
01. 天城越え（オリジナル歌唱：石川さゆり） 
02. 石狩挽歌（オリジナル歌唱：北原ミレイ） 
03. 雨の御堂筋（オリジナル歌唱：欧陽菲菲） 

04. 京都の恋（オリジナル歌唱：渚ゆう子） 
05. 瀬戸の花嫁（オリジナル歌唱：小柳ルミ子） 
06. 珍島物語（オリジナル歌唱：天童よしみ） 

07. 人生いろいろ（オリジナル歌唱：島倉千代子） 
08. いい日旅立ち（オリジナル歌唱：山口百恵） 
09. みれん酒（オリジナル歌唱：石原詢子） 

10. 夫婦みち [ 台詞抜き ]（オリジナル歌唱：オーロラ輝子） 
11. なにわの女（オリジナル歌唱：川中美幸） 
12. 涙そうそう（オリジナル歌唱：森山良子） 

13. 河内おとこ節（オリジナル歌唱：中村美津子） 
14. 空港（オリジナル歌唱：テレサ・テン） 
15. 新宿の女（オリジナル歌唱：藤 圭子） 

※オリジナルヒットの収録なし 
※一部「平成」歌謡が含まれます 

01. 神田川（オリジナル歌唱：かぐや姫） 

02. 青葉城恋唄（オリジナル歌唱：さとう宗幸） 
03. あずさ２号（オリジナル歌唱：狩人） 
04. さくら（オリジナル歌唱：森山直太朗） 

05. 襟裳岬（オリジナル歌唱：森  進一） 
06. アメリカ橋（オリジナル歌唱：山川  豊） 
07. 花（オリジナル歌唱：喜納昌吉＆チャンプルーズ） 

08. 無縁坂（オリジナル歌唱：グレープ） 
09. 恋路海岸（オリジナル歌唱：村下孝蔵） 
10. 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） 

11. 津軽恋女（オリジナル歌唱：新沼謙治） 
12. 女ひとり（オリジナル歌唱：デューク・エイセス） 
13. 熱海の夜（オリジナル歌唱：箱崎晋一郎） 

14. 恋の町札幌（オリジナル歌唱：石原裕次郎） 
15. 北国の春（オリジナル歌唱：千  昌夫） 
※オリジナルヒットの収録なし 

※一部「平成」歌謡が含まれます

BHST-268

2021 年 11 月 5 日発売
発売元：徳間ジャパンコミュニケーションズ 
販売元：SS Soft Planning

（15 曲入り、定価：1,600 円 + 税）

BHST-269

2021 年 11 月 5 日発売
発売元：徳間ジャパンコミュニケーションズ 
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 2021 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/新譜紹介NEW



01. 浪花節だよ人生は（オリジナル歌唱：小野由紀子） 
02. おもいで酒（オリジナル歌唱：小林幸子） 

03. 倖せさがして（オリジナル歌唱：五木ひろし） 
04. 舟唄（オリジナル歌唱：八代亜紀） 
05. 浪花恋しぐれ（オリジナル歌唱：都はるみ・岡 千秋） 

06. 氷雨（オリジナル歌唱：佳山明生） 
07. ふたり酒（オリジナル歌唱：川中美幸） 
08. さざんかの宿（オリジナル歌唱：大川栄作） 

09. みちづれ（オリジナル歌唱：牧村三枝子） 
10. 夢を抱く女（オリジナル歌唱：ぴんから兄弟） 
11. とまり木（オリジナル歌唱：小林幸子） 

12. 渡り鳥仁義（オリジナル歌唱：都はるみ） 
13. ⾧良川艶歌（オリジナル歌唱：五木ひろし） 
14. 雨の新宿（オリジナル歌唱：大木英夫） 

15. 花から花へと（オリジナル歌唱：島津ゆたか） 

BHST-270

2021 年 11 月 5 日発売
発売元：徳間ジャパンコミュニケーションズ 
販売元：SS Soft Planning

（15 曲入り、定価：1,600 円 + 税）

BHST-162

発売元 : ユニバーサルミュージック
（15 曲入り、定価：1,600 円 + 税）

BHST-228

発売元 : ユニバーサルミュージック
（15 曲入り、定価：1,600 円 + 税）

小椋　佳　プレミアム ・ コレクション

オリジナルヒットから永遠の名曲を厳選した究極のベスト盤
01. さらば青春、02. しおさいの詩、03. 少しは私に愛を下さい、04. めまい、05. 揺
れるまなざし、06. 砂漠の少年、07. 俺たちの旅、08. 逢うたびに君は、09. 残され
た憧景、10. 歓送の歌、11. 夢芝居、12. シクラメンのかほり、13. 帰っちゃおうかな、
14. 花化粧、15. 愛燦燦

小椋　佳　昭和歌謡を歌う

昭和の名曲を小椋佳がカバー歌唱

01. さらば青春 、02. 青春時代 、03. 旅人よ、
04. しおさいの詩 、05. ただお前がいい、06. 遠
くで汽笛を聞きながら、07. めまい、08. 愛しき
日々、09. 空に星があるように、10. 古城の月、
11. 函館山から、12. 泣かせて、13. 山河、14.
少しは私に愛を下さい 、15. 夢で逢いましょう

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

デビュー50年、芸能界引退へ 小椋佳 関連商品

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

新譜・注目ラインナップ 2021 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/新譜紹介NEW



01.  東京キッド 
02.  江戸の闇太郎   

03.  大江戸いろは纏   
04.  江戸ッ子佐七   
05.  東京タワー   

06.  東京ブルース  （オリジナル：西田佐知子） 
07. 君の名は  （オリジナル：織井茂子） 
08. 君、いとしき人よ  （オリジナル：伊藤久男） 

09. 銀座の雀  （オリジナル：森繁久彌） 
10. 銀座四丁目   
11. 新宿情話

12. 新宿の女  （オリジナル：藤  圭子） 
13. なみだ恋  （オリジナル：八代亜紀） 
14. 新宿波止場 

15. 霧の東京   

01. 東京だョおっ母さん 
02. 日本橋から 
03. 雨の湯島天神   

04. 赤坂の夜は更けて （オリジナル：西田佐知子） 
05. アモーレ東京   
06. 銀座カンカン娘  （オリジナル：高峰秀子） 

07. 真白い東京   
08. なごり雪  （オリジナル：イルカ） 
09. 神田川  （オリジナル：南こうせつとかぐや姫） 

10. すみだ川 ／台詞：田中絹代 （オリジナル：東海林太郎） 
11. 柳橋情話   
12. 矢切の渡し  （オリジナル：ちあきなおみ、細川たかし） 

13. 浅草メロドラマ 
14. 武蔵野エレジー   
15. 東京の人さようなら 

BHST-271

2021 年 12 月 2 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）

BHST-272

2021 年 12 月 2 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 2021 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/

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

新譜紹介NEW



01. 純情二重奏  （霧島 昇／高峰 三枝子）<1939 年公開／松竹映画『純情二重奏  前後篇』主題歌 > 

02. 無情の花  （二葉 あき子／桑野 通子） <1940 年公開／松竹映画『愛の暴風』主題歌 > 

03. フランチェスカの鐘  （二葉 あき子／台詞 : 高杉 妙子 ）<1947 年公開／松竹映画『フラン
                                 チェスカの鐘』主題歌 > 

04. 頬寄せて  （鶴田 浩二／美空 ひばり）<1951 年公開／松竹映画『飛び出した若旦那』主題歌 > 

05. 夢の花かげ  （鶴田 浩二／美空 ひばり）<1951 年公開／松竹映画『あの丘越えて』挿入歌 > 

06. 君に誓いし  （野添 ひとみ／青木 光一）<1954 年公開／松竹映画『君に誓いし』主題歌 > 

07. 初恋日記  （松平 晃／伏見 信子） <1936 年公開／新興映画『初恋日記』主題歌 > 

08. 旅の夜風  （霧島 昇／ミス・コロムビア（松原 操） <1938 年公開／松竹映画『愛染かつら』主題歌 > 

09. 白蘭の歌  （伊藤 久男／二葉 あき子） <1939 年公開／東宝映画『白蘭の歌』主題歌 > 

10. 蘇州夜曲  （霧島 昇／渡辺 はま子） <1940 年公開／東宝映画＝中華電影『支那の夜  前後篇』挿入歌 > 

11. 悲しき竹笛  （近江 俊郎／奈良 光枝） <1946 年公開／大映映画『或る夜の接吻』挿入歌 > 

12. 三百六十五夜  （霧島 昇／松原 操）<1948 年公開／新東宝映画『三百六十五夜』主題歌 >

13. 新愛染かつら  （近江 俊郎／奈良 光枝）<1948 年公開／大映映画『新愛染かつら』主題歌 > 

14. 花のいのちは  （岸 恵子／岡本 敦郎）<1953 年公開／松竹映画『君の名は  第二部』挿入歌 > 

15. 愛染かつら  （青木 光一／及川 由子）<1954 年公開／大映映画『愛染かつら』主題歌 > 

01. 春よいづこ  （藤山 一郎／二葉 あき子 )<1940 年公開／東宝映画『春よいづこ』主題歌 > 

02. 新妻鏡  （霧島 昇／二葉 あき子 ）<1940 年公開／東宝映画『新妻鏡』主題歌 > 

03. 目ン無い千鳥  （霧島 昇／ミス・コロムビア（松原  操） <1940 年公開／東宝映画『新妻鏡』挿入歌 > 

04. あじさいの唄  （岡本 敦郎／山田 陽子 ）<1949 年公開／大映映画『毒薔薇』主題歌 > 

05. 花の素顔  （藤山 一郎／安藤 まり子） <1949 年公開／松竹映画『花の素顔』主題歌 > 

06. 銀座の雀  （織井 茂子／中島 孝／川島 まり子） <1955 年公開／日活映画『銀座二十四帖』主題歌 > 

07. ちょいといけます  （榎本 健一／古川 緑波） <1947 年公開／東宝映画『新馬鹿時代』主題歌 > 

08. トコトン節  （久保 幸江／加藤 雅夫） <1952 年公開／松竹映画『相惚れトコトン同志』主題歌 > 

09. うちの女房にゃ髭がある  （高倉 敏／久保 幸江 ) <1954 年公開／大映映画『こんな奥様見たこと
                             ない』主題歌 > 

10. 花言葉の唄  （松平 晃／伏見 信子） <1936 年公開／新興映画『初恋日記』主題歌 > 

11. そよかぜ  （霧島 昇／並木 路子） <1945 年公開／松竹映画『そよかぜ』主題歌 > 

12. リンゴの唄  （並木 路子／霧島 昇 ) <1945 年公開／松竹映画『そよかぜ』主題歌 > 

13. 青い山脈  （藤山 一郎／奈良 光枝） <1949 年公開／東宝映画『青い山脈』主題歌 > 

14. 夫婦 [ めおと ] 合唱  （神戸 一郎／能沢 佳子） <1959 年公開／松竹映画『夫婦合唱』主題歌 > 

15. あなたのあたし  （松平 晃／市川 春代／杉 狂児 ) <1934 年公開／日活映画『花嫁日記』主題歌 > 

BHST-273

2021 年 12 月 2 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）

BHST-274

2021 年 12 月 2 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 2021 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/

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

新譜紹介NEW


