
01. 影を慕いて／細川たかし 
02. 湯の町エレジー／近江俊郎 
03. 青春日記／青木光一 
04. 人生の並木路／美空ひばり 
05. 新妻鏡／島倉千代子 
06. 男の純情／松原のぶえ 
07. ゲイシャ・ワルツ／金田たつえ 
08. 丘を越えて／藤山一郎 
09. 目ン無い千鳥／大川栄策 
10. 酒はとらとら／北島三郎 
11. 浅草慕情／こまどり姉妹 
12. 女の階級／都 はるみ 
13. 東京ラプソディ／八代亜紀 
14. 青春サイクリング／小坂一也 
15. 緑の地平線／細川たかし 
16. 青い背広で／新沼謙治 
17. 柔／美空ひばり 
18. 酒は涙か溜息か／大川栄策

01. 湖畔の宿／高峰三枝子 
02. 誰か故郷を想わざる／霧島 昇 
03. 国境の町／東海林太郎 
04. 柿の木坂の家／青木光一 
05. 黒百合の歌／織井茂子 
06. 夜のプラットホーム／二葉あき子 
07. 別れのブルース／淡谷のり子 
08. 懐しのブルース／高峰三枝子 
09. イヨマンテの夜／伊藤久男 
10. 君の名は／織井茂子 
11. 哀愁日記／コロムビア・ローズ 
12. 君忘れじのブルース／淡谷のり子 
13. 東京のバスガール／コロムビア・ローズ 
14. 別れの磯千鳥／近江俊郎 
15. 白い花の咲く頃／岡本敦郎 
16. この世の花／島倉千代子 
17. リンゴ追分／美空ひばり 
18. 青い山脈／藤山一郎

～ビッグスターが綴る古賀メロディ～
厳選  懐メロ名曲撰 厳選  懐メロ名曲撰 厳選  懐メロ名曲撰 
～湖畔の宿、君の名は～

BHST-176 BHST-177

定価 1,600 円 +税
発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

定価 1,600 円 +税
発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

BHST-192 BHST-193

定価 1,600 円 +税
発売元：キングレコード
販売元：エスエスソフトプランニング

定価 1,600 円 +税
発売元：キングレコード
販売元：エスエスソフトプランニング

BHST-194

定価 1,600 円 +税
発売元：キングレコード
販売元：エスエスソフトプランニング

01. 熱き心に／小林 旭
02. 君こそわが命 ／水原 弘
03. 黒い花びら ／水原 弘
04. くちなしの花／渡 哲也
05. 昭和枯れすゝき ／さくらと一郎
06. 抱擁 ／箱崎晋一朗
07. 熱海の夜 ／箱崎晋一朗
08. 霧にむせぶ夜 ／黒木 憲
09. 君は心の妻だから／三條正人
10. 小樽のひとよ／三條正人
11. 霧笛が俺を呼んでいる ／赤木圭一郎
12. 昭和ブルース／天知 茂
13. 京都の夜／愛田健二
14. 涙の酒／大木伸夫
15. 夫婦春秋／村田英雄
16. おやじの海 ／村木賢吉
17. あゝ上野駅 ／井沢八郎
18. 見上げてごらん夜の星を／坂本 九

～熱き心に、見上げてごらん夜の星を～

～別れの一本杉、おんな船頭唄～
厳選  懐メロ名曲撰 厳選  懐メロ名曲撰 厳選  懐メロ名曲撰 
～赤城の子守唄、憧れのハワイ航路～ ～達者でナ、酒場にて～

BHST-182

定価 1,600 円 +税
発売元：ユニバーサルミュージック
販売元：エスエスソフトプランニング

01. 赤城の子守唄／東海林太郎
02. 山は夕焼け／東海林太郎
03. マロニエの木蔭／松島詩子
04. 上海の花売娘／岡 晴夫
05. 名月赤城山／東海林太郎
06. あたなと共に／津村 謙・吉岡妙子 ＊
07. 待ちましょう／津村 謙 ＊
08. 啼くな小鳩よ／岡 晴夫
09. 憧れのハワイ航路／岡 晴夫
10. ダンスパーティーの夜／林 伊佐緒
11. 小判 の唄／小畑 実
12. 麗人草の歌／林 伊佐緒
13. かりそめの恋／三条町子
14. 上海帰りのリル／津村 謙
15. テネシー・ワルツ／江利チエミ
16. 赤いランプの終列車／春日八郎
17. 裏町のピエロ／若原一郎
18. 雪の降る街を／高 英男

01. おんな船頭唄／三橋美智也
02. 喫茶店の片隅で／松島詩子
03. お富さん／春日八郎
04. 高原の宿／林 伊佐緒
05. 男のブルース／三船 浩
06. ネオン川／バーブ佐竹
07. 別れの一本杉／春日八郎
08. リンゴ村から／三橋美智也
09. ここに幸あり／大津美子
10. 哀愁列車／三橋美智也
11. 銀座の蝶／大津美子
12. 愛のきずな／安倍律子
13. 夜霧の滑走路／三船 浩
14. おーい中村君／若原一郎
15. 刃傷松の廊下／真山一郎
16. 南国土佐を後にして／ペギー葉山
17. 可愛い花／ザ・ピーナッツ
18. 古城／三橋美智也

01. 達者でナ／三橋美智也
02. 酒場にて／江利チエミ
03. 川は流れる／仲宗根美樹
04. 星屑の町／三橋美智也
05. 下町の太陽／倍賞千恵子
06. こんにちは赤ちゃん／梓 みちよ
07. 長崎の女／春日八郎
08. 新妻に捧げる歌／江利チエミ
09. 東京の灯よいつまでも／新川二朗
10. 夜明けのうた／岸 洋子
11. ウナ・セラ・ディ東京／ザ・ピーナッツ
12. 学生時代／ペギー葉山
13. 女心の唄／バーブ佐竹
14. ホテル／島津ゆたか
15. 唐獅子牡丹／高倉 健
16. あの娘たずねて／佐々木新一
17. さよならはダンスの後に／倍賞千恵子
18. 恋心／岸 洋子

BHST-205 BHST-206

定価 1,600 円 +税
発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

定価 1,600 円 +税
発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

BHST-207

定価 1,600 円 +税
発売元：日本コロムビア
販売元：エスエスソフトプランニング

～逢いたかったぜ、あの丘越えて～
厳選  懐メロ名曲撰 厳選  懐メロ名曲撰 トップスターが歌う 船村徹作品集
 ～旅の夜風、東京ラプソディー～ ～哀切のメロディ～

01. 旅の夜風／霧島 昇
02. なつかしの歌声／藤山一郎
03. 宵待草／高峰三枝子
04. 古き花園／二葉あき子
05. 雨のブルース／淡谷のり子
06. 船頭小唄／森繁久彌
07. 新妻鏡／霧島 昇
08. 高原の旅愁／伊藤久男
09. 小雨の丘／高峰三枝子
10. 人の気も知らないで／淡谷のり子
11. 船頭可愛や／音丸
12. お島千太郎旅唄／伊藤久男
13. 純情二重奏／高峰三枝子、 霧島 昇
14. 懐かしのボレロ／藤山一郎
15. サーカスの唄／青木光一
16. 南の花嫁さん／高峰三枝子
17. 一杯のコーヒーから／霧島 昇
18. 東京ラプソディー／藤山一郎

01. リンゴの唄／並木路子
02. 東京キッド／美空ひばり
03. 伊豆の佐太郎／高田浩吉
04. ソーラン渡り鳥／こまどり姉妹
05. 山小屋の灯／近江俊郎
06. 高原列車は行く／岡本敦郎
07. 逢いたかったぜ／岡 晴夫
08. 山のけむり／伊藤久男
09. しれとこ旅情／森繁久彌
10. ギター仁義／北島三郎
11. フランチェスカの鐘／二葉あき子
12. 赤い靴のタンゴ／奈良光枝
13. 長崎の鐘／藤山一郎
14. 白いランプの灯る道／奈良光枝
15. あざみの歌／伊藤久男
16. あこがれの郵便馬車／岡本敦郎
17. あの丘越えて／美空ひばり
18. 東京ブギウギ／笠置シヅ子

BHST-211 BHST-212

定価 1,600 円 +税
発売元：ビクター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
発売元：ビクター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

～誰か夢なき、公園の手品師～
厳選  懐メロ名曲撰 厳選  懐メロ名曲撰 
～ゴンドラの唄、勘太郎月夜唄～

01. ゴンドラの唄／佐藤千夜子
02. 君恋し／二村定一
03. 東京行進曲／佐藤千夜子
04. 東京音頭／小唄勝太郎、三島一声
05. 祇園小唄／藤本二三吉
06. 紅屋の娘／佐藤千夜子
07. 島の娘／小唄勝太郎
08. 僕の青春／藤山一郎
09. 天国に結ぶ恋／徳山璉、四家文子
10. 天龍下れば／市丸
11. 濡れつばめ ( お小夜恋慕の唄 ) ／市丸
12. 忘れちゃいやョ／渡辺はま子
13. タバコやの娘／岸井 明、平井英子
14. 愛国行進曲／徳山璉、灰田勝彦、四家文子、
中村淑子

15. 燦めく星座／灰田勝彦
16. 蘇州夜曲／霧島 昇、渡辺はま子
17. 鈴懸の径／灰田勝彦
18. 勘太郎月夜唄／小畑 実、藤原亮子

01. 誰か夢なき／竹山逸郎、藤原亮子
02. 君待てども／平野愛子
03. 東京の屋根の下／灰田勝彦
04. 夜来香 ( イェライシャン ) ／山口淑子
05. 白樺の小径／淡谷のり子
06. ミネソタの卵売り／暁 テル子
07. 高原の駅よ、さようなら／小畑 実
08. あゝモンテンルパの夜は更けて／渡辺はま子、
宇都美 清

09. お俊恋唄／榎本美佐江
10. 落葉しぐれ／三浦洸一
11. 野球けん／青木はるみ 
12. 十九の春／神楽坂浮子
13. バナナ・ボート／浜村美智子
14. 泣かないで／和田 弘とマヒナスターズ
15. 無情の夢／佐川ミツオ
16. 後追い三味線／榎本美佐江
17. お座敷小唄／松尾和子、和田 弘とマヒナスターズ
18. 公園の手品師／フランク永井

01. 矢切の渡し／細川たかし
02. おんなの出船／松原のぶえ
03. 王将／村田英雄
04. 柿の木坂の家／青木光一
05. 別れの一本杉／大川栄策
06. なみだ船／北島三郎
07. さだめ川／細川たかし
08. どうせひろった恋だもの／ ( 初代 ) コロ
ムビア ・ ローズ

09. 雨の夜あなたは帰る／島 和彦
10. 夕笛／舟木一夫
11. 哀愁波止場／美空ひばり
12. 宗谷岬／ダ ・ カーポ
13. 兄弟船／大川栄策
14. 男の友情／北島三郎
15. 東京だョおっ母さん／島倉千代子
16. みだれ髪／美空ひばり

※1 ～ 15 曲目モノラル録音

＊：モノラル音源

※全曲モノラル録音

BHST-235 BHST-236

定価 1,600 円 +税
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
発売元：キングレコード
販売元：エスエスソフトプランニング

～人生の並木路、大利根月夜～
厳選  ムード歌謡名曲撰 厳選  懐メロ名曲撰 
～酔いしれて、そっとおやすみ～

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

01. 人生の並木路／ディック・ミネ
02. 東京ラプソディ／藤山一郎
03. 麦と兵隊／東海林太郎
04. 青い背広で／藤山一郎
05. 旅姿三人男／ディック・ミネ
06. あゝそれなのに／美ち奴
07. 野崎小唄／東海林太郎
08. 東京娘／藤山一郎
09. 或る雨の午后／ディック・ミネ
10. 旅笠道中／東海林太郎
11. 鴛鴦道中／高田浩吉 , 青葉笙子
12. 霧の四馬路／美ち奴
13. 軍国の母／美ち奴
14. 島の船唄／田端義夫
15. 吉良の仁吉／美ち奴
16. ダイナ／ディック・ミネ
17. 別れ船／田端義夫
18. 大利根月夜／田端義夫

BHST-234

定価 1,600 円 +税
発売元：キングレコード
販売元：エスエスソフトプランニング

～愛のままで…、さよならはダンスの後に～
厳選  ムード歌謡名曲撰 

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 

BHST-237

定価 1,600 円 +税
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

～かへり船、月がとっても青いから～
厳選  懐メロ名曲撰 

01. かへり船／田端義夫
02. 十三夜／小笠原美都子
03. 憧れは馬車に乗って／菅原都々子
04. 雨の酒場で／ディック・ミネ
05. 星の流れに／菊池章子
06. 玄海ブルース／田端義夫
07. 湖畔の乙女／菊池章子
08. 江の島悲歌／菅原都々子
09. 夜霧のブルース／ディック・ミネ
10. ふるさとの燈台／田端義夫
11. 琵琶湖哀歌／東海林太郎・小笠原美都子
12. 肩で風切るマドロスさん／田端義夫
13. お吉物語／天津羽衣※
14. 岸壁の母／菊池章子
15. 連絡船の唄／菅原都々子
16. 愛の小窓／ディック・ミネ
17. 島育ち／田端義夫
18. 月がとっても青いから／菅原都々子
※疑似ステレオ

ー 10－



～風雪ながれ旅・命くれない～～兄弟仁義・兄弟船～

定価 1,600 円 +税
発売元：日本クラウン

定価 1,600 円 +税
発売元：日本クラウン

厳選  懐メロ名曲撰 厳選  懐メロ名曲撰 

01. 兄弟仁義／北島三郎
02. 浪曲子守唄／一節太郎
03. 温泉芸者／五月みどり
04. 涙を抱いた渡り鳥／水前寺清子
05. 自動車ショー歌／小林 旭
06. 君だけを／西郷輝彦
07. ラブユー東京／黒沢 明とロス・プリモス
08. 柳ヶ瀬ブルース／美川憲一
09. 長崎の夜はむらさき／瀬川瑛子
10. 夜の銀狐／斉条史朗
11. さそり座の女／美川憲一
12. 叱らないで／青山ミチ
13. 女渡世人／藤 純子
14. 大勝負／水前寺清子
15. 夢は夜ひらく／緑川アコ
16. 夜明けの停車場／石橋正次
17. 純子／小林 旭
18. 兄弟船／鳥羽一郎

01. 風雪ながれ旅／北島三郎
02. 下町育ち／笹 みどり
03. いっぽんどっこの唄／水前寺清子
04. ふり向いてもくれない／朝丘雪路
05. 釧路の夜／美川憲一
06. 雨の銀座／黒沢 明とロス・プリモス
07. 星のフラメンコ／西郷輝彦
08. 花はおそかった／美樹克彦
09. おんなの朝／美川憲一
10. たそがれの銀座／黒沢 明とロス・プリモス
11. 北帰行／小林 旭
12. 男はつらいよ／渥美 清
13. 姿三四郎／姿 憲子
14. 東京流れ者／渡 哲也
15. 三百六十五歩のマーチ／水前寺清子
16. 宗右衛門町ブルース／平和勝次とダークホース
17. 昔の名前で出ています／小林 旭
18. 命くれない／瀬川瑛子

CRC-1816 CRC-1817


