
新譜・注目ラインナップ 2019.４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Information インターネット解禁になりました！

（定価 :1600 円＋税　2019/4/2 発売）

発売元 ： ビクターエンタテインメント

BHST-241 49 88002 786480

長山洋子  昭和歌謡を歌う

～オリジナルヒットを含む～

01. じょんから女節 [ スペシャルバージョン ]　- オリジナルヒット
02. 蜩―ひぐらし―　- オリジナルヒット
03. 捨てられて - オリジナルヒット
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 - オリジナルヒット
09. なみだ酒 - オリジナルヒット
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 [ﾆｭｰﾊﾞｰｼﾞｮﾝ]
15. 洋子の…名残月 - オリジナルヒット
※（カッコ） 内はオリジナル歌唱アーティスト 

「蜩 - ひぐらし -」「捨てられて」を含む美人演歌
歌手・長山洋子のカバー名曲集

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

→

昭和歌謡を歌う 江利チエミ
4 988003 534462

定価 1,600 円 + 税
発売日︓2018 年 10 月 23 日  既発売
発売元︓キングレコード

～オリジナルヒットを含む～

BHST-231

昭和歌謡を歌う 岸 洋子
4 988003 534479

定価 1,600 円 + 税
発売日︓2018 年 10 月 23 日  既発売
発売元︓キングレコード

～オリジナルヒットを含む～

BHST-232

4 988003 534455

定価 1,600 円 + 税
発売日︓2018 年 10 月 23 日  既発売
発売元︓キングレコード

BHST-230

01. テネシー ・ ワルツ　－オリジナルヒット

02. 酒場にて　－オリジナルヒット

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　－オリジナルヒット

06. ひとり泣く夜のワルツ　－オリジナルヒット

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）

09. アカシアの雨がやむとき （西田佐知子）

10. 面影橋から　－オリジナルヒット　

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）

※（カッコ） 内はオリジナル歌唱アーティスト

アメリカン・ポップスからムード歌謡まで幅広いジャンルの名曲をカバー

二葉百合子
心歌　昭和名曲撰

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

日本の母の心を語り継ぐ名曲の数々。
母子の思いに涙を誘われる特選集

01. 希望　－オリジナルヒット 

02. 夜明けのうた　－オリジナルヒット　

03. カスバの女 （エト邦枝）

04. 傷心　－オリジナルヒット

05. 恋心　－オリジナルヒット

06. ラスト ・ ダンスは私と　－オリジナルヒット

07. 枯葉 （イヴ・ モンタン）

08. アンデスの風になりたい　－オリジナルヒット　

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　－オリジナルヒット

11. 酔いしれて　－オリジナルヒット

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　－オリジナルヒット

15. 愛の讃歌 （エディット ・ ピアフ）

※（カッコ） 内はオリジナル歌唱アーティスト

シャンソンを愛した岸洋子のオリジナル曲と世界の名曲・昭和歌謡を贅沢に収録

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NEW ４月発 売 の 新 譜

インターネット通販解禁日
　　　2019/10/3 

13. 母子酒

14. 望郷子守唄

15. 瞼の母
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Pickup アラフォー世代必聴！カラオケで大人気のヒット曲が満載のカラオケスペシャル ・ コンピ！！

インターネット通販解禁日
　　　2019/10/15 ４月発 売 の 新 譜

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→

（定価 :1600 円＋税　2019/4/15 発売）
原版提供 ： ポリスター 

BHST-239 49 48385 130317

TKCA-73399 TKCA-73463 TKCA-73464

4988008995633 4988008011746 4988008012040

谷村新司ベストヒット

01. いい日旅立ち

02. 22 歳

03. 遠くで汽笛を聞きながら

04. 狂った果実 （ソロ ・ヴァージョン）　

05. チャンピオン

06. 秋止符

07. サライ （ソロ ・ヴァージョン）

08. 男と女に戻る時 [ デュエット ・ TOMOKO]

09. 12 番街のキャロル

10. 三都物語　

11. 帰らざる日々

12. 忘れていいの - 愛の幕切れ - [ デュエット ・ 小川知子 ]

13. 群青　

14. 陽はまた昇る　

15. 昴 - すばる -

アリス時代の楽曲からソロナンバー、セルフカヴァー、デュエットを
収録した究極のベスト盤

（定価 :1600 円＋税　2019/4/15 発売）
原版提供 ： ポリスター 

BHST-240 49 48385 130324

wink ベストヒット

01. Sugar Baby Love

02. 愛が止まらない ~Turn It Into Love~

03. 涙を見せないで ~Boys Don't Cry~

04. 淋しい熱帯魚

05. One Night In Heaven ~ 真夜中のエンジェル ~

06. Sexy Music

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

08. ニュー ・ ムーンに逢いましょう

09. 真夏のトレモロ

10. 背徳のシナリオ

11. 追憶のヒロイン

12. ふりむかないで

13. 咲き誇れ愛しさよ

14. トゥインクル トゥインクル

15. 私たちらしいルール

16. Angel Love Story ~ 秋色の天使 ~

80 年代の音楽シーンを席巻したアイドルデュオ。デビュー曲
「Sugar Baby Love」のほかスーパーヒット曲を網羅したベスト盤

廃盤

SBB-305 谷村新司

廃盤

SBB-306 W i n k

Sing! Sing! Sing! Sing! 
~Karaoke Best Songs for Around 40~

01. TOMORROW ／岡本真夜　　

02. 部屋と Y シャツと私／平松愛理

03. GLORIA ／ ZIGGY

04. 最後の雨 2007 ／中西保志

05. そして僕は途方に暮れる (1992 naive version) ／大沢誉志幸

06. 会いたい （2008 年 Version） ／沢田知可子

07. ZUTTO ／永井真理子

08. SUMMER CANDLES ／杏里

09. 何も言えなくて…夏／ J-WALK

10. RASPBERRY DREAM ／ REBECCA

11. 今すぐ Kiss Me ／ LINDBERG

12. Get Along Together－愛を贈りたいから－／山根康広

13. ポケベルが鳴らなくて／国武万里

14. ロード／ THE 虎舞竜

15. ワインレッドの心／安全地帯

16. ガラス越しに消えた夏／鈴木雅之

Sing! Sing! Sing! 2  
Around 40's Karaoke Best Songs

01. 夢をあきらめないで／岡村孝子

02. 愛は勝つ／ KAN

03. 突然～ 2008 ～／浅岡雄也

04. 元気を出して／薬師丸ひろ子

05. Alone ／岡本真夜

06. 夏の日の 1993 ／ class

07. Lifetime Respect ／三木道三

08. 冷たいキス／ ICE BOX

09. 前略、 道の上より／一世風靡セピア

10. Return to Myself ～しない、 しない、 ナツ。 ／浜田麻里

11. LOVE2000 ／ hitomi

12. BELIEVE IN LOVE ／ LINDBERG

13. シングルベッド／シャ乱 Q

14. 愛が生まれた日／藤谷美和子 ・ 大内義昭

15. JUST BECAUSE ／JAYWALK

16. Magic ／ Tina

シング！シング！シング！ アニソン
Around 40's Karaoke Best Songs

01． オバケのＱ太郎 ／石川進 「オバケのＱ太郎」

02． 新オバケのＱ太郎 ／堀絢子＆ニューロイヤル 「新オバケのＱ太郎」

03． ぼくらのパーマン ／石川進、 三輪勝恵 「パーマン」

04． きてよパーマン ／三輪勝恵 「パーマン」

05． ゆけゆけ飛雄馬 ／アンサンブル ・ ボッカ 「巨人の星」

06． 天才バカボン ／アイドル ・フォー 「天才バカボン」

07． タリラリランのコニャニャチワ ／コロムビアゆりかご会 「元祖天才バカボン」

08． 元祖天才バカボンの春 ／こおろぎ 73 コロムビアゆりかご会 「元祖天才バカボン」

09． あしたのジョー ／尾藤イサオ 「あしたのジョー」

10． ジョーの子守唄 ／小池朝雄 「あしたのジョー」

11． 傷だらけの栄光 ／おぼたけし 「あしたのジョー２」

12． 果てしなき闇の彼方に ／おぼたけし 「あしたのジョー２」

13． ラムのラブソング ／松谷祐子 「うる星やつら」

14． パジャマ ・ じゃまだ！ ／成清加奈子 「うる星やつら」

15． CAT'S EYE ／杏里 「キャッツアイ」

16． デリンジャー ／刀根麻理子 「キャッツアイ」

17． 君は何かができる ／ 99Harmony 「キャプテン」

18． タッチ／岩崎良美 「タッチ」

\1,905 + 税

2009/9/16 既発売

徳間ジャパンコミュニケーションズ

\2,095 + 税

2009/9/16 既発売

徳間ジャパンコミュニケーションズ

\2,095 + 税

2008/12/3 既発売

徳間ジャパンコミュニケーションズ
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NEW インターネット通販解禁日
　　　2019/10/22４月発 売 の 新 譜

美川憲一
昭和歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～

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

鳥羽一郎
昭和歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～

黒沢明と
ロス・プリモス
昭和歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～

01. ラブユー東京 ★オリジナル
02. 柳ケ瀬ブルース - オリジナル歌唱：美川憲一
03. おんなの朝 - オリジナル歌唱：美川憲一
04. 涙くんさよなら - オリジナル歌唱：坂本九
05. 恋 - オリジナル歌唱：布施明
06. 雨の銀座 ★オリジナル
07. 抱擁 - オリジナル歌唱：箱崎晋一朗
08. 涙のかわくまで - オリジナル歌唱：西田佐知子
09. 長崎の夜はむらさき - オリジナル歌唱：瀬川瑛子
10. たそがれの銀座 ★オリジナル
11. ブランデーグラス - オリジナル歌唱：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 ★オリジナル

小林 旭　

昭和歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～

(16 曲・57 分）

(15 曲・64 分）

(15 曲・52 分）

(15 曲・55 分）

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

4988007288781BHST-242 4988007288798BHST-243

4988007288804BHST-244 4988007288811BHST-245

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→

（定価 :1600 円＋税　2019/4/22 発売）
発売元 ： 日本クラウン株式会社 

（定価 :1600 円＋税　2019/4/22 発売）
発売元 ： 日本クラウン株式会社 

（定価 :1600 円＋税　2019/4/22 発売）
発売元 ： 日本クラウン株式会社 

（定価 :1600 円＋税　2019/4/22 発売）
発売元 ： 日本クラウン株式会社 

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

01. 昔の名前で出ています  ★オリジナル
02. 君恋し - オリジナル歌唱：フランク永井・二村定一
03. ひとり寝の子守唄 - オリジナル歌唱：加藤登紀子
04. 北上夜曲 - オリジナル歌唱：和田弘とマヒナスターズ &多摩幸子
05. 自動車ショー歌  ★オリジナル
06. 無情の夢 - オリジナル歌唱：児玉好雄、佐川ミツオ
07. ゴンドラの唄 - オリジナル歌唱：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 ★オリジナル
13. 東京流れ者 - オリジナル歌唱：渡 哲也
14. 唐獅子牡丹 - オリジナル歌唱：高倉 健
15. 琵琶湖周航の歌 - オリジナル歌唱：加藤登紀子
16. ついて来るかい  ★オリジナル


