
新譜・注目ラインナップ 2016/09
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NEW

いつもご愛顧いただきありがとうございます。
エスエスソフトプランニングがこの時期オススメしたいタイトルをご紹介させていただきます。
ご用命、お問い合わせはこちらまで。　　　電話：03-3983-2101　FAX：03-3983-2770

有限会社エスエスソフトプランニング
東京都豊島区西池袋 2-39-8　ローズベイ池袋ビル 902

URL : http://sssoft.jp/cd/

→

01. 卒業　…デビューシングル。作詞：松本隆／作曲：筒美京平。オリコン週間 6位

02. 白い炎　 …ドラマ『スケバン刑事』主題歌。作詞：森雪之丞 /作曲：玉置浩二

03. AXIA ～かなしいことり～ 　…富士フイルム「AXIA」CMソング。作詞作曲：銀色夏生

04. 初戀 （はつこい）　…作詞 : 松本隆／作曲 : 筒美京平。オリコン週間 4位

05. 情熱 　…富士フイルム「AXIA テープ」CM曲作詞 : 松本隆／作曲 : 筒美京平

06. 悲しみよこんにちは　…アニメ『めぞん一刻』主題歌。作詞：森雪之丞 /作曲：玉置浩二

07. 土曜日のタマネギ 　…富士フイルム「AXIA テープ」CM曲。オリコン週間 6位

08. 青空のかけら　…オリコン週間シングルチャートでの第 1位を獲得

09. MAY 　…斉藤由貴主演・大森一樹監督の映画『恋する女たち』（1987 年・東宝）の主題歌

10. 予感　…「ホットカルピス」CM曲でファンに大人気の楽曲

11. 砂の城　…富士フイルム「AXIA」のイメージソング

12.「さよなら」　…斉藤由貴主演・大森一樹監督の東宝映画『「さよなら」の女たち』の主題歌

13.ＯＲＡＣＩＯＮ - 祈り -　…斉藤由貴と来生たかおとのデュエット曲

14. 少女時代　…原由子がアルバム『MOTHER』（1991 年）にてセルフカバー

15. 夢の中へ　…作詞・作曲：井上陽水

斉藤由貴　ベスト ・ ヒット斉藤由貴　ベスト ・ ヒット

4988013140196

2016 年 9月 7日発売
15曲入り、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

BHST-188

変わらぬ美貌で CM やドラマ、 舞台に再ブレイク中の斉藤由貴！透き通った歌声を楽しむヒット曲集♪

01. 碧いうさぎ　…日本テレビ系列『星の金貨』主題歌。ミリオンセラーを記録

02. 鏡のドレス　…「続・星の金貨」主題歌

03. Here I am ～泣きたい時は泣けばいい～…作詞: 秋元康。TBS系列『愛の劇場・ひよこたちの天使』主題歌

04. 涙色　…作詞・作曲 : 河村隆一。日本テレビ系列『NNNきょうの出来事』エンディング曲

05. 横顔　…作詞・作曲 : 辛島美登里。日本テレビ系列『火曜サスペンス劇場』主題歌

06. のりピー音頭　…酒井法子名義ではなくのりピーでクレジットされている非売品 EPで発売

07. 男のコになりたい 　…デビューシングル

08. ノ・レ・な・い Teen-age　…グリコキャンレディ イメージソング

09. 夢冒険　…NHK放送のテレビアニメ『アニメ三銃士』主題歌。10位（ザ・ベストテン）。
　　　　　　　中国においてパナソニックのテレビ「2188」の CM起用

10. 1 億のスマイル ～PLEASE YOUR SMILE～…作曲 : 飛鳥涼。ライオンBan16イメージソング (1988)

11. Love Letter　…作詞・作曲 : 尾崎亜美。ライオン Ban16 イメージソング (1989)

12. WORDS OF LOVE　…作詞・作曲: 原由子。カネボウ化粧品『フレッシェルホワイトC』CMソング

13. 天下無敵の愛　…作詞 : 斉藤由貴。TBS 系列『愛の劇場・よい子の味方』安達祐実初主演の
　　　　　　　　　　　昼の帯ドラマ主題歌

14. 月明かりの下
15. 世界中の誰よりきっと　…中山美穂とWANDS によるコラボレーション曲をカバー。
　　　　　　　　　　　　　　　　2007 年にトヨタ・ノア CMソングに起用される

酒井法子　ベスト ・ ヒット酒井法子　ベスト ・ ヒット

4988002 725571

2016 年 9月 28 日発売（発売日が変更になりました）
15 曲入り、定価：1600 円 +税
発売元：JVCケンウッド・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-189

デビュー 30 周年を迎えたのを機に活動を本格始動する酒井法子。 中国で人気のある 「夢冒険」 も収録
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有限会社エスエスソフトプランニング
東京都豊島区西池袋 2-39-8　ローズベイ池袋ビル 902

URL : http://sssoft.jp/cd/

秋の夜長にゆったり聴きたい想い出の映画音楽特集

ご長寿ご家族応援歌

TKCA-74389 4988008231342

01. 還暦祝い唄／ 千 昌夫
02. ぼけたらあかん 長生きしなはれ／ 杉 良太郎
03. おしどり／ 五木ひろし
04.Ｄｒｅａｍ ( ドリーム ) ／ 吉 幾三
05. 花は咲く／ 佳山明生
06. 百歳音頭／ 平和勝次
07. 春待さくら草／ 松原のぶえ
08. 福の神／ 坂井一郎
09. マツケンサンバⅡ／ 松平 健
10. 女盛りは歳じゃない／ 大沢桃子
11. 長生き音頭／ ヨネスケ
12. 幸福いちもんめ／ 泉ちどり
13. 生きているということは／ 上條恒彦
14. 人生お宝節／ 梓 夕子
15. 同窓会／ 吉 幾三
16. 水戸黄門漫遊記／ 水田かおり
17. 祝盃／ 青戸 健
18.( ボーナストラック ) 日本全国酒飲み音頭／バラクーダー

R70'S 本命 ご長寿ご家族応援歌

全 18曲（17 曲 +ボーナストラック 1曲）
約 79分 04 秒（曲間含む）
定価：1,905 円＋税
発売元：徳間ジャパンコミュニケーションズ
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Pickup
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

＊=モノラル
※オリジナル・マスターテープ
　に起因するノイズ有り

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

※オリジナル・マスターテープ
　に起因するノイズ有り

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

＊=モノラル
※オリジナル・マスターテープ
　に起因するノイズ有り

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

※オリジナル・マスターテープ
　に起因するノイズ有り

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

※オリジナル・マスターテープ
　に起因するノイズ有り

01. スパイ大作戦「スパイ大作戦 薔薇の秘密指
令」（1969）より／音楽：ラロ・シフリン

02. ある愛の詩「ある愛の詩」（1970）より／音
楽：フランシス・レイ

03. モーニング・アフター「ポセイドン・アドベ
ンチャー」（1972）より／モーリン・マクガバン

04. エンターテイナー「スティング」（1973）よ
り／マーヴィン・ハムリッシュ

05. 煙が目にしみる「アメリカン・グラフィティ」
（1974）より／プラターズ

06. マホガニーのテーマ「マホガニー物語」
（1975）より／ダイアナ・ロス

07. エンドレス・ラブ「エンドレス・ラブ」（1981）
より／ダイアナ・ロス＆ライオネル・リッチー

08. 愛と青春の旅だち「愛と青春の旅だち」（1982）
より／ジョーコッカー＆ジェニファー・ウォーンズ

09. あなたを夢見て「ストリート・オブ・ファイ
ヤー」（1984）より／ダン・ハートマン

10. セイ・ユー・セイ・ミー「ホワイト・ナイツ /
白夜」（1985）より／ライオネル・リッチー

11. コーリング・ユー「バグダッド・カフェ」
（1987）より／ジェヴェッタ・スティール

12. 消されたライセンス「007/ 消されたライセ
ンス」（1989）より／グラディス・ナイト

13. アンチェインド・メロディ「ゴースト～ニューヨー
クの幻～」（1990）より／ライチャス・ブラザーズ

14. マイ・ガール「マイ・ガール」（1991）より／
テンプテーションズ

15. 愛にすべてを「フォーウェディング」（1994）
より／WET WET WET

16. ラヴフール「ロミオ＆ジュリエット」（1996）
より／カーディガンズ

01. サマータイム「ポーギーとベス」（1959）より
／ヘレン・メリル

02. ムーン・リヴァー「ティファニーで朝食を」
（1961）より／サラ・ヴォーン

03. チーク・トゥ・チーク「トップ・ハット」
（1935）より／フレッド・アステア

04. 枯葉「枯葉～夜の門」（1946）より／ビング・
クロスビー

05. 恋におちた時「零号作戦」（1952）より／ヘ
レン・メリル

06. 雨に唄えば「雨に唄えば」（1952）より／オ
スカー・ピーターソン

07. 酒とバラの日々「酒とバラの日々」（1962）
より／サラ・ヴォーン

08. シャレード「シャレード」（1963）より／サ
ラ・ヴォーン

09. いそしぎ「いそしぎ」（1965）より／アストラッ
ド・ジルベルト

10. エルザ「野生のエルザ」（1966）より／ビル・
エヴァンス

11. 男と女「男と女」（1966）より／ワルター・
ワンダレイ

12. ミスティ「恐怖のメロディ」（1971）より／
エロール・ガーナー

13. ラウンド・ミッドナイト「ラウンド・ミッド
ナイト」（1986）より／マッコイ・タイナー

14. サヴォイでストンプ「恋人たちの予感」（1989）
より／ケニー・バレル

15. ソウル・ボサ・ノヴァ「オースティン・パワーズ」
（1997）より／クインシー・ジョーンズ

16. ジョーンズ嬢に会ったかい「ブリジット・ジョー
ンズの日記」（2001）より／マッコイ・タイナー

01. ゴッドファーザー・愛のテーマ 「ゴッドファーザー」
（1972）より／マントヴァーニ・オーケストラ

02. 風と共に去りぬ 「風と共に去りぬ」（1939）より／
フランク・チャックスフィールド・オーケストラ

03. 魅惑の宵 「南太平洋」（1958）より／マントヴァーニ・オーケストラ
04. 禁じられた遊び（ロマンス）「禁じられた遊び」
（1952）より／ナルシソ・イエペス

05. バラ色の人生 「麗しのサブリナ」（1954）より／
フランク・チャックスフィールド・オーケストラ

06. 夜霧のしのび逢い  「夜霧のしのび逢い」
（1963）より／ロニー・アルドリッチ

07. マンドリン・セレナーデ 「ニューヨークの王様」（1957）より
／スタンリー・ブラック、ロンドン・フェスティヴァル管弦楽団

08. ベン・ハー 「ベン・ハー」（1959）より／スタンリー・
ブラック、ロンドン・フェスティヴァル管弦楽団・合唱団

09. トゥナイト 「ウエストサイド物語」（1961）より
／マントヴァーニ・オーケストラ

10. アラビアのロレンス 「アラビアのロレンス」（1962）より／
スタンリー・ブラック、ロンドン・フェスティヴァル管弦楽団

11. ひき潮 「渇いた太陽」（1962）より／フランク・
チャックスフィールド・オーケストラ

12. ララのテーマ「ドクトル・ジバゴ」（1965）より
／ジェームス・ラスト・オーケストラ

13. サウンド・オブ・サイレンス 「卒業」（1967）より／アー
サー・フィドラー、ボストン・ポップス・オーケストラ

14. 雨にぬれても 「明日に向かって撃て」（1969）
より／バート・バカラック

15. スマイル「モダン・タイムス」（1936）より／
カーメン・キャバレロ

16. カヴァティーナ 「ディア・ハンター」（1978）
より／スタンリー・ブラック

01. 虹の彼方に「オズの魔法使い」（1939）より／ジュディ・
ガーランド ＊

02. 星に願いを「ピノキオ」（1940）より／クリフ・エドワーズ ＊
03. ホワイト・クリスマス「スイング・ホテル」（1942）
より／ビング・クロスビー ＊

04. 時の過ぎゆくまま「カサブランカ」（1942）より／
ドゥーリー・ウイルソン ＊

05. アイルランドの子守唄「我が道を往く」（1944）より
／ビング・クロスビー ＊

06. ハリー・ライムのテーマ「第三の男」（1949）より／
アントン・カラス

07. セプテンバー・ソング「旅愁」（1950）より／ウォル
ター・ヒューストン ＊

08. テリーのテーマ「ライムライト」（1952）より／フラ
ンク・チャックスフィールド楽団

09. 遥かなる山の呼び声「シェーン」（1953）より／ビク
ター・ヤング楽団 ＊

10. 地上より永遠に「地上より永遠に」（1953）より／モリス・
ストロフ指揮 コロンビア・ピクチャーズ・オーケストラ

11. ローマの秋「終着駅」（1953）より／ペギー・リー ＊
12. ジャニー・ギター「大砂塵」（1954）より／ペギー・リー ＊
13. 紅の翼「紅の翼」（1954）より／ディミトリ・ティオ
ムキン楽団 ＊

14. ロック・アラウンド・ザ・クロック「暴力教室」（1954）
より／ビル・ヘイリーと彼のコメッツ ＊

15. 慕情「慕情」（1956）より／フォー・エイセス ＊
16. エデンの東「エデンの東」（1955）より／ビクター・ヤング楽団

01. 80 日間世界一周「80日間世界一周」（1956）より／ビ
クター・ヤング楽団

02. タミー「タミーと独身者」（1957）より／デビー・レイノルズ ＊
03. 真夜中のブルース「朝な夕なに」（1957）より／ベルト・
ケンプフェルト楽団 ＊

04. 砂に書いたラブ・レター「バーナディーン」（1957）
より／パット・ブーン

05. 死刑台のエレベーター「死刑台のエレベーター」
（1957）より／マイルス・デイヴィス ＊

06. 四月の恋「四月の恋」（1957）より／パット・ブーン
07. 殺し屋のテーマ「契約殺人」（1958）より／音楽：ペリー・ボトキン ＊
08. ぼくの伯父さん「ぼくの伯父さん」（1958）より／音楽：
フランク・バルセリーニ ＊

09. オルフェの歌「黒いオルフェ」（1959）より／ルイス・ボンファ ＊
10. 危険な関係のブルース「危険な関係」（1959）より／アー
ト・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ ＊

11. 日曜はダメよ「日曜はダメよ」（1960）より／ヘルムー
ト・ツァハリアス楽団

12. ボーイ・ハント「ボーイ・ハント」（1960）より／コ
ニー・フランシス

13. 太陽がいっぱい「太陽がいっぱい」（1960）より／フィ
ルム・シンフォニック・オーケストラ

14. 渚のデイト「渚のデイト」（1963）より／コニー・フランシス
15. サンダーボール「007/ サンダーボール作戦」（1965）
より／トム・ジョーンズ

16. 恋の面影「007/ カジノ・ロワイヤル」（1967）より／
ダスティ・スプリングフィールド

想い出のスクリーン名曲集 (1) エデンの東 想い出のスクリーン名曲集 (2) 太陽がいっぱい 

想い出のスクリーン名曲集 (3) ある愛の詩 想い出のスクリーン・ムード音楽名曲集　ウエストサイド物語 想い出のジャズ・スクリーン名曲集　ティファニーで朝食を 

PBB-129 PBB-130

PBB-131 PBB-132 PBB-133

4 988005 590152

4 988005 590480

4 988005 590169

4 988005 5904974 988005 590206

全曲オリジナル ・サウンドトラック
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Ｗジャケット仕様
（裏側デザイン）


