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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→

Information インターネット解禁になりました！

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）4 988007 288781BHST-242
（定価 :1600 円＋税　2019/4/22 発売）
発売元 ： 日本クラウン株式会社 

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

厳選
ムード歌謡名曲撰
～酔いしれて、そっとおやすみ～

(16 曲・57 分）4 988003 537784 BHST-235
（定価 :1600 円＋税　2018/12/5 発売）
発売元 ： キングレコード株式会社

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

※（カッコ）内はオリジナル歌唱アーティスト

秋元順子
プレミアム・コレクション

(16 曲・57 分）4 9880035 37791BHST-233
（定価 :1600 円＋税　2018/12/5 発売）
発売元 ： キングレコード株式会社

01. 愛のままで…  ★オリジナル
02. マディソン郡の恋  ★オリジナル
03. 黄昏 Love again  ★オリジナル
04. ワインレッドの心 - オリジナル歌唱：安全地帯
05. 忘れもの  ★オリジナル
06. 雨の旅人  ★オリジナル
07. ロンリーナイト・東京  ★オリジナル
08. 別れの朝 - オリジナル歌唱：ペドロ & カプリシャス
09. 夕なぎ ～私の時間～  ★オリジナル
10. 一枚の写真  ★オリジナル
11. 星降る夜に…  ★オリジナル
12. わかって下さい - オリジナル歌唱：因幡 晃
13. 想い出セレナーデ（作詞：沢田知可子）  ★オリジナル
14. 24 時の孤独  ★オリジナル
15. その花は… ～変わらぬ愛～（作詞：瀬戸内寂聴）  ★オリジナル

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～

(16 曲・57 分）4 988003 537777BHST-234
（定価 :1600 円＋税　2018/12/5 発売）
発売元 ： キングレコード株式会社

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

※（カッコ）内はオリジナル歌唱アーティスト

ムード溢れるゴージャスな
大人のムード歌謡を厳選収録

誰もが口ずさむ甘く切ない
魅惑のムード歌謡を厳選収録

61歳で『NHK紅白歌合戦』に初出場した彼女が
　　　　　　　　　　　　　　　　ニューマーケット市場に初登場！

オリジナルヒットに加え、昭和歌謡の名曲から戦時歌謡、抒情歌
　　　　　　　　　　　　　とバラエティに富んだ名曲撰

01. 愛のままで…  ★オリジナル
02. マディソン郡の恋  ★オリジナル
03. 黄昏 Love again  ★オリジナル
04. ワインレッドの心 - オリジナル歌唱：安全地帯
05. 忘れもの  ★オリジナル
06. 雨の旅人  ★オリジナル
07. ロンリーナイト・東京  ★オリジナル
08. 別れの朝 - オリジナル歌唱：ペドロ & カプリシャス
09. 夕なぎ ～私の時間～  ★オリジナル
10. 一枚の写真  ★オリジナル
11. 星降る夜に…  ★オリジナル
12. わかって下さい - オリジナル歌唱：因幡 晃
13. 想い出セレナーデ（作詞：沢田知可子）  ★オリジナル
14. 24 時の孤独  ★オリジナル
15. その花は… ～変わらぬ愛～（作詞：瀬戸内寂聴）  ★オリジナル

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

※（カッコ）内はオリジナル歌唱アーティスト
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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→

好評発売中！

定価 ： ¥2,315  （税込 \2,500）

2019 年 5 月 15 日 ( 水 ) 発売

収録時間 ： 約 47 分 16 秒

発売元 ： 徳間ジャパン

吉幾三  
あの頃の青春を詩う vol.4
グループサウンズ編

01. 想い出の渚／ザ･ワイルドワンズ

02. 好きさ好きさ好きさ／ザ･カーナビーツ

03. 夕陽が泣いている／ザ･スパイダース

04. バラ色の雲／ヴィレッジ･シンガーズ

05. 風が泣いている／ザ･スパイダース

06. スワンの涙／オックス

07. ブルー ・ シャトウ／ジャッキー吉川とブルーコメッツ

08. 花の首飾り／ザ･タイガース

09. 真冬の帰り道／ザ･ランチャーズ

10. エメラルドの伝説／ザ･テンプターズ

11. 君にあいたい／ザ･ジャガーズ

12. 長い髪の少女／ザ･ゴールデン･カップス

13. 小さなスナック／パープル･シャドウズ

14. 雨のバラード／ザ･スウィング･ウエスト

15. あの時君は若かった／ザ･スパイダース

16. 白いサンゴ礁／ズー･ニー･ヴー

新定価

あの名曲が吉幾三の手により生まれ変わりました！
目 からウロコ ＆ クセ になる !   
グループサウンド・大ヒット曲   カバー集 
幾三節による スパイダース、 ワイルドワンズ、 テンプターズなど
などのＧＳをお楽しみください 

TKCA-74790 4988008313543

2019 年 6 月 5 日 ( 水 ) 発売

定価 ： \2,000  （税込 \2,160）

収録時間 ： 約 74 分 20 秒 ( 曲間含む )

発売元 ： 徳間ジャパンコミュニケーションズ

TKCA-74799

R50´s 本命 

昭和平成お酒の演歌 

6/5
発売

01. 居酒屋／木の実ナナ＆五木ひろし
02. 雨酒場／香西かおり
03. 氷 雨／佳山明生
04. 恋酒場／長山洋子
05. 酒 場／冠 二郎
06. ウイスキーが、お好きでしょ／ SAYURI（石川さゆり）
07. 男酔い／吉 幾三
08. 片恋酒／三門忠司
09. 男と女のラブゲーム／日野美歌＆葵 司朗
10. ぐい呑み酒／川中美幸
11. 浪花盃／五木ひろし
12. 河内酒／中村美律子
13. 兄弟酒／鳥羽一郎
14. 酔っぱらっちゃった／清水まり子
15. あんた／千 昌夫
16. お酒ください／日野美歌
17. そんな女のひとりごと／増位山太志郎
18. 冗談じゃねえ／堀内孝雄　 

誰もが知ってるビッグスター達が織り成す、お酒にまつわる曲ばかりを集めた夢の競艶アルバム！

4988008315349 

2010 年 11 月 17 日 ( 水 ) 発売

定価 ： \1,905  （税込 \2,057）

収録時間 ： 約 73 分 45 秒 ( 曲間含む )

発売元 ： 徳間ジャパンコミュニケーションズ

TKCA-73598 4988008046342

01. 暖簾／五木ひろし
02. 舟唄／八代亜紀
03. 北酒場／細川たかし
04. ふたり酒／川中美幸
05. 望郷酒場／千昌夫
06. 北の居酒屋／北原ミレイ
07. おもいで酒／小林幸子
08. 酔歌／吉幾三
09. ひとり酒場で／森進一

R40´s 本命　お酒の演歌 

10. 女の酒／森若里子
11. 夢追い酒／渥美二郎
12. 氷雨／日野美歌
13. おやじの酒／千昌夫
14. 涙の酒／中村美律子
15. そんなナイト･パブ／増位山太志郎
16. 裏町酒場／香西かおり
17. 人恋酒／キム･ヨンジャ
18. 酒よ／吉幾三 

既
発売


