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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→

BHST-248

八代亜紀 ブルース歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～

BHST-249

石原裕次郎 ブルース歌謡を歌う
～オリジナルヒットを含む～

4 988004 155611 4 988004 155628 

秋の夜長にゆったりと楽しめるブルースを―

01. 舟歌  [ 八代亜紀 ] 
02. おんな港町  [ 八代亜紀 ]　
03. 雨の慕情  [ 八代亜紀 ] 
04. あなたのブルース（矢吹健 )　
05. 柳ケ瀬ブルース（美川憲一 )　
06. 新宿ブルース（扇ひろ子 )　
07. 別れのブルース（淡谷のり子 )　
08. 港町ブルース（森進一 )　
09. 中の島ブルース（内山田洋とクールファイブ )　
10. 東京ブルース（西田佐知子 )　
11. ざんげの値打ちもない（北原ミレイ )　
12. 夢は夜ひらく（園 まり )　
13. カスバの女（エト邦枝 )　
14. 石狩挽歌（北原ミレイ )　
15. 東京流れもの（竹越ひろ子 )　

※( カッコ ) 内はオリジナル歌唱アーティスト

01. 舟歌  [ 八代亜紀 ] 
02. おんな港町  [ 八代亜紀 ]　
03. 雨の慕情  [ 八代亜紀 ] 
04. あなたのブルース（矢吹健 )　
05. 柳ケ瀬ブルース（美川憲一 )　
06. 新宿ブルース（扇ひろ子 )　
07. 別れのブルース（淡谷のり子 )　
08. 港町ブルース（森進一 )　
09. 中の島ブルース（内山田洋とクールファイブ )　
10. 東京ブルース（西田佐知子 )　
11. ざんげの値打ちもない（北原ミレイ )　
12. 夢は夜ひらく（園 まり )　
13. カスバの女（エト邦枝 )　
14. 石狩挽歌（北原ミレイ )　
15. 東京流れもの（竹越ひろ子 )　

※( カッコ ) 内はオリジナル歌唱アーティスト

01. ブランデーグラス  [ 石原裕次郎 ]　
02. 恋の町札幌  [ 石原裕次郎 ]　
03. 銀座ブルース（松尾和子、和田弘とマヒナスターズ）
04. 柳ヶ瀬ブルース （美川憲一）
05. 港町ブルース（森進一）
06. 君忘れじのブルース （淡谷のり子）
07. 夜霧のブルース （ディック・ミネ）
08. 雨のブルース（淡谷のり子）
09. 上海ブルース（ディック・ミネ）
10. 赤と黒のブルース（鶴田浩二）
11. ベッドで煙草を吸わないで（沢たまき）
12. 時には母のない子のように（カルメン・マキ）
13. 赤坂の夜は更けて（西田佐知子）
14. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー（越路吹雪）
15. 粋な別れ  [ 石原裕次郎 ]　

※( カッコ ) 内はオリジナル歌唱アーティスト

定価：¥ 1,600 円 +税
発売日：2019 年 10 月 2日　
発売元：テイチク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

定価：¥ 1,600 円 +税
発売日：2019 年 10 月 2日　
発売元：テイチク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

１０月発売の新譜をご紹介します

インターネット販売は発売日より
６ヶ月経過後からとさせていただきます。
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今月のおすすめ
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お酒のある風景を、ムードある独特の世界観で
繰り広げる、五木ひろしの酒演歌の決定盤！ 

01. 最後の雨 2007 ／中西保志
02. 冷たい雨／ハイ・ファイ・セット
03. ミスター・サマータイム 2013 ／サーカス
04. サイレント・イヴ／沢田知可子
05. 悲しみがとまらない
　　I CAN’ T STOP THE LONELINESS ／杏里
06. まちぶせ 2013 ／石川ひとみ
07. 待つわ／あみん
08. ワインレッドの心／中西保志
09. September ／日野美歌
10. 第三京浜／渚ようこ
11. そんなヒロシに騙されて／高田みづえ
12. 冷たいキス／ ICE BOX
13. Darlin’ Darlin’ ／ MAGIC
14. Tears ／岡本真夜
15. けんかをやめて／河合奈保子
16. 恋におちて -Fall in Love- ／沢田知可子
17. ウエディング・ベル／ Sugar

A50　せつない恋の歌 
2019 年 9 月 4 日　発売
新定価：2000 円 +税（徳間ジャパン）

TKCA-74816 4988008319149

01. 酒 尽尽
02. 暖簾
03. 灯りが欲しい
04. 居酒屋（デュエット：木の実ナナ）
05. 女の酒場
06. 夢追い酒（渥美二郎カバー）
07. 酒ひとり
08. 浪花盃
09. 酒よ （吉 幾三カバー）
10. 夜明けのブルース
11. ブランデーグラス（石原裕次郎カバー）
12. 弾き語り
13. 北酒場
14. 雨の酒場で（ディック・ミネ カバー）
15. 風の子守歌
16. 逢いたかったぜ
　ひろしとギターバージョン（岡 春夫カバー）
17. 酔みれん
18. 雪見酒

 五木ひろし 酒語り
2019 年 10 月 2 日　発売
新定価：2000 円 +税（徳間ジャパン）

TKCA-74855 4988008321746


