石川さゆり ベストヒット

松山千春 ベストヒット
BHST-101

定価 1 7 1 4 円 +税

4 988013 315143

02. 天城越え

01. 愛ひとすじ

02. なみだ恋

02. 旅立ち

03. 大阪つばめ

04. 夫婦善哉

03. 涙の最終列車

04. 夜汽車

03. 君のために作った歌

05. 能登半島

06. 暖流

05. 舟唄

06. おんな港町

04. 季節の中で

07. 火の国へ

08. 波止場しぐれ

07. 海猫

08. 愛の終着駅

09. 滝の白糸

10. 越前竹舞い

09. もう一度逢いたい 10. 盛り場おんな酒

11. 北の女房

12. 飢餓海峡

13. 風の盆恋歌

14. 東京めぐり愛

05. かざぐるま

06. 銀の雨

07. 時のいたずら

08. 雨あがりの街

09. 南風にのせて

10. 帰郷

定価

12. 恋

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

14. 失くした心

1714 円 + 税

4 988013 315242

BHST-107
01. 今すぐ Kiss Me

02. ROUTE 246

01. 片恋酒

02. つぐない

03. LA-LA-LA

04. あばよ

03. Get The Emotion

04. NOBODY KNOWS

03. 氷雨

04. 熱海の夜

05. 風をくらって

06. 窓ガラス

05. 恋をしようよ Yeah! Yeah!

05. 花水仙

06. カスマプゲ

07. ふたりの夢

08. さいごの恋人

09. 釜山港へ帰れ

10. 道頓堀川

11. 秋冬

12. さいはて雪の宿

08. ボサノバ

09. 泣かせて

10. 六本木レイン

11. 夏をあきらめて

12. Tokyo 見返り美人

13. 悲しい女

14. かもめはかもめ

4 988008 987034

定価

1714 円 + 税

07. SUNSET BLUE

08. GLORY DAYS

09. OH! ANGEL

10. RUSH LIFE

11. STEP IN NOW

12. ROUGH DIAMONDO

13. JUMP

14. HAPPY BIRTHDAY

15. 10 セントの小宇宙 ( ゆめ )
16. every little thing every precious thing

松山千春

4 988005 918949

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

1714 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

4 988013 787643

BHST-113

4 988013 586529

02. 窓

01. いい日旅立ち

02. 見上げてごらん夜の星を

03. 卒業

04 夜明け

03. 希望

04. わかって下さい

05. 初恋

06. 足寄より

05. 小指の想い出

06. 手紙

07. 白い花

08. オホーツクの海

07. 誰もいない海

08. 池上線

09. こんな夜は

10. 街

09. 風

10. 22 才の別れ

11. 雪の降る町を

12. 四季の歌

12. 帰ろうか

1600 円

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. 越冬つばめ
04. せんせい

05. 夕顔の雨

06. 記念樹

07. 下町の青い空

08. 面影の君

定価

1714 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

11. なみだの桟橋
13. 立待岬

森 昌子

4 988013 523623

BHST-114

1600 円 + 税

12. 北寒港（きたかんこう） 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
14. 愛傷歌

4 988013 586628

02. つぐない

01. 北の宿から

02. 別れの一本杉

03. 愛燦燦

04. 恋

03. 白い花の咲く頃

04. 大阪しぐれ

05. ウイスキーが、お好きでしょ

05. 夫婦舟

06. 氷雨

06. テネシー・ワルツ

07. みちづれ

08. 北上夜曲

07. 逢いたくて逢いたくて

09. 南国土佐を後にして 10. 夫婦坂
09. for you…

11. さざんかの宿

10. 雪の降る町を
定価

11. ひとり寝の子守唄

12. おもいで酒

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

12. 南国土佐を後にして

ペドロ＆カプリシャス

多感な青春のこころのなかで…

“五番街のマリーへ” から続く魅惑の唄声

4 988013 523722

BHST-116

01. あの日のままで

02. 寒い夜

01. 五番街のマリーへ

03. 踊りましょうか

04. 雪化粧

02. ジョニィへの伝言

05. 貴方のことで

06. これ以上

03. きみの友だち

4 988008 087444

04. 陽かげりの街

07. かわいい女はかわいいままで

05. ブルー・カナリア 06. ジャニー・ギター

08. おいで僕のそばに

07. イエスタデイ・ワンス・モア

09. あたい
定価

清らかな唄声に魅せられる
～歌謡曲・カバー名曲編

01. いい日旅立ち

BHST-110

09. あなたを待って三年三月
10. あの人の船行っちゃった

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

14. 生きがい

08. 君恋し
+税

4 988013 420946

03. 春の岬

定価

13. サイクリング

BHST-109

定価

清らかな唄声に癒される
～ポップス・カバー名曲編

01. 青春 II

郷愁

森 昌子 ベストヒット
01. 哀しみ本線 日本海

森 昌子

愛 感動

BHST-108

松山千春
BHST-105

1600 円 + 税

13. 港町・涙町・別れ町

発売元：エムティアール
原盤提供：センチュリーレコード
販売元：エスエスソフトプランニング

石川さゆり こころにのこる名曲編

4 988005 918956

01. さらば青春 ／小椋佳 02. 心もよう ／井上
陽水 03. たそがれマイ・ラブ ／大橋純子
04. 夢の途中 ／来生たかお 05. この空を飛べ
たら ／加藤登紀子 06. Lucky Chance をもう
一度 ／ C-C-B 07. モナリザの微笑 ／ザ・タイガース
08. 私鉄沿線 ／野口五郎 09. ほほにキスして
／水越恵子 10. ゴーイン・バック・トゥ・チャ
イナ ／鹿取洋子 11. い・け・な・いルージュ
マジック ／忌野清志郎・坂本龍一 12. ダス
ティン・ホフマンに なれなかったよ ／大塚博
堂 13. ダンシング・オールナイト ／もんた＆
ブラザーズ 14. スローバラード ／ RC サクセ
ション 15. メリー・ジェーン ／つのだ☆ひろ
16. ラヴ・イズ・オーヴァー ／欧陽菲菲

定価

11. 空を飛ぶ鳥のように 野を駈ける風のように
定価

4 988201 221133

BHST-112

06. Dream On 抱きしめて

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

01. 夢の中へ ／井上陽水 02. ダンスはうまく
踊れない ／石川セリ 03. 色つきの女でいてく
れよ ／ザ・タイガース 04. セーラー服と機関
銃 ／薬師丸ひろ子 05. Romantic が止まらな
い ／ C-C-B 06. シルエット・ロマンス ／大橋
純子 07. Goodbye Day ／来生たかお 08. 俺
たちの旅 ／小椋 佳 09. 知床旅情 ／加藤登紀
子 10. ギャランドゥ ／もんた＆ブラザーズ
11. 恋のダイヤル 6700 ／フィンガー 5 12. 青
いリンゴ ／野口五郎 13. また逢う日まで ／
尾崎紀世彦 14. 空港 ／テレサ・テン 15. 想
い出がいっぱい ／ H2O 16. 花～すべての人
の心に花を～／喜納昌吉＆チャンプルーズ

BHST-104

1714 円 + 税

こころに残る名曲コレクション

02. 一年草

フォーク＆ポップス (2)

定価

八代亜紀

01. 愚図

BHST-103

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. あなたと生きる

13. 雨の慕情

BHST-102

フォーク＆ポップス (1)

1714 円 + 税

1600 円 + 税

発売元：エムティアール
原盤提供：センチュリーレコード
販売元：エスエスソフトプランニング

17. BELIEVE IN LOVE

定価

11. なみだ川
定価

リンドバーグ ベストヒット

07. ひとりぽっちで踊らせて

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

4 988201 221126

BHST-111

01. 津軽海峡・冬景色

研ナオコ ベストヒット

1714 円 + 税

4 988013 421042

BHST-106

感動の名曲コレクション

01. 大空と大地の中で

発 売 元： ポ ニ ー キ ャ ニ オ ン 11. 青春
販 売 元： エスエスソフトプランニング 13. 歩き続ける時

定価

八代亜紀

10. 私を見つめて
11. 君が好きさ
12. 父さん（エンディングにカットアウト有り）
13. おやすみ
ー1ー

08. やさしく歌って
定価

1600 円 + 税

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

09. シバの女王

10. ゴッド・ファーザー 愛のテーマ
11. 追憶
13. 愛のプレリュード
14. 別れの朝

12. ミッシェル

帰ってきた 俺たちのアニソン !

ロス・インディオス 魅惑の昭和ムード歌謡

～懐かしのテレビアニメソング集～

4 988013 105768

BHST-117

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

01. およげ！たいやきくん／子門真人
02. タッチ／岩崎良美
03. 時の河を越えて／うしろ髪ひかれ隊
04. 恋はくえすちょん／おニャン子クラブ
05. 悲しみよこんにちは／斉藤由貴
06. リトル☆デイト／ ribbon
07. EQUAL ロマンス／ CoCo
08. 愛がひとりぼっち／岩崎良美
09. ラムのラブソング／松谷祐子
10. あなたを知りたい／うしろ髪ひかれ隊
11. 渚の『・・・・・』／うしろゆびさされ組
12. もう一度ピーターパン／ゆうゆ
13. 微笑みの爆弾／馬渡松子
14. ごめんねカウボーイ／うしろ髪ひかれ隊
15. うしろゆびさされ組／おニャン子クラブ・
うしろゆびさされ組

BHST-124

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

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

08. 天使のボディガード／ゆうゆ with おニャン子クラブ
09. ウェディングドレス／おニャン子クラブ
10. バナナの涙／うしろゆびさされ組
11. 象さんのすきゃんてぃ／うしろゆびさされ組
12. 技ありっ ! ／うしろゆびさされ組
13. うしろ髪ひかれたい／うしろ髪ひかれ隊
14. メビウスの恋人／うしろ髪ひかれ隊
15. ほらね、春が来た／うしろ髪ひかれ隊

02. 湖愁／松島アキラ *

03. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー

03. ウナ・セラ・ディ東京／和田弘とマヒナスターズ

04. 夢は夜ひらく

05. 京都の夜

04. 君恋し／フランク永井 *

06. 熱海の夜

07. 粋な別れ

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

06. 女のためいき／森 進一
07. 東京ナイト・クラブ／フランク永井＆松尾和子 *
定価

08. 恍惚のブルース／青江三奈

1600 円 + 税

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. 何も云わないで／ with 菅原洋一

13. カスバの女／沢たまき

華やぎの演歌名曲アルバム

14. 東京午前三時／フランク永井

森 進 一 ベストヒット

4 988002 647750

BHST-128

4 988002 647781

02. 蜩／⾧山洋子

01. おふくろさん

02. 女のためいき

03. ノラ／門倉有希

03. 命かれても

04. 盛り場ブルース

04. 浪花節だよ人生は／木村友衛

05. 花と蝶

06. ひとり酒場で

05. 麦畑／オヨネーズ

07. ゆうすげの恋

08. 年上の女

06. なみだの操／殿さまキングス

09. 港町ブルース

10. 襟裳岬

01. 海雪／ジェロ

07. おふくろさん／森進一
定価

11. 新宿・みなと町 12. 冬のリヴィエラ

08. 帰ってこいよ／松村和子

1600 円 + 税

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

10. 哀愁の街に霧が降る／山田真二 *
12. 雨の中の二人／橋 幸夫

＊＝モノラル

BHST-125

09. 夜霧の第二国道／フランク永井
11. 俺は淋しいんだ／フランク永井

14. 死ぬまで一緒に／ with 菅原洋一

1600 円 + 税

09. 男と女のお話／日吉ミミ

定価

10. 潮来笠／橋 幸夫 *

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

11. 大阪ラプソディー／海原千里・万里
12. 雨／三善英史
13. あなたにあげる／西川峰子
14. 北の螢／森進一

＊＝モノラル

夢薫る

岩崎宏美 ベストヒット
BHST-129

昭和ムード歌謡

4 988005 591227

BHST-126

02. シンデレラ・ハネムーン

4 988002 647767

01. 有楽町で逢いましょう／フランク永井 *

02. 真夏の果実
04. 終着駅

05. なみだ恋

06. 上海エレジー

07. 日本海

08. 北の宿から

05. 西銀座駅前／フランク永井 *

定価

09. さすらいの町

10. 愛の終着駅

06. グッド・ナイト／松尾和子＆和田 弘とマ

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

02. 赤と黒のブルース／鶴田浩二 *
03. 再会／松尾和子 *
04. 知りすぎたのね／ロミ山田

ヒナスターズ
定価

13. 人生いろいろ

発売元：ビクターエンタテインメント

14. 花 ～すべての人の心に花を～

販売元：エスエスソフトプランニング

1600 円 + 税

03. 夢狩人

04. 好きにならずにいられない 05. 二重唱

03. 秋冬

12. もしかして -PARTII

4 988002 648917

01. 聖母たちのララバイ

01. 別れの朝

11. 望郷
定価

05. 伊勢佐木町ブルース／青江三奈

13. ベッドで煙草を吸わないで

テレサ・テン 歌姫の愛しうた
BHST-122

02. 愛のモトマチ／ with シルヴィア

11. 恋心

4 988013 105867

4 988002 647774

01. おまえに／フランク永井

10. 星降る街角／ with 高マサミ

01. セーラー服を脱がさないで／おニャン子クラブ
02. およしになってね TEACHER ／おニャン子クラブ
03. 冬のオペラグラス／新田恵利 with おニャン子クラブ
04. じゃあね／おニャン子クラブ
05. おっと CHIKAN ！／おニャン子クラブ
06. お先に失礼／おニャン子クラブ
07.ＮＯ ＭＯＲＥ恋愛ごっこ／おニャン子クラブ

1600 円 + 税

BHST-127

09. 赤坂の夜は更けて

おニャン子クラブ・うしろゆびさされ組・うしろ髪ひかれ隊

定価

4 988005 591241

01. ウナ・セラ・ディ東京

08. ⾧崎は今日も雨だった

青春・爆発！ 帰ってきたおニャン子たち
BHST-118

昭和ムード歌謡

愛薫る

06. ロマンス

07. センチメンタル

08. 未来

09. 思秋期

10. 夏に抱かれて

11. 万華鏡

12. すみれ色の涙

1600 円 + 税

07. 今夜は離さない／橋 幸夫＆安部里葎子
08. 踊子／三浦洸一 *
09. 誰よりも君を愛す／松尾和子＆和田 弘と

松山千春 青春の景色

マヒナスターズ *
10. 愛して愛して愛しちゃったのよ／田代美代

テレサ・テン 昭和の哀調を歌う

1600 円 + 税

BHST-131

4 988013 421363

12. いいじゃないの幸せならば／佐良直美

01. 卒業

13. 好きだった／鶴田浩二

03. この道より道廻り道 04. ためらい

14. 銀座の恋の物語／フランク永井＆松尾和子

05. 今日限り

06. 酔っています

07. 帰ろう

08. 涙

05. 夫婦しぐれ 06. 北酒場

09. 帰りたい

10. 貴方だけ

07. 片恋酒

08. 港町絶唱

11. 君はそばに

09. 花と涙

10. ララバイ東京

11. 挽歌

12. 愛のモトマチ

13. 熱海の夜

14. あなたのすべてを

BHST-123

定価

子＆和田 弘とマヒナスターズ
11. ベッドで煙草を吸わないで／沢たまき

4 988005 591234

01. 夢追い酒

02. そんな女のひとりごと

03. みちづれ

04. 夫婦きどり

＊＝モノラル

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

02. 走れ夜汽車

12. 良生ちゃんとポプラ並木
13. ＭＹ自転車

14. ピエロ

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

郷愁の特選

東北民謡

青森・秋田・岩手・宮城 編

BHST-119

定価 各

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

56
分
13
秒

郷愁の特選

東北民謡

宮城・山形・福島 編

BHST-120

1 津軽じょんから節 ( 青森 )
●
2 鰺ヶ沢甚句 ( 青森 )
●
3 津軽山唄 ( 青森 )
●
4 弥三郎節 ( 青森 )
●
5 八戸小唄 ( 青森 )
●
6 謙良節 ( 青森 )
●
7 十三の砂山 ( 青森 )
●
8 秋田おばこ ( 秋田 )
●
9 秋田甚句 ( 秋田 )
●
10 姉こもさ ( 秋田 )
●
11 おこさ節 ( 秋田 )
●
12 外山節 ( 岩手 )
●
13 南部牛追唄 ( 岩手 )
●
14 からめ節 ( 岩手 )
●
15 さんさ時雨 ( 宮城 )
●
16 斎太郎節 ( 宮城 )
●
17 塩釜甚句 ( 宮城 )
●

ー2

1 お立ち酒 ( 宮城 )
●
2 米節～博多小女郎浪枕～
（宮城）
●
3 新さんさ時雨 ( 宮城 )
●
4
●夏の山唄 ( 宮城 )
5 ⾧持唄 ( 宮城 )
●
6 花笠音頭 ( 山形 )
●
7 最上川舟唄 ( 山形 )＊モノラル
●
8 山形大黒舞 ( 山形 )
●
9 新庄節 ( 山形 )
●
10 真室川音頭 ( 山形 )
●
11 庄内おばこ ( 山形 )
●
12 相馬盆唄 ( 福島 )
●
57 13
49
●相馬流れ山 ( 福島 )
分
分
14 原釜大漁節 ( 福島 )
48 ●
48
15
秒 ●相馬土搗唄 ( 福島 )
秒
16 新相馬節 ( 福島 )
●
17
● 会津磐梯山 ( 福島 )

郷愁の津軽三味線
BHST-121
1 津軽じょんから節 ( 新節 )
●
2 津軽よされ節 ( 中節 )＊ライブ録音
●
3 津軽じょんから節 ( 新節 )
●
4 津軽おはら節
●
5 十三の砂山
●
6 津軽よされ節
●
7 津軽タント節
●
8 津軽曲弾き
●
9 津軽あいや節
●
10 津軽三下り
●
11 津軽幻想曲
●
12 鰺ヶ沢甚句
●
13 弥三郎節
●
14 秋田おばこ
●
15 津軽じょんから節 ( 旧節 )
●

※ブックレットには解説のみ掲載

工藤静香 ベストヒット 15

懐かしの青春歌謡アルバム
4 988002 664184

BHST-132

01. レッツ・ゴー運命 02. くるみ割り人形

02. 若い歌声／橋 幸夫・吉永小百合＊

02. Ａｇａｉｎ

03. 熊蜂の飛行

04. 白鳥の湖

03. 若い東京の屋根の下／橋 幸夫・吉永小百合

03. 抱いてくれたらいいのに

05. 元禄花見踊り

06. 勧進帳

04. 東京オリンピック音頭／橋 幸夫・市丸・

04. ＦＵ

07. 津軽じょんがら節 08. ソーラン節

08. 若い港／三田 明

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

13. 涙のギター
定価

09. くちびるから媚薬

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

10. 千流の雫

16. ００７／ゴールドフィンガー
17. 朝日のあたる家

ザ・ピーナッツ

13. 慟哭

13. 雨の中に消えて／吉永小百合＊

14. ラヴ・ミー・テンダー

15. バック・イン・ザ・U.S.S.R.
18. 青い影

※全曲インストゥルメンタル、歌詞カードなし

12. めちゃくちゃに泣いてしまいたい

12. 光る海／吉永小百合

1600 円 + 税

08. 黄砂に吹かれて

11. メタモルフォーゼ

11. 明日は咲こう花咲こう／吉永小百合・三田 明

10. 悲しき雨音

11. テネシー・ワルツ 12. ブルー・ジーン No.1

07. 嵐の素顔

1600 円 + 税

定価

10. いつも心に太陽を／松島アキラ・山中みゆき＊

プレミアム・ポップス

14.Ｂｌｕｅ Ｒｏｓｅ

14. 寒い朝／吉永小百合・和田 弘とマヒナスターズ＊
＊＝モノラル

09. 二つのギター

06. 恋一夜

07. いとしのナターシャ／久保 浩
09. 若い仲間／中尾ミエ・田辺靖雄・東京混声合唱団

ＪＩ ＴＳＵ

05. ＭＵＧＯ・ん・・・色っぽい

06. 二人の星をさがそうよ／田辺靖雄
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

4 988003 472870

BHST-154

01. 禁断のテレパシ―

松島アキラ・神楽坂浮子・ビクター少年民謡会

1600 円 + 税

4 988013 657465

BHST-137

01. いつでも夢を／橋 幸夫・吉永小百合＊

05. 白いギター／チェリッシュ
定価

寺内タケシ／レッツ・ゴー！エレキサウンド

15. 激情

15. 美しい十代／三田 明＊

4 988003 472887

BHST-155

01. キサス・キサス・キサス＊
02. 悲しき１６才＊

心に残る懐メロ名曲アルバム

華やぎのベストヒット歌謡曲

4 988002 664191

BHST-133

01. 天城越え／水田竜子

02. 北上夜曲／多摩幸子・和田 弘とマヒナスターズ＊

02. 浪花恋しぐれ／中村美律子＆鏡五郎

03. 桑港のチャイナ街／渡辺はま子＊

03. なみだ恋／二葉百合子

04. 月よりの使者／竹山逸郎・藤原亮子＊

04. 北の宿から／岩本公水

05. 銀座カンカン娘／高峰秀子＊

05. 大阪しぐれ／市川由紀乃

06. アルプスの牧場／灰田勝彦＊

06. おもいで酒／二葉百合子

1600 円

+税

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

1600 円 + 税

08. わたしの彼は左きき／麻丘めぐみ

定価

09. 街のサンドイッチマン／鶴田浩二

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

10. 雨の中の二人／橋 幸夫

ベストヒット１6
―ZETTAI 盤―

4 988013 606166

05. 別れの予感

06. 夜のフェリーボート

07. 心凍らせて

08. 氷雨

1,600 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

4 988002 692460

12. 涙の条件

13. ジェルソミーナの歩いた道
14. 悲しみと踊らせて 15. 川の流れのように

小椋 佳 プレミアム・コレクション

03. リップスティック 04. サンタモニカの風

03. 哀しくてジェラシー

05. 気まぐれヴィーナス 06. ねえ！気がついてよ

BHST-162

4 988011 901522

07. 夏にご用心

08. 天使のくちびる

01. さらば青春

02. しおさいの詩

09. 十七の夏

10. はじめての出来事

03. 少しは私に愛を下さい

11. 黄色いリボン

12. 三色すみれ

04. めまい

05. 揺れるまなざし

13. わたしの青い鳥

14. 天使も夢見る

06. 砂漠の少年

07. 俺たちの旅

08. 逢うたびに君は

09. 残された憧景

10. 歓送の歌

11. 夢芝居

1600 円 + 税

08. 神様ヘルプ !

定価

09. OH!! POPSTAR

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

10. Song for U.S.A.

02. 追いかけてヨコハマ

定価

二葉百合子

14. Bl ue Ra in

涙の歌謡浪曲劇場

13. 帰っちゃおうかな

14. 花化粧

15. 愛燦燦

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

4 988003 469344

BHST-151

16. HEART OF RAINBOW ～愛の虹を渡って～

八神純子 ベストヒット

01. 一本刀土俵入り＊浪セ 02. 岸壁の母＊セ

チェッカーズ

1,600 円 + 税

12. シクラメンのかほり

～浪曲とセリフ入り～

15. ONE N I GHT GIGOL O

ベストヒット１6
―MOTTO 盤―

BHST-136

04. 瞼の母＊浪セ

05. 靖国の母＊浪歌

06. 雪の渡り鳥＊浪セ

大利根月夜＊浪セ

定価

03. Ro o m

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

08.

10. ああ新撰組＊浪セ

11. 赤穂浪士＊セ

12. 母恋吹雪＊浪セ

01. 思い出は美しすぎて
02. みずいろの雨

03. ポーラー・スター

04. カシミヤのほほえみ 05. チーター
06.COMMUNICATION 07. 摩天楼のハリケーン

＊浪セ＝浪曲・セリフ入り
＊セ ＝セリフ入り
＊浪歌＝浪曲・歌謡節入り

08. 素敵ダウンタウンジミー (Single Version)
09. FUN CITY (Single Version)

1,600 円 + 税

05. F ri e nds and Dr e am

定価

06. 運命 (SADAME)

発売元：ワーナーミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

07. 夜明けのブレス

4 943674 221769

BHST-163

男の涙＊浪セ

09. 暗闇の丑松＊浪セ

1600 円 + 税

02. 素直に I'm Sorry
04. Che ri e

03. 九段の母＊浪セ

07.

4 988013 606265

01. J im&J ane の伝説

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

04. 愛人

02. 涙のリクエスト

13. WA N DER ER

1600 円

02. 空港

03. つぐない

01. しあわせ芝居

12. I Love you, SAYONARA

+税

4 988011 901515

09. スキャンダル 10. 恋人たちの神話

11. NANA

定価

プレミアム・コレクション

01. 時の流れに身をまかせ

BHST-150

07. 俺たちのロカビリーナイト

1600 円

＊= アナログ

01. ギザギザハートの子守唄

06. あの娘とスキャンダル

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

15. ふりむかないで

BHST-161

桜田淳子 ベストヒット

05. ジュリアに傷心

+税

13. 京都の恋

14. 指輪のあとに

11. 乱されて

04. 星屑のステージ

定価

11. 上海帰りのリル

12. ナオミの夢

10. 氷雨／大月みやこ

定価

BHST-135

10. 手編みの靴下

09. ふたり酒／原田悠里

15. 珍島物語／水田竜子

15. 異国の丘／竹山逸郎・中村耕造＊

09. ローマの雨

テレサ・テン

14. 祝い酒／青木美保

14. 島のブルース／三沢あけみ＊

07. キャンディー・ムーン

08. ローマの恋

08. 舟唄／永井裕子

13. みだれ髪／神野美伽

13. カナダからの手紙／平尾昌晃・畑中葉子

06. レモンのキッス

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

12. 命くれない／永井裕子

12. 東京ドドンパ娘／渡辺マリ＊

チェッカーズ

1600 円 + 税

11. 越冬つばめ／原田悠里

11. 麦畑／オヨネーズ

＊＝モノラル

定価

07. おんなの出船／神野美伽

07. 野球小僧／灰田勝彦
定価

4 988003 462611

BHST-141

01. 港が見える丘／平野愛子＊

03. 月影のナポリ

04. コーヒー・ルンバ 05. ジョニー・エンジェル

10. カメレオン

11. ダイナマイト ラブ

12. コスモスの夜（西暦 2000 年に向けて PartⅡ）

橋 幸夫 ベストヒット

08. さよならをもう一度
09. Lo v e ' 91
10. ミセス マーメイド

BHST-153

11. ふれてごらん ～ please touch your heart ～
12. 今夜の涙は最高
13. Blue Moon Stone

杉山清貴 ベストヒット

4 988002 698165

01. 潮来笠 ＊

02. 沓掛時次郎 ＊

03. 妻恋道中

04. 流転

BHST-164

05. いつでも夢を／デュエット：吉永小百合 ＊

14. Present for You
15. ブルー・パシフィック
16. Long Road

06. 大利根月夜

07. 無情の夢

08. 子連れ狼

09. くちなしの花

10. 恋のメキシカン・ロック
定価

1600 円 + 税

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

11. 霧氷（むひょう）

12. 恋をするなら

13. 雨の中の二人
14. 今夜は離さない／デュエット：安倍里葎子
15. 江梨子

＊＝モノラル

定価

1,600 円 + 税

発売元：ワーナーミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング
ー3

4 943674 221592

01. サマー・サスピション（Live）
02. ふたりの夏物語 NEVER ENDING SUMMER（Live）
03. ガラスの PALM TREE（Live）
04. 君のハートはマリンブルー（Live）
05. さよならのオーシャン（Live）
06. SHADE ～夏の翳り～（Live）
07. 風の LONELY WAY（Live）
08. 僕の腕の中で
09. 渚のすべて (MORNING MOON,RISING SUN)
10. 君がここにいてほしい
11. いつも君を想ってる (Tom＆Jerry Mix)
12. 風の一秒
13. LIVIN IN A PARADISE
14. 最後の Holy Night ～ Version 96 ～

アルフィー

坂本 九 プレミアム・コレクション
4 988011 901539

BHST-165
01. 明日があるさ＊

02. 涙くんさよなら

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

05. P ro mi se d Lo v e

05. 恋の片道切符 06. 君は我が運命 ( いのち )

06. 夕やけの空

07. Vic t or y

07. 幸せなら手をたたこう＊

11. カレンダーガール＊

13. GI ブルース＊

12. 君なんか君なんか＊
14. 世界の国からこんにちは

15. 見上げてごらん夜の星を＊

定価

1,600 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

BHST-166

4 988011 901546

01. すずめの涙

02. 大阪暮色

10. CO MP LEX BLU E

愛だけ哀しすぎて

11. 冒険者たち

12. エルドラド

13. LO VE N EVE R DI ES
14. 倖せのかたち ～ Se nd My H ea r t ～

10. クレイジー・ラヴ 11. ルシア
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

12. ロック・アラウンド・ザ・クロック
13. わたしの城下町

14. あいつの涙

15. 愛するってこわい 16. よこはまたそがれ

斉藤由貴 ベストヒット

来生たかお プレミアム・コレクション

4 988013 140196

BHST-188
01. 卒業

4 988011 902598

BHST-203
01. G o o d b y e D a y

02. 白い炎

02. 夢の途中

03. AXIA～かなしいことり～

03. シルエット・ロマンス 04. セカンド・ラブ

04. 都会の天使たち（デュエット：堀内孝雄）

04. 初戀

05. スローモーション

06. べサメムーチョ

07. for you….

08. わかってください

09. J ( ジェイ )
13. 真夜中のシャワー

14. 花のように鳥のように 15.東京HOLDMETIGHT

05. 情熱

06. マイ・ラグジュアリー・ナイト

06. 悲しみよこんにちは

07. 白いラビリンス（迷い）

07. 土曜日のタマネギ 08. 青空のかけら

11. 恋人よ

12. 昭和最後の秋のこと

定価

1,600 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

08. 気分は逆光線

09. MAY

10. 予感

11. 砂の城

12.「さよなら」

13. ORACIÓN- 祈り -( 歌 : 斉藤由貴・来生たかお)
14. 少女時代

15. 夢の中へ

定価

1,600 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

11. ジグザグ～酔いどれ天使～
12. 楽園の Door

13. はぐれそうな天使

14. ORACION - 祈り - 15. 夢より遠くへ

今井美樹 プレミアム・コレクション

4 988002 725571

BHST-189
01. 碧いうさぎ

02. 心の旅

09. 美しい女

10. ねじれたハートで

酒井法子 ベストヒット

4 988002 705764

01. 魔法の黄色い靴

4 943674 272587

BHST-204

02. 鏡のドレス

01. Goodbye Yesterday

03. 青春の影

03. Here I am ～泣きたい時は泣けばいい～

02. PIECE OF MY WISH

04. ぼくがつくった愛のうた（いとしの Emily）

04. 涙色

03. 彼女と TIP ON DUO

05. 神様に感謝をしなければ

06. のりピー音頭（演奏：のりピー音頭隊）

04. 氷のように微笑んで

06. たしかな愛

07. 男のコになりたい

05. FLOWERS

07. 博多っ子純情

08. 私のアイドル

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

08. ハート・ブレイク・ホテル

09. 星は何でも知っている

03. あなたのそばに

BHST-167

1,600 円 + 税

07. 監獄ロック

04. 恋のしずく

＊＝モノラル

チューリップ プレミアム・コレクション

定価

06. BE LI EVE
08. もう一度君に逢いたい

09. まだ見ぬ君への愛の詩

09. ステキなタイミング＊

10. 酔いどれ女の流れ歌

1,600 円 + 税

02. おもいで

05. あの娘の名前はなんてんかな＊

05. 北空港（デュエット：浜圭介）

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

BHST-202

01. ミヨちゃん * モノラル
03. 霧の摩周湖

桂 銀淑 プレミアム・コレクション

定価

4 988013 492080
02. FAITH OF LOVE

03. 恋人の歌がきこえる 04. FLOWER REVOLUTION

10. ビキニスタイルのお嬢さん＊

1,600 円 + 税

4 988003 512583

BHST-173
01. 19（nineteen）

03. 上を向いて歩こう＊ 04. サヨナラ東京＊

08. レットキス（ジェﾝカ）

定価

平尾昌晃 ベスト・ヒッツ

ベスト・ヒット ALFEE -BLUE 盤 -

08. ノ・レ・な・い Teen-age

09. 夢中さ君に

10. 銀の指環

13. 夕陽を追いかけて

14. サボテンの花

15. 虹とスニーカーの頃

06. SLEEP MY DEAR

09. 夢冒険

07. WILD BOY

10. 1 億のスマイル -PLEASE YOUR SMILE-

11.Shooting Star

12. あの娘は魔法使い

05. 横顔

定価

1,600 円

+税

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

1,600 円

11. Love Letter

12. WORDS OF LOVE

定価

13. 天下無敵の愛

14. 月明かりの下

発売元：ワーナーミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

15. 世界中の誰よりきっと

+税

08. 月夜の恋人たち
09. 猫の唄
10. シエスタ
11. AQUA
12. 潮騒
13. ALWAYS LOVE YOU

男ごころ 歌う松方弘樹

アリス プレミアム・コレクション

14. Miss You (Live Version)
15. PRIDE (Live Version)

4 988011 901621

BHST-168
01. 冬の稲妻

02. 今はもうだれも

01. 京都の夜

02. 酒と泪と男と女

03. ジョニーの子守唄

04. 涙の誓い

03. あいつ

04. うしろ姿

05. チャンピオン

06. 夢去りし街角

05. 惚れた弱み

07. 群青（谷村新司ソロ）

08. 帰らざる日々

06. 昔の名前で出ています

BHST-216

09. さらば青春の時

10. 秋止符

07. 琵琶湖周航の歌

01. 恋唄綴り

11. 君のひとみは 10000 ボルト（堀内孝雄ソロ）
12. 明日への讃歌
定価

1,600 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

4 988003 503468

BHST-190

定価

13. 遠くで汽笛を聞きながら
14. 青春時代

15. 走っておいで恋人よ

1,600 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

08. 雨に咲く花

09. 男ごころ

10. そっと おやすみ

11. あゝオホーツク

堀内孝雄 プレミアム・コレクション
4 942463 190804

02. ガキの頃のように
03. さよならだけの人生に
04. 愛しき日々

12. 銀座は恋の十字路 ( デュエット : 安倍律子 )

05. 憧れ遊び
06. 今日も最高やねェ！～浪花に夢の風が吹く～
07. 都会の天使たち（ソロ・ヴァージョン）

アルフィー

ベスト・ヒット

小野リサ

ALFEE -RED 盤 4 988013 491984

BHST-172
01. メリーアン
03. S T A R S H I P

01. ドリーム

光を求めて

04. 恋人達のペイヴメント

1,600 円 + 税

07. 風曜日、君をつれて

09. ROCKDOM 風に吹かれて

12. 白夜

byaku-ya

DON'T PASS ME BY

1,600 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

13. 親父の帽子（アコースティック・バージョン）
14. 青春追えば
15. 坂道
16. 遠くで汽笛を聞きながら（ゴスペル・バージョン）

07. スマイル

09. マライカ

10. ジャンバラヤ

11. 想いあふれて

12. 彼女はカリオカ

13. ブルー・ハワイ

14. カントリー・ロード

寺内タケシ＆

わが青春の若大将 ブルージーンズ
BHST-226

15. ムーンライト・セレナーデ

山本潤子

～卒業写真・世界に一つだけの花～

4 988011 902543

01. 卒業写真

02. フィーリング

03. 桜坂

04. サンキュ .

定価

05. ロビンソン

06. CROSS ROAD

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

07. 恋の予感

08. 中央フリーウェイ

09. 空と君のあいだに 10. Missing
11. 最後の言い訳

1,600 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

12. スカイレストラン

13. 窓に明りがともる時
14. 翼をください
15. 世界に一つだけの花
ー4

4 988003 528805

01. 君といつまでも 02. 夜空の星

恋歌カバーズ

BHST-197

定価

10. カラスの女房（ニューバージョン）

04. カチート

14.１月の雨を忘れない
華やかな週末

09. 秋霖（ニューバージョン）

12. 諦めさえしなければ

02. プリティ・ワールド

13. M y T r u t h

15. WEEKEND SHUFFLE

08. 不忍の恋

11. 愛染橋

08. 明るい表通りで (CM/ 英語ヴァージョン )

定価

10. サファイアの瞳
11. 君が通り過ぎたあとに

発売元：アップフロントワークス
販売元：エスエスソフトプランニング

03. イパネマの娘 (2006ヴァージョン）

06. レッド・ブラウス

08. SWEAT& TEARS

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

1,600 円 + 税

05. サマー・サンバ（ソー・ナイス）

05. シンデレラは眠れない

定価

定価

4 988011 902444

BHST-191

02. 星空のディスタンス

06. 霧のソフィア

ボサノヴァ
プレミアム・コレクション

1,600 円 + 税

03. 夕陽は赤く

04. 旅人よ

05. 霧雨の舗道

06. 恋は紅いバラ

07. 夜空を仰いで

08. 蒼い星くず

09. お嫁においで

10. 海、その愛

11. ぼくの妹に

12. 急がば廻れ

13.１０番街の殺人

14. クルーエル・シー

15. キャラバン

16. ダイアモンド・ヘッド

17. パイプライン

18. 秘密諜報員

※全曲インストゥルメンタル、①～⑪歌詞掲載

秋元順子 プレミアム・コレクション
4 988003 537791

BHST-233

定価

1,600 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

Ｗｉｎｋ ベストヒット
BHST-240

4 988003 570774

01. ヨイトマケの唄

02. マディソン郡の恋

02. 愛が止まらない ~Turn it into love~

02. 愛の讃歌 [ 日本語バージョン ]

03. 黄昏 Love again

03. 涙を見せないで ~Boys Don t Cry~

03. 恋心（オリジナル：岸 洋子）

04. ワインレッドの心

04. 淋しい熱帯魚

04. 別れのブルース（オリジナル：淡谷のり子）

05. 忘れもの

05. One Night In Heaven ~ 真夜中のエンジェル ~

05. 雨のブルース（オリジナル：淡谷のり子）

06. 雨の旅人

06. Sexy Music

06. 湖畔の宿（オリジナル：高峰三枝子）

07. ロンリーナイト・東京

07. 夜にはぐれて ~Where Were You Last Night~

08. 別れの朝

08. ニュー・ムーンに逢いましょう

09. 夕なぎ ～私の時間～
10. 一枚の写真

定価

1600 円 + 税

発売元：ジェー・ピー
原盤提供：ポリスター
販売元：エスエスソフトプランニング

09. 真夏のトレモロ

07. 今日でお別れ（オリジナル：菅原洋一）
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

10. 背徳のシナリオ

08. 惜別の唄（オリジナル：小林 旭）
09. 花 ～ すべての人の心に花を
（オリジナル：喜納昌吉＆チャンプルーズ 他）

11. 追憶のヒロイン

10. 愛しの銀巴里

12. わかって下さい

12. ふりむかないで

11. 星の流れに（オリジナル：菊池章子）

13. 想い出セレナーデ

13. 咲き誇れ愛しさよ

12. ふるさとの空の下に

14. 24 時の孤独

14. トゥインクル トゥインクル

13. 宵待草（オリジナル：高峰三枝子）

15. その花は… ～変わらぬ愛～

15. 私たちらしいルール

14. 金色の星

16. Angel Love Story ~ 秋色の天使 ~

15. 愛する権利

BHST-239

華まつり 女性演歌 令和の夏

4 948385 130317

BHST-264

4 988003 587833

01. いい日旅立ち

01. 漁火街道／椎名佐千子

02. 22 歳

02. 舞鶴おんな雨／椎名佐千子

03. 遠くで汽笛を聞きながら

03. 泣きむし海峡／椎名佐千子

04. 狂った果実（ソロ・ヴァージョン）

04. 余市の女／水田竜子

05. チャンピオン

05. 紅花の宿／水田竜子

06. 秋止符

06. 霧の土讃線／水田竜子

07. サライ（ソロ・ヴァージョン）
08. 男と女に戻る時 [TOMOKO]

発売元：ジェー・ピー
原盤提供：ポリスター
販売元：エスエスソフトプランニング

BHST-254

01. Sugar Baby Love

谷村新司 ベストヒット

1600 円 + 税

4 948385 130324

01. 愛のままで…

11. 星降る夜に…

定価

美輪明宏 プレミアム・コレクション

09. 12 番街のキャロル
10. 三都物語

07. こまくさ帰行／岩本公水
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

08. 絹の雨／岩本公水
09. しぐれ舟／岩本公水
10. 鳰の湖／丘みどり

11. 帰らざる日々

11. 五島恋椿／丘みどり

12. 忘れていいの - 愛の幕切れ - [ 小川知子 ]

12. 佐渡の夕笛／丘みどり

13. 群青

13. 女の潮路／市川由紀乃

14. 陽はまた昇る

14. 海峡氷雨／市川由紀乃

15. 昴 - すばる -

15. 命咲かせて／市川由紀乃

※[ カッコ ] はデュエット歌手

うた

こころ

三橋美智也

01. おんな船頭唄
02. ご機嫌さんよ達者かね
03. あゝ新撰組
04. 島の船唄
05. 君は海鳥渡り鳥
06. あの娘が泣いてる波止場
07. 男涙の子守唄
08. リンゴ村から
BHST-184
09. 哀愁列車
10. 東京の鳩
BHST-184
11. 泪と侍
4 988003 493011
12. お花ちゃん（デュエット：山崎悦子）
定価 1600 円 + 税
13. 木曽恋がらす
発売元：キングレコード
14. 母恋吹雪
販売元：エスエスソフトプランニング
15. 江差恋しや

昭和名曲撰シリーズ
ひとびとの人生に深く沁み込む
一流歌手の名曲を、
贅沢に収録した究極のベスト盤

BHST-183
BHST-183
4 988003 493004
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

二葉百合子 心歌 昭和名曲撰

BHST-230
BHST-230
4 988003 534455
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

01. 岸壁の母（セリフ構成：室町京之介）
02. 岸壁に祈る
03. 靖国の母
04. 母子船頭唄
05. 軍国の母
06. 九段の母
07. 北郷の母
08. 母三人の唄
09. 母の便り
10. 母流転
11. 母の旅路
12. 母の夜明け
13. 母子酒
14. 望郷子守唄
15. 瞼の母

春日八郎

春日八郎

心歌 昭和名曲撰 Vol.１
01. 別れの一本杉
02. お富さん
03. 居酒屋
04. 山の吊橋
05. 浮草の宿
06. ロザリオの島
07. 街の燈台
08. ふるさと郵便
09. 裏町夜曲
10. ギター流し
11. あれから十年たったかなァ
12. 瓢箪ブギ
13. 俺と影法師
14. 博多流し
15. 男の舞台

BHST-185
BHST-185
4 988003 493028
定価

三橋美智也

心歌 昭和名曲撰 Vol.１

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

ー
ー45

BHST-186
BHST-186
4 988003 493035
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

心歌 昭和名曲撰 Vol.２

01. リンゴ花咲く故郷へ
02. おさげと花と地蔵さんと
03. 民謡酒場
04. 一本刀土俵入り
05. おさらば東京
06. ギター鴎
07. 夕焼とんび
08. センチメンタルトーキョー
09. 赤い夕陽の故郷
10. 岩手の和尚さん
11. 古城
12. 達者でナ
13. 武田節
14. 石狩川悲歌
15. 星屑の町

心歌 昭和名曲撰 Vol.２
01. 赤いランプの終列車
02. ⾧崎の女
03. 雨降る街角
04. 別れの波止場
05. あん時ゃどしゃ降り
06. トチチリ流し
07. ごめんヨかんべんナ
08. 足摺岬
09. 苦手なんだよ
10. 月の嫁入り舟
11. 別れの燈台
12. 故郷は遠い空
13. 雪国の女
14. 風林火山
15. 妻恋峠

昭和歌謡を歌う シリーズ
小林幸子

～オリジナルヒットを含む～

BHST-178

定価

1,600 円 + 税

発売元：ワーナーミュージック・ジャパン
販売元：エスエスソフトプランニング
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

1,600 円 + 税

発売元：ワーナーミュージック・ジャパン
販売元：エスエスソフトプランニング
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

1,600 円 + 税

発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

冠 二郎

4 988008 258943

定価

1,600 円 + 税

発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

～オリジナルヒットを含む～

4 988008 259049

01. 北国の春 [ 千 昌夫 ]
02. 夢追い酒（渥美二郎）
03. 旅鴉（五木ひろし）
04. 他人船（三船和子）
05. 人生の並木路（ディック・ミネ）
06. 北上夜曲（和田弘とマヒナスターズ＆多摩幸子）
07. 星影のワルツ [ 千 昌夫 ]
08. 人生劇場（楠木繁夫、村田英雄）
定価 1,600 円 + 税
09. 影を慕いて（藤山一郎）
発売元：徳間ジャパンコミュニケーションズ 10. 知床旅情（加藤登紀子）
販売元：エスエスソフトプランニング
11. 北帰行（小林 旭）
※３コーラス収録
12. 娘よ（芦屋雁之助）
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手
13. くちなしの花（渡 哲也）
14. 夕焼け雲 [ 千 昌夫 ]
15. 旅の終りに（冠 二郎）

定価

1,600 円 + 税

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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

定価

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

昭和歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～

BHST-215

定価

1,600 円 + 税

発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

昭和歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～

BHST-217

定価

1,600 円 + 税

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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

＊＝モノラル音源

4 988002 758449

昭和歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～

BHST-218

定価

1,600 円 + 税

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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

＊＝モノラル音源

4 988002 764914

01. 好きだった [ 鶴田浩二 ]＊
02. 赤と黒のブルース [ 鶴田浩二 ]＊
03. 傷だらけの人生 [ 鶴田浩二 ]
04. 俺は淋しいんだ（フランク永井）
05. 船頭小唄（森繁久彌）
06. 霧にむせぶ夜（黒木 憲）
07. 夜の銀狐（斉条史朗）
08. くちなしの花（渡 哲也）
09. ブランデーグラス（石原裕次郎）
10. 港町・涙町・別れ町（石原裕次郎）
11. 雨の酒場で（ディック・ミネ）
12. 国境の町（東海林太郎）
13. 別れのブルース（淡谷のり子）
14. 戦友 [ 鶴田浩二 ]
15. 同期の桜（セリフのみ）
16. 街のサンドイッチマン [ 鶴田浩二 ]＊

松尾和子

～オリジナルヒットを含む～

4 549767 009865

01. 結婚するって本当ですか [ ダ・カーポ ]
02. 風（はしだのりひことシューベルツ）
03. 白いブランコ（ビリー・バンバン）
04. 宗谷岬 [ ダ・カーポ ]
05. 岬めぐり（山本コータローとウィークエンド）
06. なごり雪（イルカ）
07. 22 才の別れ（風）
08.「いちご白書」をもう一度（バンバン）
09. 神田川（かぐや姫）
10. 学生街の喫茶店（ガロ）
11. 卒業写真（荒井由実）
12. 青春の影（チューリップ）
13. あの素晴らしい愛をもう一度（加藤和彦と北山 修）
14. 結婚しようよ（吉田拓郎）
15. 野に咲く花のように [ ダ・カーポ ]

鶴田浩二

4 549767 009766

4 549767 009858

01. ブルー・シャトウ [ ジャッキー吉川とブルー・コメッツ ]
02. 青い瞳 [ ジャッキー吉川とブルー・コメッツ ]
03. 花の首飾り（ザ・タイガース）
04. 想い出の渚（ザ・ワイルド・ワンズ）
05. 雨の赤坂 [ ジャッキー吉川とブルー・コメッツ ]
06. 真冬の帰り道（ザ・ランチャーズ）
07. 君に会いたい（ザ・ジャガーズ）
08. モナリザの微笑（ザ・タイガース）
09. 悪魔がにくい（平田隆夫とセルスターズ）
10. ⾧い髪の少女（ザ・ゴールデン・カップス）
11. さよならのあとで [ ジャッキー吉川とブルー・コメッツ ]
12. いつまでもいつまでも（ザ・サベージ）
13. 夕陽が泣いている（ザ・スパイダース）
14. エメラルドの伝説（ザ・テンプターズ）
15. すみれ色の涙 [ ジャッキー吉川とブルー・コメッツ ]

ダ・カーポ

昭和歌謡を歌う

ー7

1,600 円 + 税

発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

～オリジナルヒットを含む～

BHST-210

4 549767 009841

01. ブルー・ライト・ヨコハマ [ いしだあゆみ ]
02. 太陽は泣いている [ いしだあゆみ ]
03. 花嫁（はしだのりひことクライマックス）
04. 喧嘩のあとでくちづけを [ いしだあゆみ ]
05. 何があなたをそうさせた [ いしだあゆみ ]
06. 雨がやんだら（朝丘雪路）
07. 幸せだったわありがとう [ いしだあゆみ ]
08. ある愛の詩（作曲：フランシス・レイ）
09. 白い恋人たち（作曲：フランシス・レイ）
10. ざんげの値打ちもない（北原ミレイ）
11. 別れの朝 [LIVE]（ペドロ＆カプリシャス）
12. 京都慕情（渚 ゆう子）
13. 大阪の女（ザ・ピーナッツ）
14. あなたならどうする [ いしだあゆみ ]
15. 砂漠のような東京で [ いしだあゆみ ]

BHST-214

昭和歌謡を歌う

01. 伊勢佐木町ブルース [ 青江三奈 ]
02. 池袋の夜 [ 青江三奈 ]
03. 夢は夜ひらく（藤 圭子）
04. 再会（松尾和子）
05. 別れの朝（ペドロ＆カプリシャス）
06. 二人でお酒を（梓 みちよ）
07. 新宿ブルース（扇 ひろ子）
08. 東京ブルース（西田佐知子）
09. おもいで酒（小林幸子）
10. 恍惚のブルース [ 青江三奈 ]
11. 新宿サタデー・ナイト [ 青江三奈 ]
12. なみだ恋（八代亜紀）
13. 上海帰りのリル（津村 謙）
14. さすらいの唄（松井須磨子）
15. ⾧崎ブルース [ 青江三奈 ]

～オリジナルヒットを含む～

ジャッキー吉川と 昭和歌謡を歌う
ブルー・コメッツ ～オリジナルヒットを含む～

4 549767 009759

01. 旅の終りに [ 冠 二郎 ]
02. 夢追い酒（渥美二郎）
03. 酒に酔いたい [ 冠 二郎 ]
04. 北の旅人（石原裕次郎）
05. 別れの一本杉（春日八郎）
06. 北の漁場（北島三郎）
07. 炎 < ほのお >[ 冠 二郎 ]
08. 人生はふたりの舞台 [ 冠 二郎 ]
09. 酒よ（吉 幾三）
10. 恋唄綴り（堀内孝雄）
11. 心凍らせて（高山 厳）
12. 無錫旅情（尾形大作）
13. さすらい（小林 旭）
14. ⾧良川艶歌（五木ひろし）
15. 酒場 [ 冠 二郎 ]

青江三奈

昭和歌謡を歌う

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

～オリジナルヒットを含む～

BHST-201

1,600 円 + 税

発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

昭和歌謡を歌う

BHST-200

定価

定価

4 549767 009742

01. 嫁に来ないか [ 新沼謙治 ]
02. 雪の宿 [ 新沼謙治 ]
03. 北国の春（千 昌夫）
04. あずさ 2 号（狩人）
05. 青葉城恋唄（さとう宗幸）
06. 北へ帰ろう（徳久広司）
07. 雪の川 [ 新沼謙治 ]
08. ヘッドライト [ 新沼謙治 ]
09. 津軽海峡・冬景色（石川さゆり）
10. 雪國（吉 幾三）
11. 熱き心に（小林 旭）
12. 中の島ブルース ( 内山田洋とクールファイブ）
13. 襟裳岬（森 進一）
14. 釜山港へ帰れ（チョー・ヨンピル）
15. 津軽恋女 [ 新沼謙治 ]

昭和歌謡を歌う

BHST-213

～オリジナルヒットを含む～

01. さざんかの宿 [ 大川栄策 ]
02. 高山の女 [ 大川栄策 ]
03. 奥飛騨慕情（竜 鉄也）
04. 昔の名前で出ています（小林 旭）
05. 千曲川（五木ひろし）
06. 命くれない（瀬川瑛子）
07. おんな川 [ 大川栄策 ]
08. 昭和放浪記 [ 大川栄策 ]
09. 赤いランプの終列車（春日八郎）
10. 夢芝居（梅沢富美男）
11. 無法松の一生 < 度胸千両入り >（村田英雄）
12. 人生劇場（村田英雄）
13. すきま風（杉良太郎）
14. 人生の並木路（ディック・ミネ）
15. 裏町酒場（美空ひばり）
16. 目ン無い千鳥 [ 大川栄策 ]

新沼謙治

～オリジナルヒットを含む～

BHST-196

1,600 円 + 税

発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

4 988003 493042

01. 津軽平野（千 昌夫）
02. 海峡 [ 吉 幾三 ]
03. 時代おくれ（河島英五）
04. 望郷酒場（千 昌夫）
05. 男の港（鳥羽一郎）
06. 柳ヶ瀬ブルース（美川憲一）
07. あなたのブルース（矢吹 健）
08. 想いで迷子（チョー・ヨンピル）
定価 1,600 円 + 税
09. グッド・ナイト・ベイビー（ザ・キング・トーンズ）
発売元：徳間ジャパンコミュニケーションズ
10. 女の意地（西田佐知子）
販売元：エスエスソフトプランニング
11. 恋（松山千春）
12. 一度だけなら（野村真樹：現在の野村将希）
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手
13. 宗右衛門町ブルース
（平和勝次とダークホース）
14. 酒よ [ 吉 幾三 ]
15. 雪國 [ 吉 幾三 ]

千 昌夫

定価

4 549767 009735

昭和歌謡を歌う

BHST-199

昭和歌謡を歌う

BHST-195

～オリジナルヒットを含む～

01. 雨の慕情 [ 八代亜紀 ]
02. すずめの涙（桂 銀淑）
03.for you・・・
（高橋真梨子）
04. 想いで迷子（チョー・ヨンピル）
05. 酒と泪と男と女（河島英五）
06. 別れのブルース（淡谷のり子）
07. あんた（千 昌夫）
08. 酒よ（吉 幾三）
09. なみだ恋 [ 八代亜紀 ]
10. 人生いろいろ（島倉千代子）
11. 別れの予感（テレサ・テン）
12. 赤ちょうちん（かぐや姫）
13. 雨のブルース（淡谷のり子）
14. 川の流れのように（美空ひばり）
15. 舟唄 [ 八代亜紀 ]

大川栄策

4 943674 230952

01. 下町の太陽 [ 倍賞千恵子 ]
02. 北上夜曲 ( 和田弘とマヒナスターズ& 多摩幸子)
03. 浜辺の歌（叙情歌）
04. からたちの花（童謡・唱歌）
05. 忘れな草をあなたに [ 倍賞千恵子 ]
06. 心の窓にともし灯を（ザ・ピーナッツ）
07. かあさんの歌（歌謡曲）
08. さよならはダンスの後に [ 倍賞千恵子 ]
09. 椰子の実（叙情歌）
10. ゴンドラの唄（松井須磨子）
11. 城ヶ島の雨（叙情歌）
12. さくら貝の歌（叙情歌）
13. あざみの歌（叙情歌）
14. 白い花の咲く頃（岡本敦郎）
15. この道（童謡）

吉 幾三

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

昭和愛唱歌をうたう

BHST-187

1,600 円 + 税

発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

～オリジナルヒットを含む～

01. 流恋草 [ 香西かおり ]
02. 福寿草（小林幸子）
03. 秋桜（山口百恵）
04. 恋唄綴り（堀内孝雄）
05. 恋舟 [ 香西かおり ]
06. 月夜だね（川中美幸）
07. 酒場にて（江利チエミ）
08. 越前竹舞い（石川さゆり）
09. 夢追い酒（渥美二郎）
10. 雨酒場 [ 香西かおり ]
11. 雪国（吉 幾三）
12.“ 特急雷鳥 ” 夢列車 [ 香西かおり ]
13. 早稲田通り [ 香西かおり ]
14. シングル・アゲイン（竹内まりや）
15. 舟唄 < ライヴ・ヴァージョン >（八代亜紀）

倍賞千恵子

定価

いしだあゆみ

昭和歌謡を歌う

BHST-198

昭和歌謡を歌う

BHST-179

定価

4 943674 230945

01. 雪椿 [ 小林幸子 ]
02. 契り（五木ひろし）
03. みちづれ（牧村三枝子）
04. 雨の慕情（八代亜紀）
05. よせばいいのに（敏いとうとハッピー & ブルー）
06. 熱き心に（小林 旭）
07. とまり木 [ 小林幸子 ]
08. つぐない（テレサ・テン）
09. よこはま・たそがれ（五木ひろし）
10. もしかして PART II [ 小林幸子、美樹克彦 ]
11. あれから一年たちました [ 小林幸子 ]
12. 津軽海峡・冬景色（石川さゆり）
13. ふたたびの [ 小林幸子 ]
14. 冬化粧 [ 小林幸子 ]
15. おもいで酒 [ 小林幸子 ]

香西かおり

八代亜紀

昭和歌謡を歌う

4 988002 764921

01. 再会 [ 松尾和子 ]＊
02. 忘れないわ（ペギー・マーチ）
03. 東京ナイト・クラブ [ 松尾和子／フランク永井 ]＊
04. 国道 18 号線 [ 松尾和子／フランク永井 ]
05. 二人でお酒を / デュエット：フランク永井（梓 みちよ）
06. 爪（ペギー葉山）
07. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー（越路吹雪）
08. 赤坂の夜は更けて（西田佐知子）
09. 今日でお別れ（菅原洋一）
10. ひとり寝の子守唄（加藤登紀子）
11. 夢は夜ひらく（藤 圭子）
12. 氷雨（日野美歌）
13. 昭和枯れすすき／デュエット：フランク永井（さくらと一郎）
14. 再会の朝 [ 松尾和子 ]
15. 誰よりも君を愛す [ 松尾和子／和田弘とマヒナスターズ ]＊
16. グッド・ナイト [ 松尾和子／和田弘とマヒナスターズ ] ＊

昭和歌謡を歌う シリーズ
橋 幸夫

～オリジナルヒットを含む～

BHST-219

定価

1,600 円 + 税

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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

＊＝モノラル音源

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

定価

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

定価

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

定価

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

定価

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

＊＝モノラル音源

4 988007 284714

定価

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

昭和歌謡を歌う
4 988007 284721

01. 花冷え [ 里見浩太朗 ]
02. 恋の町札幌（石原裕次郎）
03. 北の旅人（石原裕次郎）
04. 黒い花びら（水原 弘）
05. 新潟ブルース（美川憲一）
06. 花氷 [ 里見浩太朗 ]
07. 夜の銀狐（斉条史朗）
08. そして、神戸（内山田 洋とクール・ファイブ）
09. サヨナラ横浜（石原裕次郎）
10. 花しぐれ [ 里見浩太朗 ]
11. 山のけむり（伊藤久男）
12. 港が見える丘（平野愛子）
13. 東京の花売娘（岡 晴夫）
14. 女ひとり（デューク・エイセス）
15. 素晴らしき人生 [ 里見浩太朗 ]

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

昭和歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～

BHST-238

定価

1,600 円 + 税

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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

1,600 円 + 税

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

～オリジナルヒットを含む～

4 988011 903007

～オリジナルヒットを含む～

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

4 988002 786480

昭和歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～

BHST-242

定価

4 988002 781386

01. じょんから女節（スペシャルバージョン）[ ⾧山洋子 ]
02. 蜩 - ひぐらし [ ⾧山洋子 ]
03. 捨てられて [ ⾧山洋子 ]
04. 酔歌（吉幾三）
05. さざんかの宿（大川栄策）
06. 雨が止んだら（朝丘雪路）
07. 夫婦坂（都はるみ）
08. さだめ雪 [ ⾧山洋子 ]
09. なみだ酒 [ ⾧山洋子 ]
10. 京都慕情（渚ゆう子）
11. 硝子坂（高田みづえ）
12. 他人の関係（金井克子）
13. 精霊流し（グレープ）
14. 海に降る雪（ニューバージョン）[ ⾧山洋子 ]
15. 洋子の…名残月 [ ⾧山洋子 ]

小林 旭

昭和歌謡を歌う

～オリジナルヒットを含む～

昭和歌謡を歌う

BHST-241

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

昭和歌謡を歌う

01. 白いギター [ チェリッシュ ]
02. てんとう虫のサンバ [ チェリッシュ ]
03. 京都慕情（渚 ゆう子）
04. 心もよう（井上陽水）
05. 無縁坂（グレープ）
06. 想い出まくら（小坂恭子）
07. ひまわりの小径 [ チェリッシュ ]
08. 若草の髪かざり [ チェリッシュ ]
09. 愚図（研 ナオコ）
10. なのにあなたは京都へゆくの [ チェリッシュ ]
11. 雨やどり（さだまさし）
12. どうぞこのまま（丸山圭子）
13. 精霊流し（グレープ）
14. 別れの朝（ペドロ＆カプリシャス）
15. はつかり号は北国へ [ チェリッシュ ]

⾧山洋子

定価

4 988003 534479

01. 希望 [ 岸 洋子 ]
02. 夜明けのうた [ 岸 洋子 ]
03. カスバの女（エト邦枝）
04. 傷心 [ 岸 洋子 ]
05. 恋心 [ 岸 洋子 ]
06. ラスト・ダンスは私と [ 岸 洋子 ]
07. 枯葉（イヴ・モンタン）
08. アンデスの風になりたい [ 岸 洋子 ]
09. ざんげの値打ちもない（北原ミレイ）
10. 或る夜のブルース [ 岸 洋子 ]
11. 酔いしれて [ 岸 洋子 ]
12. 粋な別れ（石原裕次郎）
13. 赤坂の夜は更けて（西田佐知子）
14. 愛あるかぎり [ 岸 洋子 ]
15. 愛の讃歌（エディット・ピアフ）

チェリッシュ

4 988011 902994

01. 百万本のバラ（ロシア歌謡）
02. 時代おくれの酒場 [ 加藤登紀子 ]
03. この空を飛べたら（中島みゆき）
04. 涙そうそう（森山良子）
05. 時には昔の話を [ 加藤登紀子 ]
06. 北帰行（小林 旭）
07. みだれ髪（美空ひばり）
08. ひとり寝の子守唄 [ 加藤登紀子 ]
09. 時の流れに身をまかせ（テレサ・テン）
10. 粋な別れ（石原裕次郎）
11. 黒の舟唄（野坂昭如）
12. 愛のくらし [ 加藤登紀子 ]
13. 桜坂（福山雅治）
14.I LOVE YOU（尾崎 豊）
15. 島唄（THE BOOM）
16. 夜空ノムコウ（SMAP）
ー8

1,600 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

～オリジナルヒットを含む～

BHST-229

定価

定価

4 988003 534462

09. アカシアの雨がやむとき（西田佐知子）
10. 面影橋から [ 江利チエミ ]
11. ひとり酒場で（森 進一）
12. 女の意地（西田佐知子）
13. 知りすぎたのね（ロス・インディオス）
14. ベッドで煙草を吸わないで（沢 たまき）
15. ここに幸あり（大津美子）

BHST-232

4 988011 902987

01. さらば青春 [ 小椋 佳 ]
02. 青春時代（森田公一とトップギャラン）
03. 旅人よ（加山雄三）
04. しおさいの詩 [ 小椋 佳 ]
05. ただお前がいい（中村雅俊）
06. 遠くで汽笛を聞きながら（アリス）
07. めまい [ 小椋 佳 ]
08. 愛しき日々（堀内孝雄）
09. 空に星があるように（荒木一郎）
10. 古城の月（小林 旭）
11. 函館山から（美空ひばり）
12. 泣かせて（研 ナオコ）
13. 山河（五木ひろし）
14. 少しは私に愛を下さい [ 小椋 佳 ]
15. 夢で逢いましょう（坂本スミ子）

～オリジナルヒットを含む～

01. テネシー・ワルツ [ 江利チエミ ]
02. 酒場にて [ 江利チエミ ]
03. 唐獅子牡丹（高倉 健）
04. 港町ブルース（森 進一）
05. 新妻に捧げる歌 [ 江利チエミ ]
06. ひとり泣く夜のワルツ [ 江利チエミ ]
07. 女心の唄（バーブ佐竹）
08. ⾧崎は今日も雨だった（内山田洋とクール・ファイブ）

岸 洋子

昭和歌謡を歌う

加藤登紀子

～オリジナルヒットを含む～

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

～オリジナルヒットを含む～

BHST-228

1,600 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

4 988008 297140

01. 女の意地 [ 西田佐知子 ]
02. アカシアの雨がやむとき [ 西田佐知子 ]＊
03. 初めての街で [ 西田佐知子 ]
04. 夢は夜ひらく（園 まり）
05. ゆうべの秘密（小川知子）
06. ふり向いてもくれない（朝丘雪路）
07. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー（越路吹雪）
08. 香林坊ブルース [ 西田佐知子 ]
09. 命かれても（森 進一）
10. 知りすぎたのね（ロス・インディオス）
11. コーヒールンバ [ 西田佐知子 ]＊
12. 恋のしずく（伊東ゆかり）
13. 銀座ブルース
（松尾和子／和田弘とマヒナスターズ）
14. 故郷のように [ 西田佐知子 ]＊
15. 京都の夜（愛田健二、渚 ゆう子）

小椋 佳

～オリジナルヒットを含む～

定価

昭和歌謡を歌う

BHST-227

昭和歌謡を歌う

BHST-231

港の五番町～オリジナルヒットを含む～

01. 港の五番町 [ 五木ひろし ]
02. 天城越え（石川さゆり）
03. 愛人（テレサ・テン）
04. そして…めぐり逢い [ 五木ひろし ]
05. 命くれない（瀬川瑛子）
06. 人生いろいろ（島倉千代子）
07. 桃色吐息（高橋真梨子）
08. 昴―すばる―（谷村新司）
09. 熱き心に（小林 旭）
10. 川の流れのように（美空ひばり）
11. 夜空 [ 五木ひろし ]
12. 倖せさがして [ 五木ひろし ]
13. 青葉城恋唄（さとう宗幸）
14. 乾杯（⾧渕 剛）
15. おまえとふたり [ 五木ひろし ]

西田佐知子

昭和歌謡を歌う

BHST-223

1,600 円 + 税

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

4 988007 284707

01. 命くれない [ 瀬川瑛子 ]
02. みちづれ（牧村三枝子）
03. おもいで酒（小林幸子）
04. 氷雨（佳山明生）
05. 雨の慕情（八代亜紀）
06. ⾧崎の夜はむらさき [ 瀬川瑛子 ]
07. 夢は夜ひらく（園 まり）
08. すずめの涙（桂 銀淑）
09. 女の意地（西田佐知子）
10. 憂き世川 [ 瀬川瑛子 ]
11. 舟唄（八代亜紀）
12. 漁歌（北島三郎）
13. 浮草情話（森若里子）
14. 愛燦燦（美空ひばり）
15. 笑いじわ [ 瀬川瑛子 ]

里見浩太朗

定価

4 988008 297041

昭和歌謡を歌う

BHST-225

～オリジナルヒットを含む～

BHST-222

⾧良川艶歌～オリジナルヒットを含む～

01. ⾧良川艶歌 [ 五木ひろし ]
02. 別れの一本杉（春日八郎）
03. 矢切の渡し（ちあきなおみ、細川たかし）
04. かよい船（田端義夫）
05. 上海帰りのリル（津村 謙）
06. 千曲川 [ 五木ひろし ]
07. 北の宿から（都 はるみ）
08. みだれ髪（美空ひばり）
09. 細雪 [ 五木ひろし ]
10. 旅鴉 [ 五木ひろし ]
11. 東京ラプソディ（藤山一郎）
12. 星影のワルツ（千 昌夫）
13. よこはま・たそがれ [ 五木ひろし ]
14. 有楽町で逢いましょう（フランク永井）
15. 契り [ 五木ひろし ]

五木ひろし

4 988007 284691

01. 三百六十五歩のマーチ [ 水前寺清子 ]
02. 時には母のない子のように（カルメン・マキ）
03. 東京流れ者（渡 哲也）
04. 洒落男（榎本健一）
05. 帰ろかな（北島三郎）
06. いっぽんどっこの唄 [ 水前寺清子 ]
07. 函館の女（北島三郎）
08. 兄弟仁義（北島三郎）
09. 仁義（北島三郎）
10. 妻恋道中（上原 敏）
11. 大勝負 [ 水前寺清子 ]
12. 関東春雨傘（美空ひばり）
13. 忠治子守唄（東海林太郎）
14. 鴛鴦道中（上原 敏・青葉笙子）
15. 涙を抱いた渡り鳥 [ 水前寺清子 ]

瀬川瑛子

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

昭和歌謡を歌う

BHST-221

1,600 円 + 税

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

～オリジナルヒットを含む～

01. 兄弟仁義 [ 北島三郎 ]
02. 名月赤城山（東海林太郎）
03. 船頭小唄（森繁久彌）
04. 別れの一本杉（春日八郎）
05. 裏町人生（上原 敏・結城道子）
06. 帰ろかな [ 北島三郎 ]
07. 波浮の港（佐藤千夜子）
08. ご機嫌さんよ達者かね（三橋美智也）
09. あの娘が泣いてる波止場（三橋美智也）
10. 南国土佐を後にして（ペギー葉山）
11. 風雪ながれ旅 [ 北島三郎 ]
12. おやじの海（村木賢吉）
13. 浪花節だよ人生は（木村友衛）
14. 津軽平野（吉 幾三）
15. まつり [ 北島三郎 ]

水前寺清子

定価

江利チエミ

昭和歌謡を歌う

BHST-224

昭和歌謡を歌う

BHST-220

定価

4 988002 765140

01. 江梨子 [ 橋 幸夫 ]＊
02. 恋をするなら [ 橋 幸夫 ]
03. 雨の中の二人 [ 橋 幸夫 ]
04. 祇園小唄（藤本二三吉）
05. 佐久の鯉太郎 [ 橋 幸夫 ]
06. 流れて津軽（桂 竜士）
07. だれかが風の中で（上條恒彦）
08. 襟裳岬（森 進一）
09. シクラメンのかほり（布施 明）
10. お富さん（春日八郎）
11. かえり船（田端義夫）
12. 千曲川（五木ひろし）
13. 旅姿三人男（ディック・ミネ）
14. 勘太郎月夜唄（小畑 実）
15. 舞妓はん [ 橋 幸夫 ]＊
16. おけさ唄えば [ 橋 幸夫 ]＊

北島三郎

五木ひろし

昭和歌謡を歌う

4 988007 288781

01. 昔の名前で出ています [ 小林 旭 ]
02. 君恋し（フランク永井・二村定一）
03. ひとり寝の子守唄（加藤登紀子）
04. 北上夜曲（和田弘とマヒナスターズ＆多摩幸子）
05. 自動車ショー歌 [ 小林 旭 ]
06. 無情の夢（児玉好雄、佐川ミツオ）
07. ゴンドラの唄（松井須磨子）
08. ラバウル小唄（戦時歌謡）
09. 可愛いスーチャン（戦時歌謡）
10. 陸軍小唄（戦時歌謡）
11. 蒙古放浪記（戦時歌謡）
12. ごめんね [ 小林 旭 ]
13. 東京流れ者（渡 哲也）
14. 唐獅子牡丹（高倉 健）
15. 琵琶湖周航の歌（加藤登紀子）
16. ついて来るかい [ 小林 旭 ]

昭和歌謡を歌う シリーズ
美川憲一

～オリジナルヒットを含む～

BHST-243

定価

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

定価

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

4 988007 288804

01. 兄弟船 [ 鳥羽一郎 ]
02. 石狩挽歌 ( 北原ミレイ )
03. 昭和ブルース ( 天知 茂 )
04. 釡山港へ帰れ ( チョー・ヨンピル )
05. 矢切の渡し ( 細川たかし )
06. 師匠 < おやじ >[ 鳥羽一郎 ]
07. みだれ髪 ( 美空ひばり )
08. くちなしの花 ( 渡 哲也 )
09. ⾧良川艶歌 ( 五木ひろし )
10. 雪國 ( 吉 幾三 )
11. 男の港 [ 鳥羽一郎 ]
12. おふくろさん ( 森 進一 )
13. 酒よ ( 吉 幾三 )
14. カサブランカ・グッバイ [ 鳥羽一郎 ]
15. 男の友情 [ 船村徹・北島三郎・鳥羽一郎 ]

定価

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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

美空ひばり

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

定価

1,600 円 + 税

発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

1,600 円 + 税

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

4 549767 009957

定価

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

4 549767 009964

01. みだれ髪 [ 美空ひばり ]
02. ひばりの佐渡情話 [ 美空ひばり ]
03. 王将 ( 村田英雄 )
04. おんな道 [ 美空ひばり ]
05. 冬のくちびる [ 美空ひばり ]
06. おんなの宿 ( 大下八郎 )
07. 塩屋崎 < しおやみさき > [ 美空ひばり ]
08. 風雪ながれ旅 ( 北島三郎 )
09. 男の友情 ( 青木光一・北島三郎 )
10. なみだ船 ( 北島三郎 )
11. ふるさと太鼓 [ 美空ひばり ]
12. 兄弟船 ( 鳥羽一郎 )
13. 矢切の渡し ( ちあきなおみ、細川たかし )
14. 別れの一本杉 ( 春日八郎 )
15. 哀愁波止場 [ 美空ひばり ]

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

定価

1,600 円 + 税

弘

4 988007 291590

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

4 988007 291606

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

～オリジナルヒットを含む～

4 988007 291613

～オリジナルヒットを含む～

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

4 988004 160783

男と女の破片（かけら）[ 前川 清 ]
恋唄 [ 前川 清 ]
そして、神戸 [ 前川 清 ]
京都から博多まで（藤 圭子）
契り（五木ひろし）
女のためいき（森 進一）
逢わずに愛して [ 前川 清 ]
雪列車 [ 前川 清 ]
⾧崎は今日も雨だった [ 前川 清 ]
中の島ブルース [ 前川 清 ]
東京砂漠 [ 前川 清 ]
乾杯（⾧渕 剛）
真夏の果実（サザンオールスターズ）
最後の雨（中西保志）
花の時・愛の時 [ 前川 清 ]

昭和歌謡を歌う

BHST-263

定価

4 988011 903397

昭和歌謡を歌う

市川由紀乃

～オリジナルヒットを含む～

4 988011 903403

昭和歌謡を歌う

BHST-261

昭和歌謡を歌う

01. 下町育ち [ 笹 みどり ]
02. 衹園小唄 ( 藤本二三吉 )
03. 野崎小唄 ( 東海林太郎 )
04. 明治一代女 ( 新橋喜代三 )
05. むらさき小唄 ( 東海林太郎 )
06. 女の舞台 [ 笹 みどり ]
07. 九段の母 ( 塩まさる )
08. お夏清十郎 ( 東海林太郎 )
09. あざみの歌 ( 伊藤久男 )
10. 南国土佐を後にして ( ペギー葉山 )
11. 男の償い [ 笹 みどり ]
12. 鴛鴦道中 ( 上原敏 / 青葉笙子 )
13. 妻恋道中 ( 上原敏 )
14. 旅笠道中 ( 東海林太郎 )
15. 女の絶唱 [ 笹 みどり ]

～オリジナルヒットを含む～

01. 君こそわが命 [ 水原 弘 ]
02. 黒い花びら [ 水原 弘 ]
03. 今日でお別れ（菅原洋一）
04. 花と蝶（森 進一）
05. 霧にむせぶ夜（黒木 憲）
06. ⾧崎は今日も雨だった
（内山田洋とクールファイブ）
07. 北上夜曲（多摩幸子）
08. 黒い落葉 [ 水原 弘 ]
09. 愛の渚 [ 水原 弘 ]
10. 知床旅情（森繁久彌）
11. 知りたくないの（菅原洋一）
12. 忘れな草をあなたに（倍賞千恵子・菅原洋一）
13. 雪が降る（アダモ）
14. 慟哭のブルース [ 水原 弘 ]
15. 遠くへ行きたい（ジェリー藤尾）
16. 黄昏のビギン [ 水原 弘 ]

前川 清

定価

4 988002 902286

昭和歌謡を歌う

BHST-260

定価

～オリジナルヒットを含む～

01. 函館本線 [ 山川 豊 ]
02. 夜桜 [ 山川 豊 ]
03. さざんかの宿（大川栄策）
04. 酒よ（吉 幾三）
05. ⾧良川艶歌（五木ひろし）
06. 螢子 [ 山川 豊 ]
07. 北の漁場（北島三郎）
08. 雪國（吉 幾三）
09. 矢切の渡し（細川たかし）
10. 男の背中（増位山太志郎）
11. すきま風（杉良太郎）
12. 涙の酒（大木伸夫）
13. 氷雨（佳山明生）
14. 石狩挽歌（北原ミレイ）
15. 流氷子守唄 [ 山川 豊 ]
16. アメリカ橋 [ 山川 豊 ]

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

～オリジナルヒットを含む～

ー9

豊

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

水原

昭和歌謡を歌う

01. なみだの操 [ 殿さまキングス ]
02. 夫婦鏡 [ 殿さまキングス ]
03. さざんかの宿（大川栄策）
04. 北の宿から（都はるみ）
05. 大阪しぐれ（都はるみ）
06. 情熱のルンバ [ 殿さまキングス ]
07. 泪の波止場《釜山港へ帰れ》
[ 殿さまキングス ]
08. 別れの一本杉（春日八郎）
09. みちのくひとり旅（山本譲二）
10. 他人酒（渥美二郎）
11. 昭和枯れすすき（さくらと一郎）
12. 函館の女（北島三郎）
13. 女のみち（ぴんからトリオ）
14. ふたりのクラブ [ 殿さまキングス／高野恵子 ]
15. 北の恋唄 [ 殿さまキングス ]
16. 愛のともしび [ 殿さまキングス ]

BHST-259

昭和歌謡を歌う

BHST-253

定価

山川

博多の女～オリジナルヒットを含む～

01. 男はつらいよ [ 渥美 清 ]
02. 裏町人生 ( 上原敏 / 結城道子 )
03. 東京でだめなら ( 水前寺清子 )
04. ミヨちゃん ( 平尾昌晃 )
05. チンガラホケキョーの唄 [ 渥美 清 ]
06. 人生の並木路 ( ディック・ミネ )
07. 男の純情 ( 藤山一郎 )
08. 浅草日記 [ 渥美 清 ]
09. 夕焼け小焼け ( 童謡、唱歌 )
10. 花嫁人形 ( 童謡、唱歌 )
11. 遠くへ行きたい ( ジェリー藤尾 )
12. こんな男でよかったら [ 渥美 清 ]
13. 砂山 ( 童謡、唱歌 )
14. ひとり寝の子守唄 ( 加藤登紀子 )
15. 泣いてたまるか [ 渥美 清 ]

笹 みどり

みだれ髪～哀愁波止場

※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

昭和歌謡を歌う

BHST-252

1,600 円 + 税

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

4 988004 155628

01. 博多の女 [ 北島三郎 ]
02. 白い花の咲く頃 ( 岡本敦郎 )
03. 湖底のふるさと ( 東海林太郎 )
04. 波止場気質 ( 上原敏 )
05. 月の法善寺横町 ( 藤島桓夫 )
06. 上海の街角で ( 東海林太郎 )
07. 仁義 [ 北島三郎 ]
08. 旅笠道中 ( 東海林太郎 )
09. お駒恋姿 ( 東海林太郎 )
10. 流転 ( 上原敏 )
11. 与作 [ 北島三郎 ]
12. 北帰行 ( 小林旭 )
13. 娘よ ( 芦屋雁之助 )
14. 千曲川 ( 五木ひろし )
15. 北の大地 [ 北島三郎 ]

渥美 清

船村 徹を歌う

BHST-247

発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

定価

定価

～オリジナルヒットを含む～

BHST-251

悲しい酒～柔

01. 悲しい酒 ※セリフ入り [ 美空ひばり ]
02. 人生劇場 ( 村田英雄 )
03. お島千太郎 [ 美空ひばり ]
04. 湯の町エレジー ( 近江俊郎 )
05. 酒は涙か溜息か ( 藤山一郎 )
06. 浜昼顔 ( 五木ひろし )
07. 人生の並木路 ( ディック・ミネ )
08. 誰か故郷を想わざる ( 霧島 昇 )
09. 目ン無い千鳥 ( 霧島 昇 & 松原 操・大川栄策 )
10. 丘を越えて ( 藤山一郎 )
11. 東京ラプソディ ( 藤山一郎 )
12. 真実一路 [ 美空ひばり ]
13. 娘船頭さん [ 美空ひばり ]
14. 影を慕いて ( 藤山一郎 )
15. 柔 [ 美空ひばり ]

美空ひばり

定価

4 988007 288811

BHST-258

ブルース歌謡を歌う

01. ブランデーグラス [ 石原裕次郎 ]
02. 恋の町札幌 [ 石原裕次郎 ]
03. 銀座ブルース ( 松尾和子、和田弘とマヒナスターズ )
04. 柳ヶ瀬ブルース ( 美川憲一 )
05. 港町ブルース ( 森進一 )
06. 君忘れじのブルース ( 淡谷のり子 )
07. 夜霧のブルース ( ディック・ミネ )
08. 雨のブルース ( 淡谷のり子 )
09. 上海ブルース ( ディック・ミネ )
10. 赤と黒のブルース ( 鶴田浩二 )
11. ベッドで煙草を吸わないで ( 沢たまき )
12. 時には母のない子のように ( カルメン・マキ )
13. 赤坂の夜は更けて ( 西田佐知子 )
14. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー ( 越路吹雪 )
15. 粋な別れ [ 石原裕次郎 ]

北島三郎

古賀政男を歌う

BHST-246

1,600 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

4 988004 155611

01. 舟歌 [ 八代亜紀 ]
02. おんな港町 [ 八代亜紀 ]
03. 雨の慕情 [ 八代亜紀 ]
04. あなたのブルース ( 矢吹健 )
05. 柳ケ瀬ブルース ( 美川憲一 )
06. 新宿ブルース ( 扇ひろ子 )
07. 別れのブルース ( 淡谷のり子 )
08. 港町ブルース ( 森進一 )
09. 中の島ブルース ( 内山田洋とクールファイブ )
10. 東京ブルース ( 西田佐知子 )
11. ざんげの値打ちもない ( 北原ミレイ )
12. 夢は夜ひらく ( 園 まり )
13. カスバの女 ( エト邦枝 )
14. 石狩挽歌 ( 北原ミレイ )
15. 東京流れもの ( 竹越ひろ子 )

BHST-249

昭和歌謡を歌う
黒沢明と
ロス・プリモス ～オリジナルヒットを含む～
01. ラブユー東京 [ 黒沢明とロス・プリモス ]
02. 柳ヶ瀬ブルース ( 美川憲一 )
03. おんなの朝 ( 美川憲一 )
04. 涙くんさよなら ( 坂本 九 )
05. 恋 ( 布施 明 )
06. 雨の銀座 [ 黒沢明とロス・プリモス ]
07. 抱擁 ( 箱崎晋一郎 )
08. 涙のかわくまで ( 西田佐知子 )
09. ⾧崎の夜はむらさき ( 瀬川瑛子 )
10. たそがれの銀座 [ 黒沢明とロス・プリモス ]
11. ブランデーグラス ( 石原裕次郎 )
12. カスマプゲ - 韓国歌謡
13. 愛してます < サランへ > - 韓国歌謡
14. 黄色いシャツ - 韓国歌謡
15. 城ヶ崎ブルース [ 黒沢明とロス・プリモス ]

～オリジナルヒットを含む～

石原裕次郎

～オリジナルヒットを含む～

BHST-245

1,600 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

殿さまキングス

ブルース歌謡を歌う

BHST-248

昭和歌謡を歌う

BHST-244

定価

4 988007 288798

01. 柳ヶ瀬ブルース [ 美川憲一 ]
02. 夜霧よ今夜も有難う ( 石原裕次郎 )
03. 京都の夜 ( 愛田健二 )
04. 知りすぎたのね ( ロス・インディオス )
05. 新潟ブルース [ 美川憲一 ]
06. アカシアの雨がやむとき ( 西田佐知子 )
07. ウナ・セラ・ディ東京 ( ザ・ピーナッツ )
08. 赤坂の夜は更けて ( 西田佐知子 )
09. 夜と朝のあいだに ( ピーター )
10. 夜の銀狐 ( 斉条史朗 )
11. おんなの朝 [ 美川憲一 ]
12. 雨がやんだら ( 朝丘雪路 )
13. 新宿の女 ( 藤 圭子 )
14. ラブユー東京 ( 黒沢明とロス・プリモス )
15. さそり座の女 [ 美川憲一 ]

鳥羽一郎

八代亜紀

昭和歌謡を歌う

4 988003 587826

01. 北の宿から（都はるみ）
02. なみだの桟橋（森 昌子）
03. 能登半島（石川さゆり）
04. 津軽海峡・冬景色（石川さゆり）
05. 越冬つばめ（森 昌子）
06. 紅とんぼ（ちあきなおみ）
07. つぐない（テレサ・テン）
08. おもいで酒（小林幸子）
09. おんなの出船（松原のぶえ）
10. 折鶴（千葉紘子）
11. 手紙（由紀さおり）
12. 天城越え（石川さゆり）
13. 舟唄（八代亜紀）
14. 氷雨（佳山明生）
15. 真赤な太陽（美空ひばり）

昭和歌謡を歌う シリーズ
由紀さおり 昭和歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～
BHST-266

定価

1,600 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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

1,600 円 + 税

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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手

定価

1,600 円 + 税

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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手
※一部「平成」歌謡が含まれます

4 988008 363340

定価

1,600 円 + 税

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
※( カッコ ) 内はオリジナル歌手
※一部「平成」歌謡が含まれます

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

4 988008 360646

昭和歌謡を歌う
名曲カバー紀行 おとこうた

BHST-269

昭和銀幕ハードボイルドベスト
BHST-250

名曲カバー紀行 おんなうた

01. 天城越え（石川さゆり）
02. 石狩挽歌（北原ミレイ）
03. 雨の御堂筋（ザ・ベンチャーズ、欧陽菲菲）
04. 京都の恋（ザ・ベンチャーズ、渚ゆう子）
05. 瀬戸の花嫁（小柳ルミ子）
06. 珍島物語（天童よしみ）
07. 人生いろいろ（島倉千代子）
08. いい日旅立ち（山口百恵）
09. みれん酒（石原詢子）
10. 夫婦みち [ 台詞抜き ]（オーロラ輝子）
11. なにわの女（川中美幸）
12. 涙そうそう（森山良子）
13. 河内おとこ節（中村美津子）
14. 空港（テレサ・テン）
15. 新宿の女（藤けいこ）

水森かおり

大吟醸・利き演歌

01. 浪花節だよ人生は（小野由紀子）
02. おもいで酒（小林幸子）
03. 倖せさがして（五木ひろし）
04. 舟唄（八代亜紀）
05. 浪花恋しぐれ（都はるみ）
06. 氷雨（佳山明生）
07. ふたり酒（川中美幸）
08. さざんかの宿（大川栄作）
09. みちづれ（牧村三枝子）
10. 夢を抱く女（宮 史朗）
11. とまり木（小林幸子）
12. 渡り鳥仁義（都はるみ）
13. ⾧良川艶歌（五木ひろし）
14. 雨の新宿（大木英夫）
15. 花から花へと（島津ゆたか）

昭和歌謡を歌う

BHST-268

昭和歌謡を歌う

BHST-270

定価

4 988011 903427

01. 夜明けのスキャット [ 由紀さおり ]
02. 季節の中で（松山千春）
03.「いちご白書」をもう一度（バンバン）
04. 恋心（岸 洋子）
05. 無縁坂（グレープ）
06. 別れの朝（ペドロ＆カプリシャス）
07. 時の流れに身をまかせ（テレサ・テン）
08. 手紙 [ 由紀さおり ]
09. さよならはダンスの後に（倍賞千恵子）
10. 赤坂の夜は更けて（西田佐知子）
11. つぐない（テレサ・テン）
）
12. どうぞこのまま（丸山圭子）
13. 人生が二度あれば（井上陽水）
14. あの日にかえりたい（松任谷由実）
15. 爪（ペギー葉山）
16. 挽歌 [ 由紀さおり ]

千 昌夫

水森かおり

4 988008 360547

01. 神田川（かぐや姫）
02. 青葉城恋唄（さとう宗幸）
03. あずさ２号（狩人）
04. さくら（森山直太朗）
05. 襟裳岬（森 進一）
06. アメリカ橋（山川 豊）
07. 花（喜納昌吉＆チャンプルーズ）
08. 無縁坂（グレープ）
09. 恋路海岸（村下孝蔵）
10. 北上夜曲（多摩幸子＆和田弘とマヒナスターズ）
11. 津軽恋女（新沼謙治）
12. 女ひとり（デューク・エイセス）
13. 熱海の夜（箱崎晋一郎）
14. 恋の町札幌（石原裕次郎）
15. 北国の春（千 昌夫）

昭和銀幕メロディ

昭和銀幕メロディ

任侠・アクション ベスト

アクション＆ロマンス ベスト

4 988004 155871

BHST-262

4 988007 294911

BHST-267

4 988011 903434

01. 嵐を呼ぶ男／石原裕次郎

01. 口笛の凍る町／小林 旭

01. 霧笛が俺を呼んでいる／赤木圭一郎

02. 座頭市／勝 新太郎

02. 嵐を呼ぶ男／渡 哲也

02. 二人の銀座／和泉雅子・山内 賢

03. 青い犬のブルース／田宮二郎

03. 無国籍者の唄／小林 旭

03. 昭和ブルース／天地 茂

04. 錆びたナイフ／石原裕次郎

04. 純愛のブルース／渡 哲也

04. ざんげの値打ちもない／北原ミレイ

05. 銀子の唄／江波杏子

05. ギター片手に／小林 旭

05. 昭和枯れすゝき／さくらと一郎

06. ザ・ガードマンの歌／藤巻 潤

06. さすらい人別帳／渡瀬恒彦

06. 夢は夜ひらく／園 まり

07. 非情のライセンス／野際陽子

07. 雪子の唄／永井江利子

08. 狂った果実／石原裕次郎
09. 男の紋章／高橋英樹
10. 吹き溜まりの詩／菅原文太

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

08. 泣くなさすらい／小林 旭
09. 男の流転／渡 哲也
10. 女渡世人／藤 純子

07. アカシアの雨がやむとき／西田佐知子
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

08. 黒い花びら／水原 弘
09. くちなしの花／渡 哲也
10. 逢いたくて 逢いたくて／園 まり

11. 東京流れ者／渡 哲也

11. 落日／小林 旭

11. 一番星ブルース／菅原文太・愛川欽也

12. 傷だらけの人生／鶴田浩ニ

12. 人間稼業／渡瀬恒彦

12. 季節風／野口五郎

13. なみだ恋／八代亜紀

13. 素敵なカミカゼ野郎／千葉真一

13. 帰らざる日々／アリス

14. おんな占い／南有二とフルセイルズ

14. 旅心／小林 旭

14. 裏切者の旅／ダウン・タウン・ブギウギ・バンド

15. 網走番外地／高倉 健

15. 残侠ひとり旅／一節太郎

15. 霧にむせぶ夜／黒木 憲

16. 神奈川水滸伝／北島三郎

16. 時代おくれの酒場／加藤登紀子

スター ! 千夜一夜
こころの青春

～ハナミズキ～

スター ! 千夜一夜
こころの青春

01. ハナミズキ／一青窈

01. 俺たちの旅／中村雅俊

02. 心の色／中村雅俊

02. リンダ／アン・ルイス

03. 天使よ故郷を見よ／アン・ルイス

03. 大空と大地の中で／松山千春

04. 白い雲のように／猿岩石

04. 銃爪／世良公則

05. LOVE( 抱きしめたい ) ／沢田研二

05. モニカ／吉川晃司

06. バスルームから愛をこめて／山下久美子

06. 銀河鉄道 999 ／ゴダイゴ

07. 赤い狩人～キタキツネ物語のテーマ～／町田義人

07. ジェニーはご機嫌ななめ／ジューシィ・フルーツ

08. 私のハートはストップモーション／桑江知子

08. ダーリング／沢田研二

09. Love Song ／世良公則

!

BHST-144
4 988001 760542
定価 1,800 円 + 税

10. 欲望の街／宇崎竜童

発売元：渡辺音楽出版
企画・制作：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

14. アメイジング・グレイス／本田美奈子．

スター ! 千夜一夜
こころの青春

BHST-145
4 988001 760559
定価 1,800 円 + 税
発売元：渡辺音楽出版
企画・制作：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

スター ! 千夜一夜
こころの青春

11. ダスティン・ホフマンになれなかったよ／大塚博堂
12. お嫁においで／加山雄三
13. ガンダーラ／ゴダイゴ
15. Butterﬂy ／木村カエラ

～勝手にしやがれ～

09. 狂った果実／アリス

BHST-149
4 988001 760603
定価 1,800 円 + 税

10. 真冬の帰り道／ザ・ランチャーズ

発売元：渡辺音楽出版
企画・制作：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

14. 愛が止まらない -Turn It Into Love- ／ wink

スター ! 千夜一夜
こころの青春

―――
～北の宿から～

12. キャンディ／原田真二
13. 誰もいない海／トワ・エ・モア
15. 陽はまた昇る／谷村新司

～別れの予感～
01. 別れの予感／テレサ・テン

02. 六本木心中／アン・ルイス

02. シルエット・ロマンス ／大橋純子

03. 燃えろいい女／世良公則

03. 時代おくれの酒場／加藤登紀子

04. ラ・ヴィアンローズ／吉川晃司

04. 雨にキッスの花束を／今井美樹

05. モンキー・マジック／ゴダイゴ

05. 雨の御堂筋／欧陽菲菲

06. 赤道小町ドキッ／山下久美子

06. ゆうべの秘密／小川知子

07. モンテカルロで乾杯／庄野真代

07. 逢いたくて逢いたくて ／園 まり

08. くるみ割り人形／石川ひとみ

08. 恋の奴隷／奥村チヨ

09. マイ・ラグジュアリー・ナイト／しばたはつみ

09. 私は泣いています／りりィ

10. 知らず知らずのうちに／宇崎竜童
11. ぼくの妹に／加山雄三
12. 昴ーすばるー／谷村新司
13. ⾧い夜／松山千春
14. もらい泣き／一青窈
15. JAM ／ザ・イエロー・モンキー

～愛が生まれた日～

BHST-180
4 988011 902277
定価 1,800 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

スター ! 千夜一夜
こころの青春

10. 天使の誘惑／黛 ジュン
11. 京都慕情／渚 ゆう子
12. 無言坂／香西かおり
13. 手紙／由紀さおり
14. 残酷な天使のテーゼ Version ' 96 ／高橋洋子
15. オリビアを聴きながら／杏里

～少しは私に愛を下さい～

01. 愛が生まれた日／藤谷美和子・大内義昭

01. 少しは私に愛を下さい／小椋 佳

02. 追憶／沢田研二

02. 愛のメモリー／松崎しげる

03. 東京／やしきたかじん

03. 夏の終りのハーモニー／井上陽水・安全地帯

04. 最後の雨／中西保志

04. ルビーの指環／寺尾 聰

05. WOMAN ／アン・ルイス

05. Goodbye Day ／来生たかお

06. 旅立ち／松山千春

06. あの素晴しい愛をもう一度／加藤和彦・北山 修

07. あんたのバラード／世良公則

07. 想い出がいっぱい／ H2O

08. 身も心も／宇崎竜童

08. 思えば遠くへ来たもんだ／海援隊

BHST-146
4 988001 760566
定価 1,800 円 + 税

10. まちぶせ／石川ひとみ

発売元：渡辺音楽出版
企画・制作：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

14. 旅人よ／加山雄三

スター ! 千夜一夜
こころの青春

11. 飛んでイスタンブール／庄野真代

01. 勝手にしやがれ／沢田研二

09. 前略おふくろ／萩原健一

スター ! 千夜一夜
こころの演歌

～俺たちの旅～

11. 中央フリー・ウェイ／庄野真代
12. けんかをやめて／河合奈保子
13. 戦士の休息～野性の証明のテーマ～／町田義人
15. 恋人も濡れる街角／中村雅俊

～わかって下さい～

09. 我が良き友よ／かまやつひろし

BHST-181
4 988011 902284
定価 1,800 円 + 税

10. 遠くで汽笛を聞きながら／アリス

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

14. 心もよう／井上陽水

スター ! 千夜一夜
こころの青春

11. ＡＮＡＫ（息子）／杉田二郎
12. 雨上がりの夜空に／ RC サクセション
13. レイニーブルー／徳永英明
15. ワインレッドの心／安全地帯

～大都会～

01. 北の宿から／都 はるみ

01. わかって下さい／因幡晃

01. 大都会／クリスタルキング

02. 波浮の港／美空ひばり

02. 女はそれを我慢できない／アン・ルイス

02. みずいろの雨／八神純子

03. 赤城の子守唄／北島三郎

03. カサブランカ・ダンディ／沢田研二

04. 高校三年生／舟木一夫

04. ただお前がいい／中村雅俊

05. 湯の町エレジー／八代亜紀

05. 季節の中で／松山千春

04. 夕暮れ時はさびしそう／ NSP

06. 東京だョおっ母さん／島倉千代子

06. 九月の雨／太田裕美

05. 待つわ／あみん

07. 無錫旅情／細川たかし

07. 太陽がくれた季節／青い三角定規

06. 別涙 ( わかれ ) ／因幡 晃

08. 雪國／新沼謙治

08. 終わらない Sun Set ／吉川晃司

09. 珍島物語／小林幸子

09. やさしい悪魔／キャンディーズ

BHST-142
4 988001 760528
定価 1,800 円 + 税

10. 大阪の女／いしだあゆみ

BHST-147
4 988001 760580
定価 1,800 円 + 税

10. ブルー・シャトウ／ジャッキー吉川とブルー・コメッツ

発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

14. 宗右衛門町ブルース／宮 史郎

発売元：渡辺音楽出版
企画・制作：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

14. 群青／谷村新司

スター ! 千夜一夜
こころの青春

11. さざんかの宿／大川栄策
12. 津軽のふるさと／都 はるみ
13. 哀愁海峡／扇 ひろ子
15. みだれ髪／美空ひばり

～君といつまでも～

スター ! 千夜一夜
こころの青春

11. 青春の影／財津和夫
12. 別れの朝／ペドロ＆カプリシャス
13. 秋止符（LIVE VERSION）／アリス
15. 海 その愛／加山雄三

～サボテンの花～

03. アザミ嬢のララバイ／中島みゆき

07. 愛はかげろう／雅夢

BHST-208
4 580234 195384
定価 1,600 円 + 税
発売元：ヤマハミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

スター ! 千夜一夜
こころの青春

08. サヨナラ模様／伊藤敏博
09. ひとりぼっちの部屋／高木麻早
10. クリスタル モーニング／石川優子
11. 恋のレッツダンス／チェッカーズ
12. ひとり咲き／ CHAG E and ASK A

～パープルタウン～

01. 君といつまでも／加山雄三

01. サボテンの花／財津和夫

02. ブルー・ライト・ヨコハマ／いしだあゆみ

02. ジョニィへの伝言／ペドロ＆カプリシャス

03. さらば恋人／堺 正章

03. 砂漠のような東京で／いしだあゆみ

04. ふれあい／中村雅俊

04. 終着駅／奥村チヨ

05. 真夜中のギター／千賀かほる

05. 街の灯り／堺正章

06. 結婚するって本当ですか／ダ・カーポ

06. 忘れていいの―愛の幕切れ―／谷村新司・小川知子

07. さよならをするために／ビリー・バンバン

07. やっぱ好きやねん '96 ／やしきたかじん

05. 夢想花／円広志

08. 面影（G メン '75 主題歌）／しまざき由理

08. 憎みきれないろくでなし／沢田研二

06. 完全無欠のロックンローラー／アラジン

09. 花の首飾り／ザ・タイガース

09. サヨナラは八月のララバイ／吉川晃司

BHST-143
4 988001 760535
定価 1,800 円 + 税

10. 経験／辺見マリ

発売元：渡辺音楽出版
企画・制作：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

14. あゝ無情／アン・ルイス

11. 弟よ／内藤やす子
12. フランシーヌの場合／新谷のり子
13. 真夏の出来事／平山三紀
15. 時の過ぎゆくままに／沢田研二

BHST-148
4 988001 760597
定価 1,800 円 + 税

10. 美人薄命／アン・ルイス

発売元：渡辺音楽出版
企画・制作：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

14. 時代遅れの恋人たち／中村雅俊

11. すみれ色の涙／ジャッキー吉川とブルー・コメッツ
12. 想い出ぼろぼろ／内藤やす子
13. 木綿のハンカチーフ／太田裕美
15. 夜空の星／加山雄三

ー 10

01. パ ープ ル タウ ン ～ You Oughta Know By
Now ～／八神純子
02. 涙のリクエスト／チェッカーズ
03. 蜃気楼／クリスタルキング
04. わかれうた／中島みゆき

07. ふられ気分で Rock'n' Roll ／ TOM☆CAT

BHST-209
4 580234 195391
定価 1,600 円 + 税
発売元：ヤマハミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

08. 街が泣いてた／伊丹哲也 &Side by Side
09. シンデレラ サマー／石川優子
10. 赤い糸の伝説／ NSP
11. おんなになあれ／森川美穂
12. 恋人はワイン色／ CHAGE and ASKA

BHST-176
4 988001 760993
定価 1,600 円 + 税
発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

湖畔の宿／高峰三枝子
誰か故郷を想わざる／霧島 昇
国境の町／東海林太郎
柿の木坂の家／青木光一
黒百合の歌／織井茂子
夜のプラットホーム／二葉あき子
別れのブルース／淡谷のり子
懐しのブルース／高峰三枝子
イヨマンテの夜／伊藤久男
君の名は／織井茂子
哀愁日記／コロムビア・ローズ
君忘れじのブルース／淡谷のり子
東京のバスガール／コロムビア・ローズ
別れの磯千鳥／近江俊郎
白い花の咲く頃／岡本敦郎
この世の花／島倉千代子
リンゴ追分／美空ひばり
青い山脈／藤山一郎

BHST-193
4 988003 504403
定価

BHST-177
4 988001 761006
定価 1,600 円 + 税
発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

影を慕いて／細川たかし
湯の町エレジー／近江俊郎
青春日記／青木光一
人生の並木路／美空ひばり
新妻鏡／島倉千代子
男の純情／松原のぶえ
ゲイシャ・ワルツ／金田たつえ
丘を越えて／藤山一郎
目ン無い千鳥／大川栄策
酒はとらとら／北島三郎
浅草慕情／こまどり姉妹
女の階級／都 はるみ
東京ラプソディ／八代亜紀
青春サイクリング／小坂一也
緑の地平線／細川たかし
青い背広で／新沼謙治
柔／美空ひばり
酒は涙か溜息か／大川栄策

1,600 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

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

おんな船頭唄／三橋美智也
喫茶店の片隅で／松島詩子
お富さん／春日八郎
高原の宿／林 伊佐緒
男のブルース／三船 浩
ネオン川／バーブ佐竹
別れの一本杉／春日八郎
リンゴ村から／三橋美智也
ここに幸あり／大津美子
哀愁列車／三橋美智也
銀座の蝶／大津美子
愛のきずな／安倍律子
夜霧の滑走路／三船 浩
おーい中村君／若原一郎
刃傷松の廊下／真山一郎
南国土佐を後にして／ペギー葉山
可愛い花／ザ・ピーナッツ
古城／三橋美智也

BHST-211
4 988002 758456
定価

BHST-194
4 988003 504410
定価

1,600 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

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

達者でナ／三橋美智也
酒場にて／江利チエミ
川は流れる／仲宗根美樹
星屑の町／三橋美智也
下町の太陽／倍賞千恵子
こんにちは赤ちゃん／梓 みちよ
⾧崎の女／春日八郎
新妻に捧げる歌／江利チエミ
東京の灯よいつまでも／新川二朗
夜明けのうた／岸 洋子
ウナ・セラ・ディ東京／ザ・ピーナッツ
学生時代／ペギー葉山
女心の唄／バーブ佐竹
ホテル／島津ゆたか
唐獅子牡丹／高倉 健
あの娘たずねて／佐々木新一
さよならはダンスの後に／倍賞千恵子
恋心／岸 洋子

1,600 円 + 税

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
※全曲モノラル録音

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

BHST-212
4 988002 758463
定価

1,600 円 + 税

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
※1 ～ 15 曲目モノラル録音

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

厳選 懐メロ名曲撰
～熱き心に、見上げてごらん夜の星を～

BHST-182
4 988011 902291
定価 1,600 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.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

熱き心に／小林 旭
君こそわが命 ／水原 弘
黒い花びら ／水原 弘
くちなしの花／渡 哲也
昭和枯れすゝき ／さくらと一郎
抱擁 ／箱崎晋一朗
熱海の夜 ／箱崎晋一朗
霧にむせぶ夜 ／黒木 憲
君は心の妻だから／三條正人
小樽のひとよ／三條正人
霧笛が俺を呼んでいる ／赤木圭一郎
昭和ブルース／天知 茂
京都の夜／愛田健二
涙の酒／大木伸夫
夫婦春秋／村田英雄
おやじの海 ／村木賢吉
あゝ上野駅 ／井沢八郎
見上げてごらん夜の星を／坂本 九

厳選 懐メロ名曲撰
～赤城の子守唄、憧れのハワイ航路～

BHST-192
4 988003 504397
定価

1,600 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
＊：モノラル音源

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

赤城の子守唄／東海林太郎
山は夕焼け／東海林太郎
マロニエの木蔭／松島詩子
上海の花売娘／岡 晴夫
名月赤城山／東海林太郎
あたなと共に／津村 謙・吉岡妙子 ＊
待ちましょう／津村 謙 ＊
啼くな小鳩よ／岡 晴夫
憧れのハワイ航路／岡 晴夫
ダンスパーティーの夜／林 伊佐緒
小判鮫の唄／小畑 実
麗人草の歌／林 伊佐緒
かりそめの恋／三条町子
上海帰りのリル／津村 謙
テネシー・ワルツ／江利チエミ
赤いランプの終列車／春日八郎
裏町のピエロ／若原一郎
雪の降る街を／高 英男

厳選 懐メロ名曲撰
～旅の夜風、東京ラプソディー～

BHST-205
4 549767 009803
定価 1,600 円 + 税
発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

旅の夜風／霧島 昇
なつかしの歌声／藤山一郎
宵待草／高峰三枝子
古き花園／二葉あき子
雨のブルース／淡谷のり子
船頭小唄／森繁久彌
新妻鏡／霧島 昇
高原の旅愁／伊藤久男
小雨の丘／高峰三枝子
人の気も知らないで／淡谷のり子
船頭可愛や／音丸
お島千太郎旅唄／伊藤久男
純情二重奏／高峰三枝子、霧島 昇
懐かしのボレロ／藤山一郎
サーカスの唄／青木光一
南の花嫁さん／高峰三枝子
一杯のコーヒーから／霧島 昇
東京ラプソディー／藤山一郎

厳選 懐メロ名曲撰
～逢いたかったぜ、あの丘越えて～

BHST-206
4 549767 009810
定価 1,600 円 + 税
発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

リンゴの唄／並木路子
東京キッド／美空ひばり
伊豆の佐太郎／高田浩吉
ソーラン渡り鳥／こまどり姉妹
山小屋の灯／近江俊郎
高原列車は行く／岡本敦郎
逢いたかったぜ／岡 晴夫
山のけむり／伊藤久男
しれとこ旅情／森繁久彌
ギター仁義／北島三郎
フランチェスカの鐘／二葉あき子
赤い靴のタンゴ／奈良光枝
⾧崎の鐘／藤山一郎
白いランプの灯る道／奈良光枝
あざみの歌／伊藤久男
あこがれの郵便馬車／岡本敦郎
あの丘越えて／美空ひばり
東京ブギウギ／笠置シヅ子

誰か夢なき／竹山逸郎、藤原亮子
君待てども／平野愛子
東京の屋根の下／灰田勝彦
夜来香 ( イェライシャン ) ／山口淑子
白樺の小径／淡谷のり子
ミネソタの卵売り／暁 テル子
高原の駅よ、さようなら／小畑 実
あゝモンテンルパの夜は更けて／渡
辺はま子、宇都美 清
お俊恋唄／榎本美佐江
落葉しぐれ／三浦洸一
野球けん／青木はるみ
十九の春／神楽坂浮子
バナナ・ボート／浜村美智子
泣かないで／和田 弘と マヒナスターズ
無情の夢／佐川ミツオ
後追い三味線／榎本美佐江
お座敷小唄／松尾和子、和田 弘 とマ
ヒナスターズ
公園の手品師／フランク永井

厳選 懐メロ名曲撰
～人生の並木路、大利根月夜～

BHST-236
4 988004 151842
定価 1,600 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

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

人生の並木路／ディック・ミネ
東京ラプソディ／藤山一郎
麦と兵隊／東海林太郎
青い背広で／藤山一郎
旅姿三人男／ディック・ミネ
あゝそれなのに／美ち奴
野崎小唄／東海林太郎
東京娘／藤山一郎
或る雨の午后／ディック・ミネ
旅笠道中／東海林太郎
鴛鴦道中／高田浩吉 , 青葉笙子
霧の四馬路／美ち奴
軍国の母／美ち奴
島の船唄／田端義夫
吉良の仁吉／美ち奴
ダイナ／ディック・ミネ
別れ船／田端義夫
大利根月夜／田端義夫

厳選 懐メロ名曲撰
～かへり船、月がとっても青いから～

BHST-237
4 988004 151859
定価 1,600 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

＊：疑似ステレオ

ー 11

ゴンドラの唄／佐藤千夜子
君恋し／二村定一
東京行進曲／佐藤千夜子
東京音頭／小唄勝太郎、三島一声
祇園小唄／藤本二三吉
紅屋の娘／佐藤千夜子
島の娘／小唄勝太郎
僕の青春／藤山一郎
天国に結ぶ恋／徳山璉、四家文子
天龍下れば／市丸
濡れつばめ ( お小夜恋慕の唄 ) ／市丸
忘れちゃいやョ／渡辺はま子
タバコやの娘／岸井 明、平井英子
愛国行進曲／徳山璉、灰田勝彦、四家
文子、中村淑子
燦めく星座／灰田勝彦
蘇州夜曲／霧島 昇、渡辺はま子
鈴懸の径／灰田勝彦
勘太郎月夜唄／小畑 実、藤原亮子

厳選 懐メロ名曲撰
～誰か夢なき、公園の手品師～

厳選 懐メロ名曲撰
～達者でナ、酒場にて～

厳選 懐メロ名曲撰
～ビッグスターが綴る古賀メロディ～
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

厳選 懐メロ名曲撰
～ゴンドラの唄、勘太郎月夜唄～

厳選 懐メロ名曲撰
～別れの一本杉、おんな船頭唄～

厳選 懐メロ名曲撰
～湖畔の宿、君の名は～

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

かへり船／田端義夫
十三夜／小笠原美都子
憧れは馬車に乗って／菅原都々子
雨の酒場で／ディック・ミネ
星の流れに／菊池章子
玄海ブルース／田端義夫
湖畔の乙女／菊池章子
江の島悲歌／菅原都々子
夜霧のブルース／ディック・ミネ
ふるさとの燈台／田端義夫
琵琶湖哀歌／東海林太郎・小笠原美
都子
肩で風切るマドロスさん／田端義夫
お吉物語／天津羽衣 ＊
岸壁の母／菊池章子
連絡船の唄／菅原都々子
愛の小窓／ディック・ミネ
島育ち／田端義夫
月がとっても青いから／菅原都々子

厳選 懐メロ名曲撰
～兄弟仁義・兄弟船～

CRC-1816
4 988007 277877
定価

1,600 円 + 税

発売元：日本クラウン

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

兄弟仁義／北島三郎
浪曲子守唄／一節太郎
温泉芸者／五月みどり
涙を抱いた渡り鳥／水前寺清子
自動車ショー歌／小林 旭
君だけを／西郷輝彦
ラブユー東京／黒沢明とロス・プリモス
柳ヶ瀬ブルース／美川憲一
⾧崎の夜はむらさき／瀬川瑛子
夜の銀狐／斉条史朗
さそり座の女／美川憲一
叱らないで／青山ミチ
女渡世人／藤 純子
大勝負／水前寺清子
夢は夜ひらく／緑川アコ
夜明けの停車場／石橋正次
純子／小林 旭
兄弟船／鳥羽一郎

CRC-1817
4 988007 277884
定価

1,600 円 + 税

発売元：日本クラウン

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

風雪ながれ旅／北島三郎
下町育ち／笹 みどり
いっぽんどっこの唄／水前寺清子
ふり向いてもくれない／朝丘雪路
釧路の夜／美川憲一
雨の銀座／黒沢明とロス・プリモス
星のフラメンコ／西郷輝彦
花はおそかった／美樹克彦
おんなの朝／美川憲一
たそがれの銀座／黒沢明とロス・プリモス
北帰行／小林 旭
男はつらいよ／渥美 清
姿三四郎／姿 憲子
東京流れ者／渡 哲也
三百六十五歩のマーチ／水前寺清子
宗右衛門町ブルース／平和勝次とダー
クホース
17. 昔の名前で出ています／小林 旭
18. 命くれない／瀬川瑛子

厳選 ムード歌謡名曲撰
～愛のままで…、さよならはダンスの後に～

BHST-234
4 988003 537777
定価

1,600 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

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

愛のままで…／秋元順子
愛のきずな／安倍律子
粋な別れ／和田 弘とマヒナスターズ （石原裕次郎）
赤いグラス／大月みやこ（アイ・ジョージ、志摩ちなみ）
アカシアの雨がやむとき／丘 みどり （西田佐知子）
愛のふれあい／沢ひろしとＴｏｋｙｏ99
射手座の女／敏いとうとハッピー＆ブルー
希望／岸 洋子
抱擁／島津ゆたか（箱崎晋一郎）
熱海、そして雨の中…／島津悦子
ホテル／島津ゆたか
知りすぎたのね／布施 明 （ロス・インディオス）
トーキョー舞踏曲／水田竜子
喝采／井上由美子（ちあきなおみ）
さよならはダンスの後に／倍賞千恵子

BHST-256
4 988011 903366
定価

定価

1,600 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

酔いしれて／岸 洋子
黄昏 Love again ／秋元順子
夜の銀狐／三島敏夫（斉条史朗）
みずいろの世界／じゅん＆ネネ
ネオン川／バーブ佐竹
氷雨／丘 みどり（日野美歌、佳山明生）
北ターミナル／岩出和也
恋人よ／市川由紀乃（五輪真弓）
銀座は恋の十字路／バーブ佐竹、南 かおる
つかれたわけじゃないわ／島津ゆたか
六本木あたり／あい＆ＡＫＩ
ひとり泣く夜のワルツ／江利チエミ
よせばいいのに／敏いとうとハッピー＆ブルー
心凍らせて／大月みやこ（高山 厳）
そっとおやすみ／布施 明

BHST-257
4 988011 903373
定価 1,600 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

厳選 ムード歌謡名曲撰
～いいじゃないの幸せならば、涙と雨にぬれて～

BHST-255
4 988002 895106
定価 1,600 円 + 税
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

BHST-207
4 549767 009827
定価

1,600 円 + 税

発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

※（カッコ）内はオリジナル歌手
ー 12

BHST-265
4 988003 587840
定価 1,600 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

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

つぐない～
ラヴ・イズ・オーヴァー

サバの女王～夕月

サバの女王／グラシェラ・スサーナ
別れの予感／テレサ・テン
終着駅／奥村チヨ
雨の御堂筋／欧陽菲菲
京都の恋／渚 ゆう子
夕月／黛 ジュン
手紙／由紀さおり
初恋のひと／小川知子
南国の夜／日野てる子
愛人／テレサ・テン
夢は夜ひらく／園 まり
赤坂の夜は更けて／西田佐知子
すずめの涙／桂 銀淑
百万本のバラ／加藤登紀子
シルエット・ロマンス／大橋純子
愛の讃歌／越路吹雪

恋するムード歌謡３

夜の銀狐／フランク永井 ( 斉条史朗 )
そして…めぐり逢い／フランク永井 ( 五木ひろし )
涙と雨にぬれて／フランク永井、松尾和子 ( 田代美代子 )
私の好きなもの／佐良直美
いいじゃないの幸せならば / 佐良直美
どうぞこのまま／佐良直美 ( 丸山圭子 )
東京砂漠 / 殿さまキングス ( 内山田 洋とクールファイブ )
中の島ブルース／殿さまキングス ( 内山田 洋とクールファイブ )
ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー／松尾和子 ( 越路吹雪 )
夢は夜ひらく／松尾和子 ( 園 まり )
小指の想い出／沢 たまき ( 伊東ゆかり )
女の意地／沢 たまき ( 西田佐知子 )
別れても好きな人／和田 弘とマヒナスターズ、奥村チヨ ( ロス・インディオス )
赤坂の夜は更けて／和田 弘とマヒナスターズ、大野 喬とナイトシックス ( 西田佐知子 )
わたし祈ってます／黒沢 明とロス・プリモス ( 敏いとうとハッピー & ブルー )
そっとおやすみ／黒沢 明とロス・プリモス ( 布施 明 )

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

矢切の渡し／細川たかし
おんなの出船／松原のぶえ
王将／村田英雄
柿の木坂の家／青木光一
別れの一本杉／大川栄策
なみだ船／北島三郎
さだめ川／細川たかし
どうせひろった恋だもの／ ( 初代 )
コロムビア ・ ローズ
雨の夜あなたは帰る／島 和彦
夕笛／舟木一夫
哀愁波止場／美空ひばり
宗谷岬／ダ ・ カーポ
兄弟船／大川栄策
男の友情／北島三郎
東京だョおっ母さん／島倉千代子
みだれ髪／美空ひばり

つぐない／テレサ・テン
ラヴ・イズ・オーヴァー／欧陽菲菲
夜明けのスキャット／由紀さおり
ゆうべの秘密／小川知子
アカシアの雨がやむとき／西田佐知子＜モノラル＞
恋の奴隷／奥村チヨ
愛のビーナス／安西マリア
夏の日の想い出／日野てる子
霧のかなたに／黛 ジュン
逢いたくて逢いたくて／園 まり
京都慕情／渚 ゆう子
大阪暮色／桂 銀淑
私は泣いています／りりィ
アドロ／グラシェラ・スサーナ
たそがれマイ・ラブ／大橋純子
時の流れに身をまかせ／テレサ・テン

恋するムード歌謡２

※（カッコ）内はオリジナル歌手

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1,600 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

厳選 ムード歌謡名曲撰
～酔いしれて、そっとおやすみ～

BHST-235
4 988003 537784

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

恋するムード歌謡１

※
（カッコ）内はオリジナル歌手

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

トップスターが歌う 船村徹作品集
～哀切のメロディ～

厳選 懐メロ名曲撰
～風雪ながれ旅・命くれない～

酒場にて～心かさねて

酒場にて／江利チエミ
ノラ／秋元順子
たそがれ坂の二日月／秋元順子
ウナ・セラ・ディ東京／ザ・ピーナッツ
二人でお酒を／梓みちよ
小指の想い出／伊東ゆかり
爪／ペギー葉山
愛するってこわい／じゅんとネネ
どうぞこのまま／丸山圭子
愛の水中花／丘みどり
紙の鶴／丘みどり
折鶴／千葉紘子
白い海峡／大月みやこ
契り／市川由紀乃
心かさねて／市川由紀乃

