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

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

美空ひばり古賀政男を歌う
悲しい酒～柔

美空ひばり 船村 徹を歌う
みだれ髪～哀愁波止場

POS:4549767009957 POS:4549767009964

NEW

BHST-246 BHST-247

2019 年 8 月５日発売
発売元：日本コロムビア
販売元：SS Soft Planning

（15 曲入り、定価：1,600 円 + 税）

2019 年 8 月５日発売
発売元：日本コロムビア
販売元：SS Soft Planning

（15 曲入り、定価：1,600 円 + 税）

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

新譜・注目ラインナップ 2019/08 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

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

８／５
発売 インターネット掲載解禁日：２０２０／２／５

インターネット掲載不可 インターネット掲載不可



TKCA-74679

定価：\2,315  （税込 \2,500）
発売日：2019 年 5 月 15 日 ( 水 )
発売元 : ㈱徳間ジャパンコミュニケーションズ 

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

TKCA-74790 4988008313543

新譜・注目ラインナップ 2019/08 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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
徳間ジャパンの夏タイトル！Pickup

A50 熱い夏の歌
夏にちなんだ、昭和のヒットソング・コンピレーションアルバム。
暑い夏に聴きたい、夏の歌 !
PRINCESS PRINCESS、ラッツ & スター、中原めいこ、稲垣潤一
岡本真夜、リンドバーグ、サーカスほか

01. ふたりの愛ランド / 石川優子とチャゲ
02. 制服の夏 / 岡本真夜
03. 世界でいちばん熱い夏 /PRINCESS PRINCESS
04. め組のひと / ラッツ & スター
05. 君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。/ 中原めいこ
06. 真夏の果実 / 中西保志
07. 真夏の出来事 2007/ 平山みき
08. ミスター・サマータイム 2013/ サーカス
09. 夏のお嬢さん / 榊原郁恵
10. 夏休み / 吉田拓郎
11.「あの夏…。」/THE 虎舞竜
12. 想い出の Water Moon/LINDBERG
13. ダイナミック琉球 / イクマあきら
14. あの夏が聴こえてくる /MAGIC
15. 出逢った頃のように /Every Little Thing
16. 夏のクラクション / 稲垣潤一
17. 終わりのない夏 /J-WALK

01. ふたりの愛ランド / 石川優子とチャゲ
02. 制服の夏 / 岡本真夜
03. 世界でいちばん熱い夏 /PRINCESS PRINCESS
04. め組のひと / ラッツ & スター
05. 君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。/ 中原めいこ
06. 真夏の果実 / 中西保志
07. 真夏の出来事 2007/ 平山みき
08. ミスター・サマータイム 2013/ サーカス
09. 夏のお嬢さん / 榊原郁恵
10. 夏休み / 吉田拓郎
11.「あの夏…。」/THE 虎舞竜
12. 想い出の Water Moon/LINDBERG
13. ダイナミック琉球 / イクマあきら
14. あの夏が聴こえてくる /MAGIC
15. 出逢った頃のように /Every Little Thing
16. 夏のクラクション / 稲垣潤一
17. 終わりのない夏 /J-WALK

定価 :1,905 円 + 税
発売日 :2018/8/8（昨夏発売）
発売元 : ㈱徳間ジャパンコミュニケーションズ

4988008294347


