藤島桓夫



SBB-302

02. 夜の東京の片

05. 涙の敗戦投手

PBB-87

定価



PBB-93

01. 高校三年生

発売元：コロムビアミュージック
発売元：ジェー・ピー

ἫἋἚ

野口五郎

02. 霧の摩周湖

10. シクラメンのかほり
11. 傾いた道しるべ
定価

1600 円 + 税

発売元：キングレコード
発売元：エスエスソフトプランニング

12. 君は薔薇より美しい
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μᾄἑỶ ἚἽ
ቯଔฦ 2,000 ό ⒢
●化粧箱なし。バラ売り可能
●総収録時間：約4時間5分
●歌詞集付き
発売元:徳間ジャパンコミュニケーションズ
販売元：エスエスソフトプランニング

ἫἋἚ
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松山千春 (1)

1600 円 + 税
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01. うそ／中条きよし

03. 銀の雨

04. 時のいたずら

条きよし

05. 青春

06. 季節の中で

04. いまのキミはピカピカに光って／斉藤哲夫

07. 青春 II

08. 窓

05. 鳥の詩 〜オリジナルバージョン〜／杉田か

09. 卒業

10. 夜明け

おる

06. まちぶせ／石川ひとみ

07. 卒業／
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わが心の昭和歌謡名曲集
わが心の昭和歌謡名曲集 (1)

12. 大空と大地の中で

み本線日本海／森昌子

SBB-319

定価

1600 円 + 税

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング

／石川さゆり

10. 津軽海峡・冬景色

11. 天城越え／石川さゆり


 ੱ↢ߩਗᧁ
 ァ࿖ߩᲣ
ᄕߴ੶߆ߦ
 ✛ߩᐔ✢
 ᵿජ㠽
 ߎߩ
 ⿒ߣࠎ߷
㧤

昭和ロマンが漂う
芳醇なオムニバスアルバム

斉藤由貴 08. 越冬つばめ／森昌子 09. 哀し



01. 北の漁場／北島三郎

12. 季節の中で／松山千春

02. 函館の女／北島三郎
03. 命くれない／瀬川瑛子

松山千春 (2)


01. ラブユー東京

02. 雨の銀座

03. 足寄より

04. 白い花

03. 新潟ブルース

04. 恋の銀座

05. 雨あがりの街

06. 走れ夜汽車

05. 信濃川慕情

06. 生命のブルース

07. こんな夜は

08. 帰りたい

07. 城ヶ崎ブルース

08. たそがれの銀座

09. 歩き続ける時

10. 街

09. 君からお行きよ

10. 涙とともに

07. 昔の名前で出ています／小林 旭
08. 涙を抱いた渡り鳥／水前寺清子

1600 円

定価

+税

発売元：日本クラウン
販売元：エスエスソフトプランニング

12. さようならは五つのひらがな

1600 円 + 税

シルクロード

11. 浪曲子守唄／一節太郎
12. 祝い船／門脇陸男

ウイスキーが、お好きでしょ
カバー 感動の名曲をふたたび

SBB-324



01. 絲綢之路

02. 遥かなる大河

01. 恋しくて

03. シルクロード幻想

04. 西に向って

02. ウイスキーが、お好きでしょ ( 歌：SAYURI)

02. まつり／北島三郎
03. 男の港／鳥羽一郎
04. 昭和北前船／鳥羽一郎
05. 川の流れのように／キム・ヨンジャ
06. ごめんね／小林 旭
07. もう一度一から出なおします／小林 旭
08. 涙とともに／ロス・プリモス

05. 永遠の路「シルクロード ~ 絲綢之路 ~Ⅱ」より

03. テネシー・ワルツ 04. 逢いたくて逢いたくて

06. 静けさの中で ( はるかなるタクラマカン砂漠 )

05. 君恋し

定価

07. 絲綢之路 ~ 黒水城の幻想 (SILVER MOON)

06. 私の青空 (My Blue Heaven)

08. 神秘なる砂の舞 ( ローラン )

07. すみれの花咲く頃

発売元：日本クラウン
販売元：エスエスソフトプランニング

09. 天山「敦煌」より

10. 風神

08. 花 ( すべての人の心に花を )

11. 敦煌からの想い

12. 巡礼の旅

定価

1600 円 + 税

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング

09. 愛燦燦



1600 円 + 税

12. 雪の降る町を

03. カサブランカ・グッバイ／鳥羽一郎



04. 師匠（おやじ）／鳥羽一郎
05. 自動車ショー歌／小林 旭

02. 知床旅情

02. 会いたい／沢田知可子

03. 琵琶湖周航の歌

04. 惜別の唄

03. SWEET MEMORIES ／桂 銀淑

05. 北上夜曲

06. 遠くへ行きたい

04. for you・・・／桂 銀淑

07. 雪の降る街を

08. 砂山

05. 無言坂／テレサ・テン

09. ゴンドラの唄

10. 島原地方の子守唄

定価

06. 襟裳岬／テレサ・テン

11. カチューシャの唄

12. 旅人の唄

発売元：日本クラウン
販売元：エスエスソフトプランニング

発売元：ユニバーサルミュージック 09. 八月の濡れた砂／石川セリ
販売元：エスエスソフトプランニング
10. たそがれマイ・ラブ／大橋純子

1600 円 + 税

発売元：日本クラウン
販売元：エスエスソフトプランニング

11. ペイパー・ムーン／大橋純子

抒情歌謡曲集

07. 三百六十五歩のマーチ／水前寺清子
08. 暗夜航路／キム・ヨンジャ

1600 円 + 税

SBB-334

09. 酒場すずめ／村上幸子
10. 不如帰／村上幸子
11. 柳ヶ瀬ブルース／美川憲一
12. はぐれコキリコ／成世昌平

01. 城ヶ島の雨

02. 波浮の港

03. 船頭小唄

04. 雨に咲く花

05. ズンドコ節

06. 裏町人生

07. 男なら

08. 夜霧のブルース

09. 流転

10. 君恋し

11. 東京流れ者

12. ひとり寝の子守唄

02. 大勝負／水前寺清子
03. カスバの女／緑川アコ
04. 叱らないで／青山ミチ
05. おんなの朝／美川憲一
06. さそり座の女／美川憲一
07. 宗右衛門町ブルース／平和勝次とダークホース
08. 足手まとい／森雄二とサザンクロス
定価

1600 円 + 税

発売元：日本クラウン
販売元：エスエスソフトプランニング

1600 円 + 税

発売元：日本クラウン
販売元：エスエスソフトプランニング
ー 16−



01. 兄弟仁義／北島三郎



SBB-327

定価

06. 純子／小林 旭

わが心の昭和歌謡名曲集 (4)

小林 旭

12. そっとおやすみ／テレサ・テン



02. 加賀の女／北島三郎

01. 北帰行

定価

11. 虫けらの唄／バーブ佐竹

01. 橋／北島三郎

01. 少年時代／沢田知可子

08. 六本木ララバイ／テレサ・テン

10. 花冷え／里見浩太朗

わが心の昭和歌謡名曲集 (3)
SBB-333

北へ

SBB-326

07. 桃色吐息／内藤やす子

09. 涙のしずく／キム・ヨンジャ

12. 好きですサッポロ／サザンクロス

10. つぐない

11. いい日旅立ち

小林 旭

SWEETMEMORIES



01. 風雪ながれ旅／北島三郎

石川さゆり



SBB-311

SBB-314

10. 下北漁港／鳥羽一郎

わが心の昭和歌謡名曲集 (2)
SBB-325

発売元：日本クラウン
販売元：エスエスソフトプランニング

フォーク＆ポップス

09. いっぽんどっこの唄／水前寺清子

11. 亀田慕情
定価

喜多郎

06. 北へ／小林 旭



SBB-318

02. 君のために作った歌

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング

1600 円 + 税

05. 兄弟船／鳥羽一郎

01. 初恋

1600 円 + 税

1600 円 + 税

04. 長崎の夜はむらさき／瀬川瑛子

ロス・プリモス

12. 空を飛ぶ鳥のように野を駈ける風のように

定価

03. みずいろの手紙／あべ静江

৯ऴුജ᜕
SBB-332

11. 恋

11. 帰郷

定価

02. 理由 〜わけ〜／中
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SBB-316

02. かざぐるま



SBB-331
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SBB-310

定価



SBB-330
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01. 旅立ち

発売元：ポニーキャニオン
販売元：エスエスソフトプランニング

ἫἋἚ

SBB-329

昭和のヒット浪漫歌謡

SBB-309

定価
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09. 夜の銀狐／斉条史朗
10. 信濃川慕情／黒沢明とロス・プリモス
11. 女房きどり／小林 旭
12. 海の匂いのお母さん／鳥羽一郎

