新譜・注目ラインナップ 2017/02

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：0 3 - 3 9 8 3 - 2 1 0 1

FAX：0 3 - 3 983- 2770

NEW
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最後の映画スター、松方弘樹さんが１月２１日、脳リンパ腫のため死去しました。
昭和 53 年の俳優全盛期に吹き込まれた名曲カバーにオリジナル３曲を含む
全 12 曲のアルバム音源を復刻しました。
01. 京都の夜

２／７
発売予定

…オリジナル歌唱：愛田健二

02. 酒と泪と男と女

遅れる場合あり

03. あいつ

…オリジナル歌唱：河島英五

…オリジナル歌唱：旗 照夫

04. うしろ姿

…オリジナル歌唱：矢吹 健

05. 惚れた弱み

★オリジナル

06. 昔の名前で出ています
07. 琵琶湖周航の歌
BHST-190

JAN:4988003503468

08. 雨に咲く花

松方弘樹／男ごころ

09. 男ごころ

（定価 :1600 円 + 税 2017/2/9 発売）
発売元 ： キングレコード株式会社
販売元 ： エスエスソフトプランニング

…オリジナル歌唱：小林 旭

…滋賀県のご当地ソング、学生歌

…オリジナル歌唱：井上ひろし
★オリジナル

10. そっとおやすみ

…オリジナル歌唱：布施 明

11. あゝオホーツク

★オリジナル

12. 銀座は恋の十字路（デュエット：安倍律子）
…オリジナル歌唱：バーブ佐竹、南かおる

松方弘樹さん追悼番組
NHK『ファミリーヒストリー』2・2 放送
今月 21 日に 74 歳で亡くなった俳優 ・ 松方弘樹さんの追悼番組として、 2 月 2 日後 7 ：
30 に NHK 『ファミリーヒストリー』 で 「松方弘樹 ・ 目黒祐樹～芸能一家の歳月～」 が放
送されることが 25 日、 わかった。 番組では、 芸能一家だった松方さん ・ 目黒兄弟の家
族のルーツに迫る。 父は昭和を代表する剣げきスター ・ 近衛十四郎、 母は元女優の水
川八重子。 戦争中、 近衛さんに助けられたという人物が 70 年以上の時を経て見つかっ
た。 そして、 闘病中だった松方さんに、 ゆかりの人たちが熱いメッセージを送る。

Pickup

追悼

松方弘樹の歌声が入ったコンピアルバム
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R50's 本命

任侠歌謡

TKCA-74129

49-88008-168549
定価 :1905 円 + 税
徳間ジャパン

01. 傷だらけの人生／鶴田浩二
02. 唐獅子牡丹／高倉健
03. 東京流れ者／渡哲也
04. 華のうちに／松方弘樹
05. からす／小林旭
06. 男が死んで行く時に／安藤昇
07. 旅鴉／五木ひろし
08. 大利根月夜／田端義夫
09. つまさき仁義／大木英夫
10. やくざ街０番地／千波丈太郎
11. 男のさだめ／五城影二
12. 無情のブルース／菅原文太
13. 緋牡丹博徒／藤純子
14. 河内遊侠伝／鳥羽一郎
15. 命しらずの渡り鳥／小林幸子
16. 妻恋道中／八代亜紀
17. 人生劇場／勝新太郎
18. 望郷旅鴉／千昌夫

R40's 本命

あこがれの男たち

TKCA-73817

49-88008-097245
定価 :1905 円 + 税
徳間ジャパン

01. 熱き心に／小林旭
02. センチメンタル・ハーバー／岩城滉一
03. だけど泣かないさ ／川谷拓三
04. 華のうちに／松方弘樹
05. くちなしの花／渡哲也
06. 葬いは俺が出す／千葉真一
07. 夜霧のブルース／菅原文太
08. 昭和ブルース／天知茂
09. 戦い続ける男達の詩／ジョー山中
10. ブルースで死にな／原田芳雄
11. 最果て／石橋凌
12. マリーズ・ララバイ／松田優作
13. ピエロ／根津甚八
14. やさしさ紙芝居／水谷豊
15. ベルベット・イースター／本木雅弘
16. 見上げてごらん夜の星を／勝新太郎
17. ima just gumba( がんばろ ) ／柳葉敏郎
18. 大阪で生まれた女／萩原健一

R50's 本命

友情歌謡

TKCA-74439

4988008238143
定価 :1905 円 + 税
徳間ジャパン

01. 男の友情 / 船村徹
02. 忘れない…/ 吉幾三
03. 友よ一献 / 杉良太郎
04. 杯に歌のせて / 五木ひろし
05. さらば友よ / 森進一
06. 若き日の歌 / 千昌夫
07. 津軽の友 / 山本謙司
08. ダチ〜友情〜 / 桂木龍
09. ともだち / 佳山明生
10. 男の友情〜三橋美智也に捧げる歌〜 / 村田英雄
11. 男と男 / 三橋美智也
12. あれから十年たったかなァ / 春日八郎
13. 戦友 / 鶴田浩二
14. 戦友の遺骨を抱いて / 田端義夫
15. 同期の桜 / 松方弘樹
16. 故郷の友 / 青戸健
17. その昔 / 吉幾三
18. それぞれの秋 / アリス

