


　久しく流通が途絶えていた作品や、国内盤CD化が切望され
ていたコレクターズ・アイテムが装いも新たに登場する。それ
が“ジャズ・コレクション1000シリーズ”だ。CBS/コロンビア、
RCA、エピック等が誇る膨大なカタログから選ばれた全100タ
イトルはいずれも、ジャズの楽しさ、面白さ、気持ちよさを伝えて
くれるものばかりである。
　昨年リリースされた“Legacy Recordings ジャズ名盤100
選”が表通りにある選りすぐりの名レストランだとすれば、今回
は路地をちょっと入ったところにある大衆食堂といったところだ
ろうか。時代を揺るがすような金字塔や、ジャズ史上のバイブル
として崇め奉られている作品は少ないかもしれない。だがここ
には長年にわたって、心からジャズを愛してやまないリスナーに
聴き継がれ、語り継がれてきた演奏だけがある。録音から何十
年もの間、流れ続ける時の審判に耐え、真のジャズ好きから変
わらぬ支持を集めてきた作品ばかりで構成されているのだ。そ
れが1000円で手に入るのだから、新しくジャズに興味を持ち
始めた方にはとにかく片っ端から聴いてほしいし、ベテランの
ジャズ・ファンにはこの機会にぜひコレクションの補充に励んで
もらえれば、こんなに嬉しいことはない。
　CBS/コロンビアを代表するジャズ・アーティストのひとりが、
トランペット奏者マイルス・デイビスであることに疑いの余地は
ない。四半世紀を越える専属期間中、彼は何度、ジャズの流れ
を変えただろうか？　だが今回選ばれたのは、“カリスマ音楽
家”という面よりも、彼がいかに魅力的なトランペット奏者であ
るかを示す作品群だ。『パリ・フェスティヴァル・インターナショナ
ル』は、弱冠22歳時のライヴ。同時期、他のレーベルに『クール
の誕生』というスタジオ録音を残しているマイルスだが、実演
の場では限りなくホットだったことを示す好例といっていいだ
ろう。ハイトーンも駆使してバリバリとトランペットを吹くマイル
ス、これも彼の持ち味のひとつなのだ。『ブラックホークのマイ
ルス・デイビス』は1961年、サンフランシスコのジャズ・クラブ
で録音された作品。少数の観客の前で、思いっきりくつろいだ
パフォーマンスを展開している。ここまでリラックスしきったプ
レイは同時期のスタジオ録音からはうかがえないものだ。同じ
61年に、ニューヨークの名門コンサート・ホールで演奏したとき
の記録は『アット・カーネギー・ホール』、『モア・ミュージック・フロ
ム・カーネギー・ホール』で聴ける。大観衆を前にした会心のパ
フォーマンスだ。後者では、ギル・エヴァンス・オーケストラと共演
した「アランフェス協奏曲」の貴重なライヴ・ヴァージョンも聴け
る。活動休止～カムバック後の作品では、81年に行なわれた3
種のライヴからなる『ウィ・ウォント・マイルス』がいい。5年間のブ
ランクを吹き飛ばすマイルスのトランペット、そして今や重鎮と
なったマーカス・ミラーやマイク・スターンの若き日の姿が感銘を
与えてくれるはずだ。
　マイルスの最も尊敬するジャズ・ミュージシャンに、デューク・
エリントンとルイ・アームストロングがいる。エリントンの作品で
は、全米を代表するジャズ・フェスティバルでのライヴ盤『エリン
トン・アット・ニューポート』がノミネートされた。生涯、黄金時代を
貫いたかのように見えるエリントンだが、実のところ戦後の数

年間は一種の谷間にあった。相変らずの創造力を発揮してはい
たものの、ジャズ界の注目はオーケストラではなくコンボ（小編
成のバンド）に傾いていた。はっきりいえば「何をいまさらエリン
トン。ビッグ・バンドなんてもう古いよ」という空気だったのだ。
1956年のニューポート・ジャズ祭は彼にとって捲土重来の舞台
となった。ここぞとばかりにプレイした「ディミニュエンド・イン・ブ
ルー・アンド・クレッシェンド・イン・ブルー」で多くの観客が大興奮
して踊りだし、ついには暴動寸前の騒ぎに。その様子は一般の
メディアでも報道された。結果、「そこまでひとを狂乱させるエ
リントンって、いったい何者なんだ？」と一気に新しいファンが
ついて、エリントン、そしてビッグ・バンド・ジャズに対する認識は
急上昇した。そんないわくつきの演奏が、CDで聴けるのだ。ル
イ・アームストロングは、そのエリントンに“ミスター・ジャズ”と呼
ばれた人物。“ジャズはアドリブ中心の音楽である”、“ジャズは
シンコペーション（≒スイング感）が命”という暗黙の了解は、彼
によって確立されたといっていい。ルイ以前にラッパをこんな
風に吹き、こんな風に歌を歌った男はどこにもいなかったと断
言しても怒られはしないだろう。1920年代半ばの革命的演奏
の数々が収められた作品こそ、『ザ・ベスト・オブ・ザ・ホット5・アン
ド・ホット7・レコーディングス』である。ルイは同時期のあらゆる
楽器奏者や歌手に影響や共感を与えた。その結果、こんにちの
ジャズがあるのだ。昭和初期の録音とは思えないほど音質も鮮
明だ。当時からジャズはどのように発展したのか、あるいはして
いないのか。ジャズに関心のある方ならば、決して避けて通るこ
とのできない作品集であると断言したい。
　ルイは“ジャズ・アンバサダー”（ジャズ大使）としても親しま
れた。世界中をツアーしたり、積極的にテレビや映画に登場し
て幅広い層にジャズの魅力を伝えたからだ。“ジャズ・メッセン
ジャーズ”（ジャズの伝道師）というバンドを率いたアート・ブレイ
キーもまた、この音楽の普及に尽力したひとりだ。ヨーロッパや
日本でベスト・セラーを記録した『サンジェルマンのジャズ・メッ
センジャーズ』3部作が久々にCD化されるのは文句なしの朗報
である（アメリカではこの形で発売されたことはない）。ゴスペ
ルやブルースといった黒人音楽の要素を強く取り入れた、いわ
ゆるファンキー・ジャズの代表作品としても知られており、大ヒッ
ト曲「モーニン」はこれこそ決定版という声も高い。いっぽう、
クラシックに傾倒した音作りで、アメリカの国民的ジャズ・ピア
ニストとして親しまれたのがデイヴ・ブルーベックだ。ミリオン・セ
ラー曲「テイク・ファイヴ」で一世を風靡した彼だが、今回復刻
される『エンジェル・アイズ』、『マイ・フェイヴァリット・シングス』、
『エニシング・ゴーズ』等では、そこにとどまらない幅広い持ち
味に触れられることを約束したい。
　文字数も残り少なくなってしまった。今回は可能な限り、オリ
ジナル・アルバム未収録曲を加えた形でのリリースをとってい
る。『ブルックマイヤー＆フレンズ』には名歌手トニー・ベネット
が客演したパフォーマンスが追加収録され、チャールズ・ミンガ
スの『メキシコの想い出』はオリジナル・アルバムの3倍以上もの
“拡大版”になっている。「アナログ盤でさんざん聴いたよ」と
いうツワモノ・リスナーにも、ぜひ手にとってもらいたい。そして
ひとりでも多くの音楽ファンに、ジャズを推し増ししてほしい。そ
んな気持ちでいっぱいなのだ。

［ジャズ・コレクション1000に寄せて］

2014年1月　原田和典
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Aソー・ホワット／Bスプリング・イズ・ヒア／Cノー・ブルース／
Dオレオ／Eサムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム／Fザ・ミー
ニング・オブ・ザ・ブルース～ラメント／Gニュー・ルンバ
マイルス・デイビス（tp）、ハンク・モブレイ（ts）、ウィントン・ケリー（p）、ポール・チェンバース（b）、ジミー・
コブ（ds）、ギル・エヴァンス・オーケストラ　【録音】1961年5月

マイルスとギルの唯一のライヴ・レコーディング・アルバム。ブラックホークの一カ月後の
録音でもあり、同メンバーによる「サムデイ～」など最高の演奏。ライヴの熱いマイルスは
ここでも健在。緊張感あふれるギル率いるオーケストレイションとマイルスのソロ・プレイ
が聴きものの一枚 ！

マイルスとギルの唯一のライヴ・レコーディング・アルバム。緊張感あふれるギ
ル率いるオーケストレイションとマイルスのソロ・プレイが聴きものの一枚！No.1

SICP 3961
1962年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Mono

マイルス・デイビス

アット・カーネギー・ホール

2001年 DSDマスタリング

Aウェル・ユー・ニードント／Bフラン・ダンス／Cソー・ホワット
／Dオレオ／Eイフ・アイ・ワー・ア・ベル／Fネオ
マイルス・デイビス（tp）、ハンク・モブレイ（ts）、ウィントン・ケリー（p）、ポール・チェンバース（b）、ジミー・
コブ（ds）　【録音】1961年4月

マイルスの数あるライヴ・アルバムの中でも最もモダン・ジャズを感じさせるアルバム。ハ
ンク・モブレイ、ウィントン・ケリーといったモダン・ジャズの人気プレイヤーと共に吹きまくる
マイルスがより臨場感あふれる音で迫る！

マイルスの数あるライヴ・アルバムの中でも最もモダン・
ジャズを感じさせるアルバム。No.4

SICP 3964
1961年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Mono

マイルス・デイビス

ブラックホークの
マイルス・デイビス Vol.2

2001年 DSDマスタリング

Aアランフェス協奏曲 パート1／Bアランフェス協奏曲 パート2
／Cテオ／Dウォーキン／Eアイ・ソート・アバウト・ユー
マイルス・デイビス（tp）、ハンク・モブレイ（ts）、ウィントン・ケリー（p）、ポール・チェンバース（b）、ジミー・
コブ（ds）、ギル・エヴァンス・オーケストラ　【録音】1961年5月

61年NYカーネギー・ホールにおけるマイルス＆ギルの歴史的ライヴ・コンサートの第2集。
あの名曲「アランフェス協奏曲」のライヴ・ヴァージョンは、全ての音楽ファン必聴の名演だ。

No.2
61年NYカーネギー・ホールにおけるマイルス＆ギルの
歴史的ライヴ・コンサートの第2集。

SICP 3962
1987年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Mono

マイルス・デイビス

モア・ミュージック・フロム・
カーネギー・ホール

1997年リマスター

Aウォーキン／Bバイ・バイ・ブラックバード／Cオール・オブ・ユー
／Dノー・ブルース／Eバイ・バイ（テーマ）／Fラヴ、アイヴ・ファ
ウンド・ユー
マイルス・デイビス（tp）、ハンク・モブレイ（ts）、ウィントン・ケリー（p）、ポール・チェンバース（b）、ジミー・
コブ（ds）　【録音】1961年4月

マイルスの数あるライヴ・アルバムの中でも最もモダン・ジャズを感じさせるアルバム。ハ
ンク・モブレイ、ウィントン・ケリーといったモダン・ジャズの人気プレイヤーと共に吹きまくる
マイルスがより臨場感あふれる音で迫る ！

No.3
マイルスの数あるライヴ・アルバムの中でも最もモダン・
ジャズを感じさせるアルバム。

SICP 3963
1961年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹 
Mono

マイルス・デイビス

ブラックホークの
マイルス・デイビス Vol.1

2001年 DSDマスタリング

Aリフタイド／Bグッド・ベイト／Cドント・ブレイム・ミー／Dレディ・バー
ド／Eワー・フー／Fアレンズ・アレイ／Gエンブレイサブル・ユー／Hオー
ニソロジー／Iオール・ザ・シングス・ユー・アー　〈ボーナス・トラック〉Jラ
ヴァーマン／Kザ・スクワレル
マイルス・デイビス（tp）、ジェームス・ムーディ（ts）、タッド・ダメロン（p）、バーニー・スパイラー（b）、ケニー・
クラーク（ds）　【録音】1949年

1949年パリで行われた国際ジャズ祭にタッド・ダメロン・グループの一員としてマイルス
が演奏した時のライヴ録音。「Esquire」誌でニュー・スターに選ばれたマイルスがパリ
で歓迎を受け、若く勢いのある演奏を聴かせる。

No.5
1949年パリで行われた国際ジャズ祭にタッド・ダメロン・
グループの一員としてマイルスが演奏した時のライヴ録音。

SICP 3965
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Mono

マイルス・デイビス

パリ・フェスティヴァル・
インターナショナル+2

2009年 DSDマスタリング

※ヴォーカル・アルバムに歌詞・対訳は掲載しておりません。

人呼んで“ジャズの帝王”。カリス
マ的な存在感と唯一無二のトラン
ペット演奏で、1991年に他界する
までジャズ界を揺さぶり続けた。
アコースティック・ジャズの究極『カ
インド・オブ・ブルー』、エレクトリッ
ク楽器を大きく導入した『ビッチェ
ズ・ブリュー』は2大ベストセラーと
して知られる。ジョン・コルトレーン、
ビル・エヴァンス、ハービー・ハンコッ
ク、キース・ジャレット、マーカス・ミ
ラー等、数え切れないほどの鬼才
を自身のバンドから輩出したことも
忘れられない。

Jazz Giants 1 Miles Davis

マイルス・デイビス

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003961
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003962
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003963
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003964
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003965
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Aポライトリー／Bウィスパー・ノット／Cナウズ・ザ・タイム／
Dファースト・テーマ
アート・ブレイキー（leader, ds）、リー・モーガン（tp）、ベニー・ゴルソン（ts）、ボビー・ティモンズ（p）、ジ
ミー・メリット（b）　【録音】1958年12月

これぞファンキー・ジャズの聖典。絶頂期のアート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズが
パリのジャズ・クラブ「サンジェルマン」で繰り広げた究極の名演集、その第1弾。ベニー・
ゴルソン畢生の名曲「ウィスパー・ノット」、ゴスペル・フィーリング溢れる「ポライトリー」等、
どの演奏もエキサイティングのひとこと。ブレイキーのドラムス、リー・モーガンのトランペッ
ト、ボビー・ティモンズのピアノが一体となって炸裂する。

絶頂期のアート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズがパリの
ジャズ・クラブ「サンジェルマン」で繰り広げた究極の名演集、第1弾！No.6

SICP 3966
1959年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Mono

アート・ブレイキー＆
ジャズ・メッセンジャーズ

サンジェルマンのジャズ・
メッセンジャーズVol.1

2002年リマスター

Aマイ・フェイヴァリット・シングス／Bオーヴァー・アンド・オー
ヴァー・アゲイン／Cホワイ・キャント・アイ？／Dリトル・ガール・
ブルー／Eディス・キャント・ビィ・ラヴ／Fマイ・ロマンス／Gサー
カス・オン・パレード／H世界一の美女
デイヴ・ブルーベック（p）、ポール・デスモンド（as）、ジーン・ライト（b）、ジョー・モレロ（ds）　【録音】1962年、1965年

不滅の人気を誇るデイヴ・ブルーベック・カルテットが、リチャード・ロジャースの書いた名
曲を存分にプレイ。ポール・デスモンドのアルト・サックスとブルーベックのピアノとのコン
ビネーションにはさらに磨きがかかり、タイトル・ナンバー「マイ・フェイヴァリット・シングス」
を筆頭に、「リトル・ガール・ブルー」、「マイ・ロマンス」等、どこをとっても非のうちどころの
ないパフォーマンスが楽しめる。

〈マイ・フェイヴァリット・シングス〉や〈マイ・ロマンス〉等リチャード・ロジャースの名曲を華
麗にプレイ！ 聴くものの心を軽やかにときほぐす62年、65年録音の大ヒット・アルバム！No.9

SICP 3969
1965年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三
Stereo

デイヴ・ブルーベック

マイ・フェイヴァリット・
シングス

1997年 DSDマスタリング

A モーニン／ B エヴィデンス／ C ブルース・マーチ／ D ライク・
サムワン・イン・ラヴ
アート・ブレイキー（leader, ds）、リー・モーガン（tp）、ベニー・ゴルソン（ts）、ボビー・ティモンズ（p）、ジ
ミー・メリット（b）　【録音】1958年12月

これぞファンキー・ジャズの聖典。名ドラマー、アート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャー
ズがパリのジャズ・クラブ「サンジェルマン」で繰り広げた究極の名演集、その第2弾。あ
まりにもソウルフルなプレイで観客を失神させた「モーニン」、“世界一ソウルフルなマー
チ”として名高い「ブルース・マーチ」というブラック・ミュージック史上に残る2大名曲を
収録。ブレイキーの得意技“ナイアガラ・ロール”も満喫できる。

No.7
絶頂期のアート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズがパリの
ジャズ・クラブ「サンジェルマン」で繰り広げた究極の名演集、第2弾！

SICP 3967
1959年作品／ Label：RCA／解説：原田和典 
Mono

アート・ブレイキー＆
ジャズ・メッセンジャーズ

サンジェルマンのジャズ・
メッセンジャーズ Vol.2

2002年リマスター

Aアロング・ケイム・マノン／Bアウト・オブ・ザ・パースト／Cチュ
ニジアの夜／Dテーマ
アート・ブレイキー（leader, ds）、リー・モーガン（tp）、ベニー・ゴルソン（ts）、ボビー・ティモンズ（p）、ジ
ミー・メリット（b）、ケニー・クラーク（ds）　【録音】1958年12月

これぞファンキー・ジャズの聖典。ジャズ史上の名グループ、アート・ブレイキー＆ジャズ・メッ
センジャーズがパリのジャズ・クラブ「サンジェルマン」で繰り広げた究極の名演集、その
第3弾。当時パリに住んでいた“モダン・ジャズ・ドラムの父”ケニー・クラークをゲストに
迎え、火の出るようなドラム・バトルを展開する「チュニジアの夜」が圧巻。“ブラック・ミュー
ジックとしてのジャズ”が、ヨーロッパに響き渡った！

No.8
絶頂期のアート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズがパリの
ジャズ・クラブ「サンジェルマン」で繰り広げた究極の名演集、第3弾！

SICP 3968
1959年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Mono

アート・ブレイキー＆
ジャズ・メッセンジャーズ

サンジェルマンのジャズ・
メッセンジャーズ Vol.3

2002年リマスター

Aレッツ・ゲット・アウェイ・フロム・イット・オール／Bコートにすみ
れを／Cエンジェル・アイズ／Dウィル・ユー・スティル・ビィ・マイ
ン／Eエヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー／Fリトル・マン・ウィズ・ア・
キャンディ・シガー／Gザ・ナイト・ウィ・コールド・イット・ア・デイ
デイヴ・ブルーベック（p）、ポール・デスモンド（as）、ジーン・ライト（b）、ジョー・モレロ（ds）　【録音】1962年、1965年

人気・実力ともにピークを迎えていたデイヴ・ブルーベック・カルテットが、元祖シンガー・ソ
ングライターことマット・デニスの楽曲に取り組んだ一枚。フランク・シナトラの歌で知られ
るタイトル曲、ジョン・コルトレーンが名演を残した「コートにすみれを」等を、ワン＆オンリー
のアレンジとパフォーマンスで軽快に料理。ブルーベックとポール・デスモンドの“音の会
話”が聴く者を捉えて離さない。

No.10
人気絶頂だったデイヴ・ブルーベック・カルテットが、シンガー /ピアニスト /
作曲家マット・デニスのヒット・ナンバーを洒脱に奏でたトリビュート・アルバム。

SICP 3970
1965年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三 
Stereo

デイヴ・ブルーベック

エンジェル・アイズ

1997年 DSDマスタリング

強力なリーダーシップと、大迫力の
ドラム・プレイで絶大な人気を博す
“ジャズ界のハートビート”。1955
年に“ジャズ・メッセンジャーズ”を
結成、50年代後半に「モーニン」
や「ブルース・マーチ」のヒットで
大ブレイク。映画「殺（や）られる」
や「危険な関係」の音楽も担当し
た。90年の他界までグループを維
持し、ウェイン・ショーター、キース・
ジャレット、ウィントン・マルサリス等、
数々の逸材を世に送り出した。

Jazz Giants 2 Art Blakey 

アート・ブレイキー

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003966
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003967
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003968
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003969
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003970
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Aマイ・ファニー・ヴァレンタイン／Bデスモンド・ブルー／Cあなたに飽
きて／Dあなたはしっかり私のもの／Eレイト・ラメント／Fアイ・シュッ
ド・ケア／Gライク・サムワン・イン・ラヴ／Hイル・ウィンド／I身も心も
ポール・デスモンド（as）、ジム・ホール（g）、アルバート・リッチマン（french horn）、ジーン・チェリコ（b）、
コニー・ケイ（ds） 他　【録音】1961年9月、10月

羽毛のようにやわらかなアルト・サックスの響きが、流麗なストリングスと溶け合う。ファン
なら誰もが夢見ていただろう“ポール・デスモンド・ウィズ・ストリングス”が遂にこのアル
バムで実現した。「身も心も」を始めとするスタンダード・ナンバーに加え、キース・ジャレッ
トも演奏したデスモンド畢生のオリジナル「レイト・ラメント」の収録、名ギター奏者ジム・
ホールの好助演も話題を集める一枚。

アルト・サックスの名手デスモンドとストリングスとの共演が
実現。名ギター奏者、ジム・ホールの参加も話題になった一枚。No.11

SICP 3971
1962年作品／ Label：RCA／解説：中山康樹
Stereo

ポール・デスモンド

デスモンド・ブルー

2001年リマスター

Aハロー・ヤング・ラヴァーズ／Bベサメ・ムーチョ／Cウィロー・
ウィープ・フォー・ミー／Dワン・ノート・サンバ／Eウィー・ドット
／F枯葉
カーティス・フラー（tb）、ズート・シムズ（ts）、トミー・フラナガン（p）、ジミー・メリット（b）、デイヴ・
ベイリー（ds）　【録音】1961年

A ウェル・ユー・ニードント／ B ジーズ・フーリッシュ・シングス／ C バルバドス／
Dスター・アイズ／E虹の彼方に／Fペント・アップ・ハウス／Gブルース・バラード／
Hブルース・イン・ザ・クロゼット　〈ボーナス・トラック〉Iチェットの子守唄／J別
離が静かにやって来る／K月の光／L私の明日　9.-12.with エンニオ・モリコーネ
チェット・ベイカー（tp）、ボビー・ジャスパー（ts, fl）、ルネ・トーマ（g）、ダニエル・ユメール（ds）、アマデオ・
トンマージ（p）、ブノア・ケルサン（b） 他　【録音】1962年

トミー・フラナガン、ズート・シムズといった名脇役を従えて、カーティス・フラーが悠然とアド
リブ・プレイをとる60年代ジャズの遺産。そのリラックスしたムードがうれしい隠れた名盤。

“ジャズ界のジェームス・ディーン”ことチェット・ベイカーが、約3年のブランクの後にリリー
スしたイタリア録音。ルネ・トーマ、ボビー・ジャスパーといったヨーロッパ屈指のミュージシャ
ンと共に、ハード・バップ・テイスト満載のトランペット・プレイを聴かせる。セロニアス・モ
ンク作「ウェル・ユー・ニードント」からスタンダード曲「虹の彼方に」まで、選曲もバラエティ
に富んでいる。ボーナス・トラックとして貴重なモリコーネとの共演作4曲を収録。

トミー・フラナガン、ズート・シムズといった名脇役を従えて、カーティ
ス・フラーが悠然とアドリブ・プレイをとる60年代ジャズの遺産。

約3年のブランクの後にリリースしたイタリア録音盤。ヨーロッパ屈指のミュー
ジシャンと共にハード・バップ・テイスト満載のトランペット・プレイを聴かせる。

No.14

No.16

SICP 3974
1961年作品／ Label：epic ／解説：原田和典
Stereo

SICP 3976
1962年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Mono

カーティス・フラー

チェット・ベイカー

サウス・アメリカン・クッキン

チェット・イズ・バック+4

1997年リマスター

2003年リマスター

A クパノ・チャント／ B オフ・ショア／ C ウェル・ユー・ニードント／
Dクライ・ミー・ア・リヴァー／Eイン・ア・メロウ・トーン／Fユア・マイ・ス
リル／Gチュニジアの夜／Hグッドバイ／Iフィラデルフィア・バウンド
／Jポーン・チケット／Kそよ風と私／Lおやすみを言うのはつらい
レイ・ブライアント（p）、ワイアット・ルーサー（b）、ケニー・クラーク（ds）、ジョー・ジョーンズ（ds）　【録音】1956年

Aアイル・ビー・アラウンド／Bドリーム／Cミックスト・エモーショ
ンズ／Dプレイペン／E時には母のない子のように／Fトゥ・ディ
ファレント・ワールズ／Gティーバックズ／H愛するポーギー
カーティス・フラー（tb）、ウォルター・ビショップJr.（p）、レス・スパン（g）、バディ・カトレット（b）、ステュー・
マーティン（ds）、ジミー・ギャリソン（b）　【録音】1961年2月

人気ピアニスト レイ・ブライアントが EPICレーベルに残したスタンダード名盤。名ドラ
マー、ケニー・クラークやジャー・ジョーンズを従えたブライアントの鮮やかなピアノプレイが
つややかに甦る。

モダン・トロンボーンの雄、カーティス・フラーがワン・ホーン編成でその低音域の魅力を生
かした肉感的なトーンを聴かせる代表作。ここに収められた極上のパフォーマンスの数々
は、彼が類まれなバラード・プレイヤーであること、スタンダード・ナンバーの名料理人であ
ることを遺憾なく示している。

No.13

No.15

人気ピアニスト レイ・ブライアントが EPIC レーベルに
残したスタンダード名盤。

モダン・トロンボーンの雄、カーティス・フラーがワン・ホーン編成
でその低音域の魅力を生かした肉感的なトーンを聴かせる代表作。

SICP 3973
1956年作品／ Label：epic ／解説：原田和典
Mono

SICP 3975
1961年作品／ Label：epic ／解説：原田和典 
Stereo

レイ・ブライアント

カーティス・フラー

レイ・ブライアント・トリオ

ザ・マグニフィセント・
トロンボーン

1999年 DSDマスタリング

2014年 DSDマスタリング 

Aグラッド・トゥ・ビー・アンハッピー／Bプア・バタフライ／Cス
トレンジャー・イン・タウン／D蜜の味／Eエニ・アザー・タイム／
Fハイ・リリー・ハイ・ロー／Gエンジェル・アイズ
ポール・デスモンド（as）、ジム・ホール（g）、ユージーン・ライト（b）、コニー・ケイ（ds）
【録音】1963年7月

大ヒット曲「テイク・ファイヴ」の作者にして、“世界で最も美しい音を出すアルト・サック
ス奏者”との声も高いポール・デスモンドが絶頂期に放ったバラード・アルバム。「エンジェ
ル・アイズ」、「蜜の味」といった極めつけの旋律がワン＆オンリーの音色で次々と奏でら
れる。“現代ジャズ・ギターの父”、ジム・ホールとのコンビネーションも大きな聴きもの。

No.12
“世界で最も美しい音を出すアルト・サックス奏者”との
声も高いデスモンドが絶頂期に放ったバラード・アルバム。

SICP 3972
1964年作品／ Label：RCA／解説：中山康樹 
Stereo

ポール・デスモンド

グラッド・トゥ・ビー・
アンハッピー

2001年リマスター

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003971
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003972
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003973
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003974
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003975
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003976
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Aザ・タイム・アンド・ザ・プレイス／Bザ・シャドー・オブ・ユア・ス
マイル／Cワン・フォー・ジュアン／Dニノス・シーン／Eショート・
ケーキ／Fメイク・サムワン・ハッピー／Gオン・ザ・トレイル
アート・ファーマー（tp, fh）、ジミー・ヒース（ts）、シダー・ウォルトン（p）、ウォルター・ブッカー（b）、ミッキー・
ローカー（ds）　【録音】1967年

バラードを吹かせたら天下一品。音色の美しさ、叙情的なフレーズは他の追随を許さな
い。まさしく“管楽器の詩人”というべき存在、アート・ファーマーの傑作が日本初CD化。

“管楽器の詩人”というべき存在、アート・ファーマーの傑
作が日本初CD化。No.17

SICP 3977
1967年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

アート・ファーマー

ザ・タイム・アンド・ザ・プレイス

2014年 DSDマスタリング 日本初CD化

A ラウンド・アバウト・ミッドナイト／ B エヴィデンス／ C 煙が
目にしみる／Dウェル・ユー・ニードント／Eリフレクションズ／
Fウィ・シー／Gエロネル／Hオフ・マイナー　〈ボーナス・トラッ
ク〉Iハッケンサック
セロニアス・モンク（p）　【録音】1954年6月

ジャズ界で最も強烈な才能を持つピアニスト/作曲家、セロニアス・モンクがパリで吹き込ん
だ生涯初のソロ・ピアノ・アルバム。「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」、「エヴィデンス」、「ウェル・
ユー・ニードント」等の名曲の自作自演に加え、ポップス・ナンバー「煙が目にしみる」の斬新な
カヴァーも収められている。モンク・ミュージックのエッセンスが捉えられているといっても過言
ではない名盤中の名盤。CD化の際に追加収録された「ハッケンサック」を今再発でも収録。

孤高の天才ピアニスト、モンク生涯初のソロ・アルバム。自作の「ラウン
ド・アバウト・ミッドナイト」「エヴィデンス」他を収録した名盤中の名盤。No.20

SICP 3980
1954年作品／ Label：Vogue ／解説：原田和典
Mono

セロニアス・モンク

ソロ・オン・ヴォーグ +1

2005年リマスター

Aベサメ・ムーチョ／Bステイブルメイツ／Cジョードゥ／Dレディ・
バード／Eロータス・ブロッサム／Fエヴリシング・ハプンズ・トゥ・
ミー／G四月の想い出／H彼奴を殺せ
バルネ・ウィラン（ts, ss）、ケニー・ドーハム（tp）、デューク・ジョーダン（p）、ポール・ロヴェール（b）、ダ
ニエル・ユメール（ds）　【録音】1959年4月

フランスの重鎮サックス奏者、バルネ・ウィランが若き日にパリのクラブ「サンジェルマン」
で吹き込んだ生涯の代表作。ケニー・ドーハム、デューク・ジョーダン等、アメリカの大物ミュー
ジシャンをバックに迎え、ハード・バップ～ファンキー・ジャズ色の濃いプレイを繰り広げる。
「ジョードゥ」、「ベサメ・ムーチョ」等、名曲がずらりと並んでいるのも嬉しい。

No.18
フランスの重鎮サックス奏者、バルネ・ウィランが若き日に
パリのクラブ「サンジェルマン」で吹き込んだ生涯の代表作。

SICP 3978
1959年作品／ Label：RCA／解説：原田和典 
Mono

バルネ・ウィラン

バルネ

2005年リマスター

A自由が一番／Bオール・ザ・シングス・ユー・アー／Cリーツ・アンド・
アイ／Dラウンド・ミッドナイト／Eウィズ・ア・ソング・イン・マイ・ハー
ト／Fタイム・オン・マイ・ハンズ／Gあなただけを／H時のたつまま
バルネ・ウィラン（ts, ss）、ケニー・ドーハム（tp）［1, 4-8］、デューク・ジョーダン（p）、ポール・ロヴェール（b）、
ダニエル・ユメール（ds）　【録音】1959年4月

永遠の名盤『バルネ』の未発表テイク集。バルネ・ウィランのサックスは当時20代前半
だったとは思えないほどの円熟味を示し、ちょうどパリ滞在中だったケニー・ドーハムや
デューク・ジョーダンも水を得た魚のように躍動感あふれるプレイを展開。「オール・ザ・シ
ングス・ユー・アー」、｢ラウンド・ミッドナイト｣等、よく知られたナンバーを息のあったコンビ
ネーションで楽しませてくれる。

No.19
永遠の名盤『バルネ』の未発表テイク集。当時20代前半
だったとは思えないほどの円熟味ある演奏を聴かせる。

SICP 3979
1959年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Mono

バルネ・ウィラン

モア・フロム・バルネ

2014年 DSDマスタリング

Aアナザー・ダズン／Bライク・サムワン・イン・ラヴ／Cソルト・ピー
ナッツ／ D シー／ E スウェディッシュ・パストリー／ F ショウナ
フ／Gオブリヴィオン／H暗い夜／Iゲット・イット／Jバード
ランド・ブルース／Kミッドウェイ
バド・パウエル（p）、ジョージ・デュヴィヴィエ（b）、アート・テイラー（ds）　【録音】1957年

強靭なピアノ・タッチ、無限のイマジネーションを感じさせるアドリブで今なお多くの信奉
者を誇る“モダン・ジャズ・ピアノの父”、バド・パウエルが「クレオパトラの夢」の前年に残
した隠れ名盤。40年代の鬼気迫るプレイとは一味違う、余裕と寛ぎを感じさせるプレイ
が親しみやすさを運ぶ。「オブリヴィオン」、「ショウナフ」、「ソルト・ピーナッツ」等、十八
番が再演されているのも嬉しい。

No.21
今なお多くの信奉者を誇る“モダン・ジャズ・ピアノの父”、バド・パウエルが1957
年、RCAに残した作品。余裕と寛ぎを感じさせるプレイが親しみやすさを運ぶ一枚。

SICP 3981
1957年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Mono

バド・パウエル

スウィンギン・ウィズ・バド

2002年リマスター

今なお受け継がれるモダン・ジャ
ズ・ピアノ奏法の開祖であり、い
わゆるピアノ・トリオ編成（ピアノ～
ベース～ドラムス）によるジャズを
確立した立役者のひとり。40年
代からチャーリー・パーカー、ディ
ジー・ガレスピー、マイルス・デイ
ビス等と共演を重ね、49年に自
身のピアノ・トリオを結成。59年か
ら64年にかけては主にパリで活
躍、同地のジャズ・シーンを活性化
させた。

Jazz Giants 3 Bud Powell

バド・パウエル

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003977
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003978
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003979
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003980
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003981
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A煙が目にしみる／Bロゼッタ／C想い出のたね／Dゼム・ゼア・アイズ
／E言い出しかねて／Fチャイナ・ボーイ／G捧ぐるは愛のみ／Hアイ・
サレンダー・ディア／Iアイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング／
J君去りし後／Kベス、お前は俺のもの／L絶体絶命
テディ・ウィルソン（p）、アーベル・ショー（b）、J.C. ハード（ds）、カール・フィールズ（ds） 他
【録音】1941年、1942年、1950年

最高のスイング・ピアニスト テディ・ウィルソンの大ベストセラー・アルバム。ビリー・ホリデ
イ、ベニー・グッドマンらと数々の歴史的録音に参加した名手によるスイング感いっぱい
のスタンダード・プレイはジャズ史上屈指の名演！

最高のスイング・ピアニスト テディ・ウィルソンの大ベス
トセラー・アルバム。No.22

SICP 3982
1955年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

テディ・ウィルソン

ミスター・ウィルソン

2005年 DSDマスタリング

Aモホーク／Bマイナー・ミスト／Cイン・ウォークト・ホレス／
Dファットバック／Eアクエリアス／Fシャッターバグ／Gブルー・
ン・ブギ／Hターンパイク／Iファットバック（ロング・ヴァージョン）
J.J.ジョンソン（tb）、フレディ・ハバード（tp）、クリフォード・ジョーダン（ts）、シダー・ウォルトン（p）、アー
サー・ハーパー（b）、アルバート・ヒース（ds）　【録音】1960年8月

トロンボニスト、J.J.ジョンソンがファンキー・ジャズ路線に取り組んだ一枚。トランペット、
テナー・サックス、トロンボーンの3管編成は当時のジャズ界の最先端だった。若きフレ
ディ・ハバード、クリフォード・ジョーダンとのアンサンブルは徹底的に磨きぬかれ、アドリブ・
プレイはホットそのもの。変拍子を取り入れた「モホーク」、「ファットバック」が、とりわけ
エキサイティングだ。

バップ・トロンボーンの王者J.J.。本作は彼のコンポーザー、アレンジャー、
パフォーマーとしての3つの側面を浮き彫りにした名作として知られる。No.26

SICP 3987
1961年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

J.J. ジョンソン

J.J.Inc+3

1997年デジタル・リマスター

Aハロー・ヤング・ラヴァーズ／Bケヴ／Cホワッツ・ニュー／Dブ
ルー・トロンボーン（パート I）／Eブルー・トロンボーン（パート II）／
F風と共に去りぬ／G100プルーフ
J.J. ジョンソン（tb）、トミー・フラナガン（p）、ポール・チェンバース（b）、マックス・ローチ（ds）
【録音】1957年4月、5月

ジャズ・トロンボーンの王者、J.J.ジョンソンがワン・ホーン・カルテットで真価を100％発
揮した永遠の傑作。トミー・フラナガン、マックス・ローチといった当時最高峰のメンバーと
共に自作曲からミュージカル・ナンバーまでを鮮やかに吹ききっている。2部構成のタイト
ル曲はトータルで10分を超える大作。正確無比な音程、美しい音色、泉のごとく湧き出
るインスピレーションはあまりにも圧倒的だ。

No.25
バップ・トロンボーンの王者J.J. の最高傑作と言える1枚。最高のリ
ズム・セクションを従えて、J.J.のトロンボーンがスイングしまくる！

SICP 3986
1957年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

J.J. ジョンソン

ブルー・トロンボーン

1998年DSDマスタリング デジタル・リマスター

Aフランキー・アンド・ジョニー／Bイパネマの娘／Cビリーヴ・イット・ビラ
ウド／Dルイーズ／Eセント・ジェームス病院／Fアヴァロン／Gブリージン・
アロング・ウィズ・ザ・ブリーズ／Hフレネシー／Iブロードウェイ／Jトラヴェ
リン・オール・アローン／Kアット・サンダウン／Lラニン・ワイルド
アール・ハインズ（p, vo）、アーメッド・アブダル・マリク（b）、オリヴァー・ジャクソン（ds）
【録音】1964年11月

スイング・ピアノの巨匠アール・ハインズが60年代半ばに残したモダンなトリオ・アルバ
ム。ピアノに歌に猛烈なパワーと貫禄を発揮、「アヴァロン」や「フレネシー」といった往
年の十八番に加え、録音のころ大ヒットしていたボサノヴァ・ナンバー「イパネマの娘」ま
でもを鮮やかなハインズ節に蘇生している。

No.23
スイング・ピアノの巨匠アール・ハインズが60年代半ば
に残したモダンなトリオ・アルバム。

SICP 3983
1964年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典 
Stereo

アール・ハインズ

ファーザ

1993年リマスター

SICP 3984～ 5
1958年作品／ Label：Columbia 
解説：原田和典
Mono

Disc-1
Aムーラン・ルージュの歌／Bアイ・ラヴ・パリ／Cフレンチ・ドール／Dドント・ルック・フォー・ミー／Eルイー
ズ／Fフェアウェル・トゥ・パリ／Gレフト・バンク・スウィング／Hコート・ダジュール
Disc-2
Aラ・ヴィ・アン・ローズ／Bパリ・ミッドナイト／Cザ・フレンチ・タッチ／Dパリス・バウンス／Eパリ・ブルー
／Fマイ・マン／Gラ・プティ・マンボ／Hザ・ラスト・タイム・アイ・ソー・パリ／Iホエン・パリ・クライズ／Jモロッ
カン・クォーター
エロール・ガーナー（p, hpc）、エディ・キャルホーン（ｂ）、ケリー・マーティン（ds）　【録音】1958年3月、5月

No.24
1957年パリを訪れた時の印象がピアノとハープシコードによって綴られたハッピー・フィーリングあふれる名盤！『コンサート・バイ・
ザ・シー』に続く傑作アルバム。

「ミスティ」の作曲家としても知られるアメリカの国民的ピアニスト、エロール・ガーナーが描いた“ジャズによるパリ旅行記”。軽妙なスイング感、ワン
＆オンリーのピアノ・タッチで「バラ色の人生（ラ・ヴィ・アン・ローズ）」、「ムーラン・ルージュの歌」、「アイ・ラヴ・パリ」などお馴染みのナンバーを快調
にプレイしている。チェレスタによるユーモラスなプレイもお聴き逃しなく。

エロール・ガーナー

パリの印象

2枚組

2014年 DSDマスタリング

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003982
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003983
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003984
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003986
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003987
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SICP 3992～ 3
1977年作品／ Label：RCA 
解説：原田和典
Stereo

Disc-1 
Aア・スリーピン・ビー／Bレイン・ダンス／Cバイ・バイ・ベイビー／Dジャンゴズ・キャッスル／Eチーク・トゥ・
チーク／Fレディ・J／Gリトル・ナイルス
Disc-2 
Aア・リトル・ピース／Bブラジリアン・アフェア : プレリュード～ラヴ・ソング～ウェディング・ダンス～ジョイ
／Cアイム・レイト／Dスーパーウーマン／Eハイ・クラウズ／Fハウズ・ユア・ママ（フィルのテーマ）
フィル・ウッズ（as, ss）、マイク・メリロ（p）、ハリー・リーヘイ（g）、スティーヴ・ギルモア（b）、ビル・グッドウィン（ds）、アリリオ・リマ（perc）　【録音】1976年11月

No.31
アルト・サックスの巨星フィル・ウッズが76年11月に“ショーボート・ラウンジ”で展開した白熱のステージの模様を収めた70年
代の代表作のひとつ。

アルト・サックスの巨星フィル・ウッズがジャズ・クラブ“ショーボート・ラウンジ”で完全燃焼したライヴ・レコーディング。「ライヴのウッズは一味違う」と
いう定評通り、充実したパフォーマンスがふんだんに繰り広げられている70年代の代表作のひとつ。「チーク・トゥ・チーク」等のスタンダード・ナンバー
からスティーヴィー・ワンダーの「スーパーウーマン」まで、幅広いレパートリーがスリリングなジャズに生まれ変わっている。

フィル・ウッズ・シックス

ライヴ・フロム・ザ・ショーボート

2枚組

2006年リマスター

2014年 2月 26日 発売 3月 12日 発売

Aスペキュレイション／Bオーヴァー・ザ・レインボー／Cニカズ・
テンポ／Dブルー・コンセプト／Eリトル・ナイルス／Fサンスー
シー／Gアイ・リメンバー・クリフォード
ドナルド・バード（tp）、ジジ・グライス（as）、トミー・フラナガン（p）、ウェンデル・マーシャル（b）、アート・
テイラー（ds） 他　【録音】1957年2月、3月

モダン・ジャズを代表する知性派、ジジ・グライスとドナルド・バードによる双頭ユニット“ジャ
ズ・ラブ（ジャズ実験室）”による第一作。多数のブラス奏者をゲストに迎えて色彩感に
富んだサウンドを展開する。グライスの代表的オリジナルである「ニカズ・テンポ」やスタ
ンダード曲「オーヴァー・ザ・レインボー」に加え、ベニー・ゴルソン作「アイ・リメンバー・クリ
フォード」の世界初演が収められている点でも価値が高い。

ジャズ界きっての知性派ドナルド・バードとジジ・グライス
による、その名も「ジャズ実験室」！　その記念すべき第一作。No.27

SICP 3988
1957年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

ドナルド・バード＆
ジジ・グライス

ジャズ・ラブ

2014年 DSDマスタリング

Aディス・イズ・ザ・モーメント／Bシルク・ストッキングス／Cウェイ・ダウン・ヨンダー・イン・ニューオーリンズ／Dフー
ルズ・ラッシュ・イン／Eエクスペンス・アカウント／Fレイジー／Gスプレンディド・スプリンター／Hリケティ・スプリッ
ト／Iアロング・ウィズ・ミー／Jシークレット・ラヴ／Kダダダ・ゴー・ディグ・イット／Lアイ・シュッド・ケア／Mシルク・
ストッキングス（オルタネイト）／Nエクスペンス・アカウント（オルタネイト）／Oウェイ・ダウン・ヨンダー・イン・ニューオー
リンズ（オルタネイト）／Pリケティ・スプリット（オルタネイト）／Qシークレット・ラヴ（オルタネイト）／Rダダダ・ゴー・
ディグ・イット（オルタネイト）／Sアイ・シュッド・ケア（ヴァージョン2）／Tアイ・シュッド・ケア（ヴァージョン3）
デイヴ・マッケンナ（p）、ジョン・ドリュー（b）、オシー・ジョンソン（ds）　【録音】1958年7月

ズート・シムズの『ダウン・ホーム』など数多くのアルバムに貢献する一方で、ソロ・ピアノの名手
としても知られるマッケンナが残した貴重なピアノ・トリオ作品。「シークレット・ラヴ」、「アイ・シュッ
ド・ケア」など美しいメロディを持つスタンダード・ナンバーの数々を、軽妙洒脱なフェイク（変
奏）、厚みのあるハーモニーでしっとりと表現している。ジャズ・ピアノのエレガンスを極めたマッ
ケンナならではの一枚。ボーナス・トラック8曲収録ヴァージョンは日本盤では初リリース。

No.28
ジャズ・ピアノ界が誇る名手、デイヴ・マッケンナ。別名、三本の腕でスイン
グする男。暖かなハートを感じさせる超絶技巧派によるピアノ・トリオ名盤。

SICP 3989
1959年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典 
Stereo

デイヴ・マッケンナ

ザ・ピアノ・シーン・オブ・
デイヴ・マッケンナ＋８

2014年 DSDマスタリング

Aジャイブ・フート／Bミスティ／Cザ・リンクル／Dブラケット／Eス
カイラーク／Fサムタイム・アゴー／Gあの娘に慣れた／Hフー・ケアー
ズ　〈ボーナス・トラック〉Iデイ・ドリーム／Jタイム・フォー・トゥー／
Kプリティ・ガール
ボブ・ブルックマイヤー（tb）、ハービー・ハンコック（p）、スタン・ゲッツ（ts）、ゲイリー・バートン（vib）、ロン・
カーター（b）、エルヴィン・ジョーンズ（ds）　【録音】1964年5月

A サマー・ナイト／ B レイヴンズ・ウッド／ C ラヴァー・マン／
Dインヴィテーション
スタン・ゲッツ（ts）、アルバート・デイリー（p）、クリント・ヒューストン（b）、ビリー・ハート（ds）
【録音】1975年10月

トロンボーン奏者、作編曲家としてジャズ界に名を刻むボブ・ブルックマイヤーが、ジョン・コルトレーン・
カルテット、マイルス・デイビス・クインテット、スタン・ゲッツ・カルテットからメンバーを厳選して完成さ
せたスーパー・オールスター・セッション。スタン・ゲッツとエルヴィン・ジョーンズの絡み、ハービー・ハンコッ
クとゲイリー・バートンが繰り広げる“音の対話”の、なんと贅沢なことか。CD化に際してトニー・ベネッ
トがゲスト参加したナンバーも追加。ボーナス・トラック3曲収録ヴァージョンは日本盤では初リリース。

円熟期のスタン・ゲッツがインプロヴァイザー（即興演奏家）としての凄みを全開にした
一枚。みずからプロデュースも担当し、サイドメンにはアルバート・デイリー、ビリー・ハート
ら当時の気鋭が集結。数多くのテナー・サックス奏者に愛奏される「インヴィテーション」、
ECMの人気ギタリストであるラルフ・タウナーが書いた「レイヴンズ・ウッド」など通好み
の選曲でひたすら硬派に迫っている。鬼気迫るプレイをじっくり堪能すべし！

No.29 No.30
トロンボーン奏者、そして作曲家として名高いジャズメン、ボブ・ブルッ
クマイヤーがそうそうたるメンバーと作り上げたスタンダードの饗宴。

人気テナープレイヤー、スタン・ゲッツの硬派な側面をじっくりと味わ
える名作。強烈なスイング感と歌心を併せ持つアドリブ世界を堪能せよ。

SICP 3990
1964年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

SICP 3991
1982年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ボブ・ブルックマイヤー スタン・ゲッツ

ブルックマイヤー＆
フレンズ＋3 ザ・マスター

2014年 DSDマスタリング 2014年 DSDマスタリング 日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003988
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003989
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003990
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003991
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003992
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2014年2月 26日 発売3月 12日 発売

Aウィンドウズ／Bスプリング／Cジョニー・ホッジス／Dスピー
ク・ロウ／Eドキシー
フィル・ウッズ（as, ss）、市川秀男（p）、古野光昭（b）、ジョージ大塚（ds）　【録音】1975年7月

1975年の初来日時に、日本のトップ・ミュージシャンと行なったライヴ・レコーディングを収
録。アルト・サックスの極限に挑むかのごときウッズのプレイと、初共演とは思えないほど
親密な交感を繰り広げるリズム・セクションが熱い火花を散らす。十八番「ドキシー」、伝
説のサックス奏者に捧げた「ジョニー・ホッジス」、チック・コリア作「ウィンドウズ」等、す
べてが名演。

1975年7月、初来日公演の模様を収めたライヴ盤。日本を代表する
リズム・セッションとの熱い火花を散らしたインタープレイは必聴。No.32

SICP 3994
1975年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

フィル・ウッズ

フィル・ウッズ&ザ・ジャパニーズ・
リズム・マシーン

2006年リマスター

Aアイ・オブ・ザ・ハリケーン／Bジアナ／C81／D処女航海／
Eローラ／Fレッド・クレイ
ハービー・ハンコック（p）、ウェイン・ショーター（ss, ts）、フレディ・ハバード（tp）、ロン・カーター（b）、トニー・
ウィリアムス（ds）　【録音】1977年7月

エレクトリック全盛だったジャズ・シーンに、彗星のごとく登場したオールスター・アコース
ティック・ジャズ・ユニット“V.S.O.P. ザ・クインテット”。1万数千人の観客を動員した彼
らの伝説的な初来日公演の全貌を捉えたアルバムがこれだ。名曲「アイ・オブ・ザ・ハリ
ケーン」、「処女航海」を筆頭に、ハービー、ウェイン、ロン、トニー、フレディの誰もが渾身
のプレイを披露。エキサイティングで華やかなパフォーマンスに時を忘れる。

ハービー・ハンコックとビッグネーム4人が組んだ史上最強のアコー
スティック・グループが、日本で披露した最上の4ビート・ジャズ！No.36

SICP 3998
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

V.S.O.P. ザ・クインテット

テンペスト・イン・ザ・
コロシアム

2007年 DSDマスタリング

Aスパイラリング・プリズム／Bカリプソ／Cジャスト・アラウンド・ザ・
コーナー／D4 AM／Eシフトレス・シャッフル／Fテクスチャーズ
ハービー・ハンコック（key）、ジャコ・パストリアス（b）、ベニー・モウピン（ts）、ワゥ・ワゥ・ワトソン（g）、
ロン・カーター（b）、トニー・ウィリアムス（ds）、ハーヴィー・メイスン（ds）、ポール・ジャクソン（b）、ビル・
サマーズ（perc） 他　【録音】1979年

1曲ごとに編成を変えながら、ピアニスト/キーボード奏者としての底知れぬ才能をア
ピールした1980年発表作品。『ヘッド・ハンターズ』と同じメンバーによる演奏から、ロン・
カーター～トニー・ウィリアムスとのセッション、ジャコ・パストリアスとの壮絶な「4AM」ま
で、言葉を失ってしまうほどテンションの高いプレイが続く。一人多重録音による「テクス
チャーズ」も名演の誉れ高い。

No.35
70年代のハービー・サウンド総決算となったグルーヴ名盤。ジャコ・パストリアス、ロン・
カーター、トニー・ウィリアムス等と繰り広げる圧巻のスーパー・セッションに息をのむ。

SICP 3997
1980年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹 
Stereo

ハービー・ハンコック

MR. ハンズ

1997年 DSDマスタリング

Aアイ・ソート・イット・ワズ・ユー／Bカム・ランニング・トゥ・ミー／
Cサンライト／Dノー・ミーンズ・イエス／Eグッド・クエスチョン
ハービー・ハンコック（key, vo）、ワゥ・ワゥ・ワトソン（g）、レイ・パーカーJr（g）、ベニー・モウピン（sax, 
bcl）、ポール・ジャクソン（b）、ハーヴィー・メイスン（ds）、ジャコ・パストリアス（b）、トニー・ウィリアムス
（ds） 他　【録音】1978年

Aユー・ベット・ユア・ラヴ／Bトラスト・ミー／C レディ・オア・ノッ
ト／Dテル・エブリィバディ／Eハニー・フロム・ザ・ジャー／Fニー・
ディープ
ハービー・ハンコック（key）、ワゥ・ワゥ・ワトソン（g）、レイ・パーカーJr（g）、ベニー・モウピン（ss）、エディ・
ワトキンス（b）、ビル・サマーズ（perc） 他　【録音】1978年

これぞ究極のヴォコーダー・ファンク。鬼才キーボード奏者ハービー・ハンコックが、ヴォコー
ダーを用いて歌手としての一面を発揮した一枚。ディスコ・ヒット「アイ・ソート・イット・ワズ・
ユー」、ジャコ・パストリアスやトニー・ウィリアムスと共に壮絶なインプロヴィゼーションを
繰り広げるインストゥルメンタル「グッド・クエスチョン」等、絶頂期ハービーの勢いがふん
だんに収められている。

時代の寵児ハービー・ハンコックが、ディスコ・ブームの渦中に放った究極のダンサブル＆
ファンキー・アルバム。ヴォコーダーを用いた歌声、変幻自在のキーボード・サウンドが冴
え渡り、「ユー・ベット・ユア・ラヴ」はハービーのダンス路線の最高傑作という声も。レイ・
パーカーJr.、ワゥ・ワゥ・ワトソンなどR&B～ファンクの実力者が多数参加しているのも
ポイントだ。

No.33 No.34
70年代ハービー・サウンドを代表するグルーヴ・アルバム。ジャ
コ・パストリアス、トニー・ウィリアムスも参加した意欲作。

ハービー流ダンス・ミュージックの原点！ ハービー自身のヴォーカルもフィーチャーし
た70年代最後のダンス・シーンを飾った名盤。レイ・パーカーJr.等豪華メンバーも魅力。

SICP 3995
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

SICP 3996
1979年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック

サンライト フィーツ

1998年 DSDマスタリング 1998年 DSDマスタリング

アコースティック・ジャズ、エレクト
リック楽器を使用したパフォー
マンス、ファンク、ヒップホップ等、
様々なフォーマットを柔軟に行き
来するピアノ／キーボード奏者。
1960年代初頭に故郷シカゴから
ニューヨークに進出し、63年から
68年までマイルス・デイビスのバン
ドで活動した。そして73年、アル
バム『ヘッド・ハンターズ』の大ヒッ
トでソロ・アーティストとしての人
気を不動のものにした。「処女航
海」、「カメレオン」等、作曲家とし
ての才能も見逃せない。

Jazz Giants 4 Herbie Hancock

ハービー・ハンコック

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003994
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003995
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003996
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003997
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003998
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SICP 4001～ 2
1957年作品／ Label：RCA 
解説：原田和典
Stereo

Disc-1
Aディジー・ムード／Bイザベルズ・テーブル・ダンス／Cティファナ・ギフト・ショップ／Dロス・マリアッチス（街の楽師たち）
／Eフラミンゴ／Fディジー・ムード（Alternate Take）／Gイザベルズ・テーブル・ダンス（Alternate Take）／Hロ
ス・マリアッチス（街の楽師たち）（Alternate Take）／Iフラミンゴ（Alternate Take）
Disc-2
Aアティファナ・ギフト・ショップ（Alternate Take）／Bコロキアル・ドリーム／Cフラミンゴ（Alternate Take）／
Dイザベルズ・テーブル・ダンス（Composite Incomplete Take）／Eディジー・ムード（Junkyard Take 8）／Fディ
ジー・ムード（Bass Solos Take 14）／Gティファナ・ギフト・ショップ（Alternate Takes 1-4）／Hティファナ・ギフト・
ショップ（Alternate Take 6）／Iロス・マリアッチス（街の楽師たち）（Take 1-3）／Jロス・マリアッチス（街の楽師たち）
（Take 5-10）／Kロス・マリアッチス（街の楽師たち）（Take 15-23）／Lコロキアル・ドリーム（Take 6）／Mコロキア
ル・ドリーム（Take 8） ※ボーナス・トラック：Disc-1  6-9、Disc-2  1-13
チャールズ・ミンガス（b）、ジミー・ネッパー（tb）、カーティス・ポーター（as）、クラレンス・ショウ（tp）、ビル・トリグリア（p）、ダニー・リッチモンド（ds）、フランキー・ダンロッ
プ（perc） 他　【録音】1957年7月、8月

No.39
ジャズの可能性を押し拡げたベース奏者 /作編曲家が残した美しすぎるトーン・ポエム。自身もフェイヴァリット・アルバムに挙げて
いた歴史的名盤。

ジャズの可能性を押し拡げたベース奏者 /作編曲家が、『直立猿人』の翌年に残した美しすぎるトーン・ポエム。ミンガス自身もフェイヴァリット・アル
バムに挙げていた歴史的名盤である。モダン・ジャズ、フラメンコ、ラテン・ミュージックがこれほどまでに渾然一体となったサウンドは別のミンガス作品
はもちろん、他のジャズ・アルバムでも聴くことはできない。セッションの秘密に迫るボーナス・トラックを収録した2CD完全版は日本盤では初リリース。

チャールズ・ミンガス

メキシコの想い出（完全版）

2枚組

2001年リマスター

2014年 2月 26日 発売 3月 12日 発売

Aゴーイング・ファー／Bヒップ・スキップ／Cヒッティン・オン・シッ
クス／Dオープン・ファイア／Eトニー／Fエリス／Gカミング・
バック・ホーム／Hモーガンズ・モーション
トニー・ウィリアムス（ds）、ヤン・ハマー（key）、ジョージ・ベンソン（g）、ハービー・ハンコック（key）、ブレッ
カー・ブラザース 他　【録音】1978年8月、9月

あらゆる曲調が一枚のアルバムに同居している。V.S.O.P. ザ・クインテットや自身の
グループ“ニュー・ライフタイム”で多忙を極めていた天才ドラマー、トニー・ウィリアムスが
70年代のラストに発表した渾身のメッセージ。ジョージ・ベンソン、ロニー・モントローズ、
マリオ・シポリナ（後でヒューイ・ルイス＆ザ・ニュースに参加）からセシル・テイラーまで、共
演者の幅広さも大きな話題となった。

マイルス・バンドや自己のグループを経て、史上最強のセッション・ド
ラマーの名をほしいままにしたトニーが発表したColumbia最終作。No.37

SICP 3999
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

トニー・ウィリアムス

ジョイ・オブ・フライング

2014年 DSDマスタリング

Aスロップ／Bダイアン／Cソング・ウィズ・オレンジ／Dガンスリンギング・
バード／E昔はよかったね／Fファー・ウェルズ、ミル・ヴァレイ／Gニュー・
ナウ・ノウ・ハウ／Hムード・インディゴ／Iプット・ミー・イン・ザット・ダン
ジョン／Jストローリン
チャールズ・ミンガス（b）、ブッカー・アーヴィン（ts）、ジョン・ハンディ（ts）、ベニー・ゴルソン（ts）、ダニー・
リッチモンド（ds）、ローランド・ハナ（p） 他　【録音】1959年11月

巨星チャールズ・ミンガスが、ベース・作曲・編曲のすべてで類稀な才能を発揮した大作。
ブッカー・アーヴィン、ジミー・ネッパーら“ミンガス一家”のほかに、ドン・エリスやベニー・ゴ
ルソンも参加。チャーリー・パーカーを早撃ちの名手にたとえた「ガンスリンギング・バード」、
敬愛するデューク・エリントンのカヴァー「ムード・インディゴ」等、多種多彩な音のタペスト
リーが展開される。

ジャズという枠、ベースという枠にとらわれることなく、音楽を追
究した巨人ミンガスが遺した、真の意味でのクロスオーバーな傑作。No.40

SICP 4003
1960年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

チャールズ・ミンガス

ミンガス・ダイナスティ＋1

2014年 DSDマスタリング

A天使／Bクロスタウン・トラフィック～リトル・ミス・ラヴァー／C砂の城～フォクシー・レディ
／D空より高く／E1983- 人魚になりたかった男／Fヴードゥー・チャイル／Gジプシー・
アイズ　〈ボーナス・トラック〉Hリトル・ウイング／I天使（別テイク）／J砂の城（別テイク）／
K空より高く（別テイク）／Lジプシー・アイズ（別テイク）
ギル・エヴァンス（leader, p）、デヴィッド・サンボーン（as, a-fl）、マーヴィン・ピーターソン（tp, vo）、川
崎燎（g）、ビリー・ハーパー（ts, fl）、ジョン・アバークロムビー（g）、ハワード・ジョンソン（tuba, b-cl）、ルー・
ソロフ（tp）、ピーター・ゴードン（frh）、ピート・レヴィン（horn, syn） 他　【録音】1974年

“音の魔術師”ギル・エヴァンスが、時代を疾走した天才ジミ・ヘンドリックスに捧げた渾身の
メッセージ。シンセサイザーやパーカッションを多用しながら、ジミゆかりのナンバーを当時最先
端のオーケストラ・ジャズに編曲している。デヴィッド・サンボーンがフィーチャーされた「天使」、マー
ヴィン・ピーターソンのソウルフルなヴォーカルが炸裂する「クロスタウン・トラフィック～リトル・
ミス・ラヴァー」は究極の名演。ボーナス・トラック5曲収録ヴァージョンは日本盤では初リリース。

No.38
“音の魔術師”ギル・エヴァンスが、時代を疾走した天才
ジミ・ヘンドリックスに捧げた渾身のメッセージ。

SICP 4000
1974年作品／ Label：RCA／解説：中山康樹 
Stereo

ギル・エヴァンス

プレイズ・
ジミ・ヘンドリックス +5

2001年リマスター

Aトゥー・フォー・ワン／Bホエン・サニー・ゲッツ・ブルー／Cフォー・レスター
／Dクオーター・ムーン／Eボウル・オブ・ソウル／Fアイ・シュッド・ケア
［チャーリー・ラウズ・カルテット］ チャーリー・ラウズ（ts）、ギルド・マホーネス（p）、レジー・ワークマン（b）、
アーサー・テイラー（ds）
［セルダン・パウエル・カルテット］ セルダン・パウエル（ts）、ロイド・メイヤーズ（p）、ペック・モリソン（b）、
デンジル・ベスト（ds）　【録音】1961年

セロニアス・モンク・カルテットの看板奏者として活動したチャーリー・ラウズ、サド・ジョー
ンズ=メル・ルイス・オーケストラの黄金時代を担ったセルダン・パウエル。豊穣な音色と
歌心に満ちたプレイで絶大な支持を得るテナー・サックス奏者ふたりが、各自のワン・ホー
ン・カルテットで吹き込んだ貴重盤が久々の国内CD化。ギルド・マホーネス他、サイドメ
ンのプレイもすこぶる充実。

No.41
テナー・サックスの粋とロマンのすべてがここに……美しい音色に
よって醸し出される美しい歌を紡ぐふたりのテナー奏者による佳作。

SICP 4004
1961年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典 
Stereo

チャーリー・ラウズ＆
セルダン・パウエル

ウィ・ペイド・アワ・デューズ

2014年 DSDマスタリング

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000003999
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004000
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004001
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004003
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004004
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2014年2月 26日 発売3月 12日 発売

チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」 A序曲／Bトゥート・トゥート・トゥーティ・トゥート（あ
し笛の踊り）／Cピーナッツ・ブリットル・ブリゲイド（行進曲）／Dシュガー・ラム・チェリー（こんぺい糖
の精の踊り）／E間奏曲／Fザ・ボルガ・ボウティ（ロシアの踊り）／G中国の踊り／H花のワルツ／Iア
ラベスク・クッキー（アラビアの踊り）　グリーグ：組曲「ペール・ギュント」第1、第2 J朝の気分／K山の
魔王の洞窟にて／Lソルヴェイグの歌／Mオーゼの死／Nアニトラの踊り　エリントン／ストレイホー
ン：組曲「木曜日」 Oミスフィット・ブルース／Pスウィフティ／Qズイート・ザーズデイ／Rレイーバイ
デューク・エリントン（p, cond）、デューク・エリントン・オーケストラ　【録音】1960年10月

チャイコフスキーの「くるみ割り人形」をはじめ、デュークのサウンド・マジックが組曲形式で最高
のオーラを放つ ！ このアルバムは、チャイコフスキー「くるみ割り人形」、グリーグ「ペールギュント」
そしてエリントンとビリー・ストレイホーンによる「木曜日」という、三つの組曲で構成されていて、ク
ラシックのジャズ化という安易な次元を超えた、完全なるエリントン・ミュージックとなっている。これ
を聴くと、なぜエリントンが「ビッグ・バンド」ではなく「オーケストラ」なのかということがよくわかる。

No.44
チャイコフスキーの「くるみ割り人形」をはじめ、デューク
のサウンド・マジックが組曲形式で最高のオーラを放つ！

SICP 4009
1960年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹 
Stereo

デューク・エリントン・
オーケストラ

三大組曲

1992年リマスター

SICP 4007～ 8
1956年作品／ Label：Columbia 
解説：中山康樹
Stereo/Mono2枚組

Disc-1
A星条旗よ永遠なれ※／Cブラック・アンド・タン・ファンタジー／E二人でお茶を※／GA列車で行こう／Iフェスティヴァ
ル組曲パート1：フェスティヴァル・ジャンクション※／Kフェスティヴァル組曲パート2：ブルース・トゥ・ビィ・ゼア※／Mフェ
スティヴァル組曲パート3：ニューポート・アップ※／Oソフィスティケイテッド・レディ／Qデイ・イン・デイ・アウト※／Sディ
ミニュエンド・イン・ブルー・アンド・クレッシェンド・イン・ブルー／Tアナウンス
Disc-2
Bアイ・ガット・イット・バッド※／Cジープス・ブルース／Eチューリップ・オア・ターニップ※／F客席歓声／Gスキン・ディー
プ／Hムード・インディゴ※／Iスタジオ内チューニング／Kフェスティヴァル組曲パート1：フェスティヴァル・ジャンクショ
ン／Mフェスティヴァル組曲パート2：ブルース・トゥ・ビィ・ゼア／Oフェスティヴァル組曲パート3：ニューポート・アップ
／Qアイ・ガット・イット・バッド／Rジープス・ブルース※
上記以外のトラックは全てMCです。 ※ボーナス・トラック

デューク・エリントン（p, cond）、デューク・エリントン・オーケストラ　【録音】1956年

No.43
あの伝説のニューポート・ジャズ祭のステージを完全収録。エリントン・オーケストラの歴史的名演が10曲のボーナス音源付き
で鮮やかに甦る！

あの伝説のニューポート・ジャズ祭のステージを完全収録。エリントン・オーケストラの歴史的名演が10曲のボーナス音源付きで鮮やかに甦る！ ニューポー
ト・ジャズ祭のライヴCDの数は多いが、中でもこのデュークのものは最高の1枚であり、デュークのアルバムとしても50年代からの代表作に数え
られる名盤中の名盤である。

デューク・エリントン

コンプリート・アット・ニューポート1956 +10

2枚組

1999年 DSDマスタリング

SICP 4005～ 6
1947年作品／ Label：RCA 
解説：原田和典
Mono

Disc-1 
Aイントロダクション（フレッド・ロビンス）／Bコルネット・チョップ・スーイ／Cアワ・マンデイ・デイト／Dディ
ア・オールド・サウスランド／Eビッグ・バター・アンド・エッグ・マン／Fタイガー・ラグ／Gバーベキュー／Hスイー
トハーツ・オン・パレード／Iセントルイス・ブルース／Jペニーズ・フロム・ヘヴン／K表通りで
Disc-2
A捧ぐるは愛のみ／Bバック・オ・タウン・ブルース／C浮気はやめた／Dロッキン・チェア／Eマスクラット・
ランブル／Fセイブ・イット・プリティ・ママ／Gセント・ジェームス病院／Hロイヤル・ガーデン・ブルース／
I懐かしのニューオリンズ／Jジャック・アームストロング・ブルース
ルイ・アームストロング（tp）、ボブ・ハガート（b）、ジャック・ティーガーデン（tb）、シドニー・カトレット（dr） 他　【録音】1947年5月

No.42 “ジャズの父”、ルイ・アームストロングが1947年にニューヨークで催した歴史的なリサイタルのすべてがここに。

高らかなトランペットの音色とダミ声ヴォーカルで愛される“ジャズの父”、ルイ・アームストロングが1947年にニューヨークで催した歴史的なリサイタ
ルのすべてがここに。「タイガー・ラグ」、「セントルイス・ブルース」、「ロッキン・チェア」等の定番が最高のコンディションでプレイされる。名コンビを謳
われたトロンボーン奏者ジャック・ティーガーデン、伝説のドラム奏者シドニー・カトレット等、バック・ミュージシャンも最高のプレイを披露。

ルイ・アームストロング

タウン・ホール・コンサート（完全盤）

2枚組

2014年 DSDマスタリング

ジャズ界の頂点に立つバンド・リー
ダー兼ピアニストにして、20世紀
を代表する作編曲家のひとり。
1920年代に自身のビッグ・バンドを
結成し、ハーレムの伝説的ナイト・
スポット「コットン・クラブ」で名声を
確立。「A列車で行こう」、「スイン
グしなけりゃ意味ないね」、「キャ
ラヴァン」といったジャズ史上に残
るスタンダード・ナンバーを世に送
り出した。名曲「サー・デューク」
を捧げたスティーヴィー・ワンダー
等、数多くの後進からも尊敬を集
めている。

Jazz Giants 5 Duke Ellington

デューク・エリントン

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004005
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004007
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004009
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2014年 2月 26日 発売 3月 12日 発売

Aヘイ・ベイビー／Bソフィスティケイテッド・レディ／Cミー・アンド・ユー／Dパッション・
フラワー／Eアイ・レット・ア・ソング・ゴー・アウト・オブ・マイ・ハート／Fスイングがなけりゃ
意味ないね／Gグリーヴィン／Hブルー・ローズ／Iアイム・チェッキン・アウト～グームバ
イ／Jアイ・ガット・イット・バッド／Kムード・インディゴ／Lイフ・ユー・ワー・イン・マイ・
プレイス／Mジャスト・ア・シッティン・アンド・ア・ロッキン
ローズマリー・クルーニー（vo）、デューク・エリントン楽団　【録音】1956年1月

楽聖デューク・エリントンと歌姫ローズマリー・クルーニーが作り上げた名盤。エリントンの
オリジナルばかりを集めたアルバムで、「ソフィスティケイテッド・レディ」や「スイングがな
けりゃ意味ないね」「ムード・インディゴ」といったおなじみの楽曲はもちろんのこと、ここで
の共演のためにエリントンが書き下ろしてロージーに贈った「ブルー・ローズ」の味わいは
ことさらにすばらしい。

ビッグバンドの王者エリントンのナンバーを、歌姫ローズマリー・ク
ルーニーと楽聖デューク・エリントンが作ったゴージャスなアルバム。No.45

SICP 4010
1956年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三
Stereo

ローズマリー・クルーニー＆
デューク・エリントン楽団

ブルー・ローズ＋2

2014年 DSDマスタリング

A時さえ忘れて／B魅せられて／Cノーバディズ・ハート・ビロングス・トゥ・ミー
／Dアイム・スルー・ウィズ・ラヴ／Eマイ・ファニー・ヴァレンタイン／F去っ
て行った彼／Gいつかどこかで／H眠れる蜂／Iハピネス・イズ・ア・シング・
コールド・ジョー／Jマムゼル／Kジャスト・フレンズ／L夢の街　〈ボーナス・
トラック〉Mスカイラーク
ラルフ・シャロン（p）　【録音】1959年10月

世紀の大エンターテイナー、トニー・ベネットがラルフ・シャロンのピアノのみをバックに歌
い上げた最高峰のデュオ・アルバム。「時さえ忘れて」、「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」、
「ジャスト・フレンズ」等、レパートリーも定評のある名曲ばかり。スタンダード・ナンバーの
魅力を知り尽くしたベネット、サポートの極意を心得たシャロンのふたりだからこそ可能に
なった、永遠に色あせないバラード名盤。

ジャズ・ヴォーカルの誘惑！ 美しきメロディーがしっとりとハートに響くお洒落なアル
バム。ラルフ・シャロンのピアノとのデュオで聴く永遠のバラード集、待望の日本初CD化！No.49

SICP 4014
1961年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三
Stereo

トニー・ベネット

トニー・シングス・
フォー・トゥ+1

2014年 DSDマスタリング

Aレクサシアス／Bレイジー・マンズ・シャッフル／Cバック・ルーム・ロンプ／Dラヴズ・イン・
マイ・ハート／Eクラウズ・イン・マイ・ハート／Fフロリック・サム／Gキャラヴァン／Hス
トンピー・ジョーンズ／Iピラミッド／Jスウィンギン・イン・ザ・デル／Kジターバグズ・ラ
ラバイ／Lザ・ラビッツ・ジャンプ／Mアイ・キャント・ビリーヴ・ザット・ユーアー・イン・ラヴ・ウィ
ズ・ミー／Nブルー・レヴェリー／Oエコーズ・オブ・ハーレム／Pスウィング・パン・アレイ
レックス・スチュアート（cor）、バーニー・ビガード（cl）、ジョニー・ホッジス（as）、クーティ・ウィリアムス
（tp）、デューク・エリントン（p） 他　【録音】1936年～1939年

黄金時代のデューク・エリントン・オーケストラで花形ソリストを務めたバーニー・ビガード、
クーティ・ウィリアムス、レックス・スチュアート、ジョニー・ホッジスのリーダー録音で構成さ
れた一枚。名曲「キャラヴァン」の決定的ヴァージョンも収められている。御大エリントンも
ピアニストとして参加、著名な漫画家ウィリアム・スタイグ（奏者ジェレミー・スタイグの父）
が描いたジャケットも楽しい。

No.46
黄金時代のD. エリントン楽団で活躍した名手4人をリーダーにして録音したコンボ・
セッションを収録。当時の雰囲気を伝える華麗なサウンドが心地よい36-39年録音作品。

SICP 4011
1988年作品／ Label：epic ／解説：原田和典 
Mono

ザ・デュークス・メン

ザ・デュークス・メン

2001年 DSDマスタリング

A云い出しかねて／Bソロ・ホップ／Cディキシーランド・シャッフル／Dレッツ・ドゥー・イッ
ト／Eイッツ・ビーン・ソー・ロング／Fアイド・ラザー・リード・ア・バンド／Gレット・ユアセ
ルフ・ゴー／Hメロディ・フロム・ザ・スカイ／Iリズム・セーヴ・ザ・ワールド／Jバット・デフィ
ニトリー／K逃がしかけた恋／Lイフ・アイ・ハッド・マイ・ウェイ
バニー・ベリガン（tp）、ジャック・ティーガーデン（tb）、アーティ・ショウ（cl）、グレン・ミラー（tb） 他
【録音】1935年～ 1937年

Aナウ・ユー・アー・トーキング・マイ・ランゲージ／Bインディアナ／Cライムハウス・ブルー
ス／Dチューベリー・ジャム／Eメールストローム／Fマイ・シークレット・ラヴ・アフェア／
G エブ・タイド／Hウォーミン・アップ／Iアット・ザ・クラムベイク・カーニヴァル／J ジャ
イヴ／Kトプシー・ターヴィー／Lカム・オン・ウィズ・ザ・カム・オン／Mア・ゴースト・オブ・ア・
チャンス／Nロンサム・ナイツ／OA列車で行こう
チュー・ベリー（ts）、ホット・リップス・ペイジ（tp, vo）、ロイ・エルドリッジ（tp）、ジョージ・マシューズ（tb）、バスター・ベイリー（cl）、
ホレス・ヘンダーソン（p, arr）、テディ・ウィルソン（tp）、コージー・コール（ds）、シド・ガトレット（ds） 他　【録音】1936年～ 41年

スイング・ジャズ黄金時代に彗星のごとく飛び出した夭折の天才、バニー・ベリガンの歴
史的名演を網羅した永遠のロング・セラー。そのフレーズ作りは今もまったく古びることな
く、艶やかな音色はジャズ・トランペットのエッセンスに満ちている。彼の代名詞ともいえる
「云い出しかねて」や「ソロ・ホップ」等、1曲1曲が語り草というべきナンバーばかり。

コールマン・ホーキンスやレスター・ヤングと並び称される実力を持ちながら、わずか33歳
の若さで事故死。今なお早世が惜しまれる伝説のテナー・サックス奏者、チュー・ベリーの
名演を様々なセッションからピックアップした一枚。豪快さと繊細さを併せ持つプレイ、表
情豊かな音色は歳月の流れを超えて胸に迫る。自身の名前をもじった「チューベリー・ジャ
ム」、バラードの傑作「ロンサム・ナイツ」が圧巻。

No.47 No.48
スイング・トランペッターの父、バニー・ベリガンの名演集！30年代後半 白人
ビッグバンドの全盛時代の洒落た空気が伝わるゴキゲンな1枚。35-37年録音。

伝説の名テナー・サックス奏者、チュー・ベリーがリーダーとして残した貴
重なレコーディングを収録した名盤。まさに絶頂期、圧巻のプレイがここに。

SICP 4012
1955年作品／ Label：epic ／解説：原田和典
Mono

SICP 4013
1955年作品／ Label：epic ／解説：原田和典
Mono

バニー・ベリガン＆
ヒズ・ボーイズ チュー・ベリー

テイク・イット・バニー！ チュー

2001年 DSDマスタリング 2001年 DSDマスタリング

Aジェットの歌／Bフライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン／Cハウ・インセンシティヴ／Dもし世界
を握れば／Eラヴ・シーン／Fテイク・ザ・モーメント／G昨日の思い出／Hスウィート・ロレー
ン／I愛する権利／Jウォッチ・ホワット・ハプンズ／Kすべては明日に／Lトゥ・バイ・トゥ  
〈ボーナス・トラック〉Mフォーリン・イン・ラヴ・ウィズ・ラヴ
ラルフ・シャロン（p）、ハル・ゲイラー（b）、ビリー・エグザイナー（ds）、アル・コーン（ts）、ザ・ウィル・ブロン
ソン・シンガーズ、カルロス・リラ（g）、ボビー・ハケット（ukl）、ジョー・マルサラ（cl） 他
【録音】1965年1月～ 3月

世界旅行をテーマに制作されたコンセプト・アルバム。編曲はフランク・シナトラのアルバム
『マイ・ウェイ』にも協力したドン・コスタが担当。ゴージャスなオーケストラ・サウンドをバッ
クに、ベネットのスケール大きな歌声も一段と冴える。ミシェル・ルグラン作「ウォッチ・ホワット・
ハプンズ」、アントニオ・カルロス・ジョビン作のボサ・ノヴァ「ハウ・インセンシティヴ」などポッ
プな選曲も楽しさ倍増。ボーナス・トラック1曲収録ヴァージョンは日本盤では初リリース。

No.50
トニーの歌声とめぐる世界の旅！ ジョビンやルグラン、ミュージカル・ナンバーを収録した世界旅
行をテーマにしたハッピーな1枚。ジェット・セットとはジェット機で世界を飛び回る人たちを指す。

SICP 4015
1965年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三 
Stereo

トニー・ベネット

トニーの素晴らしい
ジェット旅行＋1

2014年 DSDマスタリング

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004010
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004011
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004012
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004013
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004014
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004015
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Aイントロダクション・バイ・アンドレ・フランシス／B枯葉／Cマ
イルストーンズ／Dアイ・ソート・アバウト・ユー※／Eジョシュア
／Fオール・オブ・ユー／Gウォーキン　　　　　　※ボーナス・トラック
マイルス・デイビス（tp）、ジョージ・コールマン（ts）、ハービー・ハンコック（p）、ロン・カーター（b）、トニー・
ウィリアムス（ds）　【録音】1963年7月

絶えず変化を続けるマイルスが新たなる方向性－－フリーバップを示したパリにおけるラ
イヴ盤。ボーナス・トラック1曲も収録。

絶えず変化を続けるマイルスが新たなる方向性――フリー
バップを示したパリにおけるライヴ盤。No.51

SICP 4016
1964年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Mono

マイルス・デイビス

マイルス・デイビス・
イン・ヨーロッパ +1

2001年 DSDマスタリング

Aイントロダクション・バイ・テルヲ・イソノ／Bイフ・アイ・ワー・ア・
ベル／Cマイ・ファニー・ヴァレンタイン／Dソー・ホワット／Eウォー
キン／Fオール・オブ・ユー／Gゴー・ゴー（テーマ＆アナウンスメント）
マイルス・デイビス（tp）、サム・リヴァース（ts）、ハービー・ハンコック（p）、ロン・カーター（b）、トニー・ウィ
リアムス（ds）　【録音】1964年7月

マイルス・デイビスが初めて日本公演を行ったのは1964年7月のこと。30代後半にさし
かかり、プレイヤーとして脂の乗り切った帝王は、サム・リヴァース（サックス）、ハービー・
ハンコック（ピアノ）、ロン・カーター（ベース）、トニー・ウィリアムス（ドラム）という気鋭のメ
ンバーとともに、クインテットとして日本で計6回の公演を行ったが、このアルバムに収め
られているのは東京・厚生年金会館での熱演である。

No.52
帝王、ついに日本の土を踏む－1964年7月、東京におけ
る実況録音。

SICP 4017
1969年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹 
Stereo

マイルス・デイビス

マイルス・イン・トーキョー

2001年 DSDマスタリング

Aソング No.2 ／Bワンス・アポン・ア・サマータイム／Cアオス・
ペス・ダ・クルーズ／Dソング No.1／Eウェイト・ティル・ユー・シー・
ハー／Fコルコヴァード／Gサマー・ナイト　〈ボーナス・トラック〉
Hザ・タイム・オブ・ザ・バラクーダ
マイルス・デイビス（tp）、ギル・エヴァンス・オーケストラ 他　【録音】1962年、1963年

マイルスとギルによるボサ・ノヴァ作品集。リラックスした雰囲気が漂う佳作。マイルスと
ギルのコラボレーションは、これからもジャズが生んだ最高の音楽と認識され続けるだろう。

No.53
マイルスとギルによるボサ・ノヴァ作品集。リラックスし
た雰囲気が漂う佳作。

SICP 4018
1963年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹 
Stereo

マイルス・デイビス

クワイエット・ナイト+1

2001年 DSDマスタリング

2014年2月 26日 発売3月 12日 発売

SICP 4019～20
1982年作品／ Label：Columbia 
解説：中山康樹
Stereo

Disc-1 
Aジャン・ピエール／Bバック・シート・ベティ／Cファスト・トラック／Dジャン・ピエール　〈ボーナス・トラッ
ク〉Eウルスラ／Fアイーダ
Disc-2 
Aマイ・マンズ・ゴーン・ナウ／Bキックス　〈ボーナス・トラック〉Cファット・タイム
マイルス・デイビス（tp）、マーカス・ミラー（el b）、ビル・エヴァンス（ts, ss）、マイク・スターン（el g）、アル・フォスター（ds）、ミノ・シネル（perc）　【録音】1981年

No.54 奇跡のカムバックを果たした帝王。感動の復帰コンサートの模様を収録！

ボストン～ニューヨーク～東京と、6年ぶりの復活と共に来日まで果たしたマイルスのステージを収録したライヴ・アルバムが本作だ。全世界にマイ
ルス旋風が吹き荒れ、あらゆるミュージック・シーンに影響を与えたステージを感動と共に時を越えて共有できる2枚組豪華盤！旧メンバーはアル・フォ
スターだけだが、やはり帝王の存在感はとてつもなく凄い。

マイルス・デイビス

ウィ・ウォント・マイルス+3

2枚組

2014年 DSDマスタリング

全米最大規模を誇るレーベルのひとつ。1910
年代半ばからジャズ・レコードのレコーディング
を開始し、ルイ・アームストロング、デューク・エリ
ントン、ビリー・ホリデイ等の歴史的傑作を発表。
55年にはマイルス・デイビスと契約を結び、その
後もハービー・ハンコック、ウェザー・リポート等
を専属に迎えながら時代に即したジャズ・アルバ
ムを送り続けている。ジョン・ハモンド、ジョージ・
アヴァキャン、テオ・マセロ等、数多くの辣腕プロ
デューサーが去来したことも忘れられない。

コロンビア
Columbia

レーベル
紹介 
01

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004016
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004017
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004018
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004019
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2014年 2月 26日 発売 3月 12日 発売

Aエニシング・ゴーズ／Bラヴ・フォー・セール／Cナイト・アンド・デイ／
D恋とは何でしょう／Eアイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー／Fジャ
スト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス／Gユー・アー・ザ・トップ／Hオール・ス
ルー・ザ・ナイト
デイヴ・ブルーベック（p）、ポール・デスモンド（as）、ジーン・ライト（b）、ジョー・モレロ（ds）
【録音】1965年、1966年

ジャズ界最高峰の人気グループが、アメリカの国民的作曲家にトリビュート。「ナイト・ア
ンド・デイ」、「ラヴ・フォー・セール」、「ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス」をはじめとす
る不朽のコール・ポーター・メロディが、デイヴ・ブルーベック・カルテットならではの洒脱な
サウンドで蘇る。ポール・デスモンドの美しいアルト・サックス、ジョー・モレロの華やかなド
ラムスも大活躍。

人気最高峰のブルーベック・カルテットがコール・ポーターのスタンダードを
華麗にプレイ！ 美脚ジャケットも話題となったセンス溢れる人気のアルバム。No.55

SICP 4021
1967年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三
Stereo

デイヴ・ブルーベック

エニシング・ゴーズ

1999年 DSDマスタリング

Aカプリシャス／Bヒア・アイル・ステイ／Cインサイド・インプ
ロンプチュ／Dユーヴ・カム・ヒア／Eゲット・アウト・オブ・タウン
／Fブルー・ボーイ／Gロンリータウン
ジェリー・マリガン（bs）、トミー・フラナガン（p）、ベン・タッカー（b）、デイヴ・ベイリー（ds）、アレック・
ドーシー（conga, ds）　【録音】1962年6月

バリトン・サックスを一躍ソロ楽器として認識させた功労者ジェリー・マリガンの名作。
1950年代初頭に一大旋風を巻き起こした、いわゆる“ウエスト・コースト・ジャズ”の代表
的人物によるリーダー・アルバムだ。

バリトン・サックスを一躍ソロ楽器として認識させた功
労者ジェリー・マリガンの名作。No.58

SICP 4024
1962年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ジェリー・マリガン

ジェル

2014年 DSDマスタリング 日本初CD化

Aボサ・ノヴァU.S.A. ／B冷たい風／Cトロリー・ソング／D6月によ
せて／Eテンダー・ハート／Fブラザー・フレンド／G明日なき恋／Hカ
ンティガ・ノヴァ・スウィング／Iラメント／Jディス・キャント・ビィ・ラヴ
デイヴ・ブルーベック（p）、ポール・デスモンド（as）、ジーン・ライト（b）、ジョー・モレロ（ds）
【録音】1962年

あの『タイム・アウト』（「テイク・ファイヴ」）に続くデイヴ・ブルーベック・カルテットのヒット・
アルバム。当時流行のきざしを見せていたボサ・ノヴァをいち早く取り入れたタイトル曲を
筆頭に、「トロリー・ソング」、「ディス・キャント・ビィ・ラヴ」といったアメリカン・スタンダー
ドもふんだんにプレイ。ポール・デスモンドのアルト・サックスとボサ・ノヴァ・リズムとの相
性も最高だ。

No.56
1960年代前半、ボサ・ノヴァ・ムーヴメントの中でリリースさ
れた意欲作。洗練されたサウンド、さわやかなプレイが溢れる。

SICP 4022
1963年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹 
Stereo

デイヴ・ブルーベック

ボサ・ノヴァ U.S.A.

1997年 DSDマスタリング

A君はわがすべて／Bスターダスト／Cトゥー・オブ・ア・マインド／Dブライト・オブ・ザ・
ファンブル・ビー／E今宵の君／Fアウト・オブ・ノーホエア　〈ボーナス・トラック〉Gイー
ジー・リヴィング／H君はわがすべて（別テイク）／I今宵の君（別リメイク・ヴァージョン）
／Jアンタイトルド・ブルース・ワルツ1／Kアンタイトルド・ブルース・ワルツ2
ポール・デスモンド（as）、ジェリー・マリガン（bs）、ジョン・ビール（b）、ウェンデル・マーシャル（b）、ジョー・
ベンジャミン（b）、コニー・ケイ（ds）、メル・ルイス（ds） 他　【録音】1962年6～ 8月

美しい音色に定評のあるポール・デスモンドとジェリー・マリガンが抜群の相性を記録した共演
盤。「スターダスト」、「アウト・オブ・ノーホエア」等、スタンダード・ナンバーを素材に流麗なプレイ
を披露する。どこまでも澄み切ったデスモンドのアルト・サックス、ソフトでコクのあるマリガンのバ
リトン・サックスの連携が見事だ。ジム・ホールも参加したタイトル未定のナンバー等、オリジナル・
アルバム未収録曲もたっぷり。ボーナス・トラック5曲収録ヴァージョンは日本盤では初リリース。

No.57
美しい音色に定評のあるポール・デスモンドとジェリー・マリガンが抜群の相
性を記録した共演盤。スタンダード・ナンバーを素材に流麗なプレイを披露。

SICP 4023
1962年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo/Mono

ポール・デスモンド

デスモンド・ミーツ・
マリガン +5

2003年リマスター

Aチュニジアの夜／Bオフ・ザ・ウォール／Cセオリー・オブ・アート／Dク
ドゥント・イット・ビー・ユー／Eエヴァンス
〈ボーナス・トラック〉Fチュニジアの夜（別テイク）／Gオフ・ザ・ウォール（別
テイク）／Hセオリー・オブ・アート（別テイク）
アート・ブレイキー（ds）、ビル・ハードマン（tp）、ジャッキー・マクリーン（as）、ジョニー・グリフィン（ts）
サム・ドッケリー（p）、スパンキー・デブレスト（b）　【録音】1957年4月

ジョニー・グリフィンやジャッキー・マクリーンら人気メンバーをずらりと揃えたジャズ・メッセンジャー
ズの傑作。リーダーのアート・ブレイキーはもちろん絶好調、ソロにサポートに完全無欠のプレイ
でアンサンブルをひきしめる。「チュニジアの夜」は何度も録音されているブレイキーの十八番
だが、当アルバム収録ヴァージョンをベストにあげる識者も多い。ハード・バップの真髄に溢れた、
宝石箱のように輝かしい一枚。ボーナス・トラック3曲収録ヴァージョンは日本盤では初リリース。

No.59
ジョニー・グリフィンやジャッキー・マクリーンら人気メンバーをずらりと揃えたジャズ・
メッセンジャーズの傑作。ハード・バップの真髄に溢れた、宝石箱のように輝かしい一枚。

SICP 4025
1957年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Mono

アート・ブレイキー＆
ジャズ・メッセンジャーズ

チュニジアの夜 +3

2001年リマスター

アメリカ国民芸術文化勲章、グラ
ミー賞特別功労賞など数多くの
栄誉に輝くピアニスト/作曲家。
ジャズとクラシックの融合、ジャズ
と変拍子の融合に積極的に取り
組み、「イン・ユア・オウン・スウィー
ト・ウェイ」やミリオン・セラー曲「テ
イク・ファイヴ」等、無数の代表曲
を持つ。オバマ大統領は幼少の
頃、ハワイで初めて彼のライヴを
聴き、すっかりジャズに魅せられて
しまったという。

Jazz Giants 6 Dave Brubeck

デイヴ・ブルーベック

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004021
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004022
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004023
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004024
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004025
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Aあなたは恋を知らない／Bアイム・スルー・ウィズ・ラヴ／Cラヴ・ウォークド・イン／Dユー・ベター・ゴー・
ナウ／Eアイ・マリード・アン・エンジェル／Fラヴ／Gアイ・ラヴ・ユー／Hホワット・ア・ディファレンス・ア・
デイ・メイド／Iホワイ・シュドント・アイ？／Jア・リトル・デュエット・フォー・ズート・アンド・チェット
／Kザ・ウィンド／Lトリックリーディドリアー　〈ボーナス・トラック〉Mあなたは恋を知らない（別テイク）
／Nユー・ベター・ゴーナウ（別テイク）／Oア・リトル・デュエット・フォー・ズート・アンド・チェット（別テイク）
チェット・ベイカー（tp）、ズート・シムズ（ts）、ジャック・モントローズ（ts）、バド・シャンク（as）、ラス・フリー
マン（p）、ジョー・モンドラゴン（b）、シェリー・マン（ds）　【録音】1953年、1954年

甘いマスクとヴォーカルで女性に人気抜群のチェット・ベイカーがソニー・ミュージックに残
したアルバムに3曲のボーナス・トラックも収録。弱冠23歳のチェットがストリングスをバッ
クに朗々とトランペットで数々のスタンダードを歌いあげる、静かな夜にぴったりのムード
溢れるウェスト・コースト・ジャズ。

No.64
甘いマスクとヴォーカルで女性に人気抜群のチェット・ベイカーがソ
ニー・ミュージックに残したアルバムに3曲のボーナス・トラックも収録。

SICP 4030
1954年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

チェット・ベイカー

チェット・ベイカー＆
ストリングス +3

2001年リマスター

Aザ・サクリファイス／Bクバノ・チャント／Cオスカリプソ／Dニカズ・テ
ンポ／Eディーズ・ジレンマ／Fジャスト・フォー・マーティー　〈ボーナス・トラック〉
GリルT／Hザ・ニュー・メッセージ Tk.1 ／Iザ・ニュー・メッセージ Tk.3 
アート・ブレイキー（ds）、ビル・ハードマン（tp）、アイラ・サリヴァン（tp）、ジャッキー・マクリーン（as）、ケ
ニー・ドリュー（p）、ウィルバー・ウェア（b） 他　【録音】1956年6月、12月、1957年2月

約35年にわたってモダン・ジャズの名門バンド“アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャー
ズ”のリーダーを務めたアート・ブレイキー。自身のドラマー・打楽器奏者としてのルーツを
確認するかのような、一連の“アフロ・ドラムもの”の先陣を切る作品。

自身のドラマー・打楽器奏者としてのルーツを確認するか
のような、一連の“アフロ・ドラムもの”の先陣を切る作品。No.60

SICP 4026
1957年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

アート・ブレイキー＆
ジャズ・メッセンジャーズ

ドラム組曲+3

2014年 DSDマスタリング 日本初CD化

A一晩中踊れたら／B君住む街角／Cゼア・バット・フォー・ユー・ゴー・アイ／D風のマライ
ア／Eアイ・トーク・トゥ・ザ・トリーズ／F恋したみたい　〈ボーナス・トラック〉Gア・ナイト・アッ
ト・トニーズ（テイク3）／Hア・ナイト・アット・トニーズ（テイク4）／Iソーシャル・コール（テ
イク4）／Jソーシャル・コール／Kオフ・ザ・ウォール（テイク5）／Lクドゥント・イット・ビー・
ユー（テイク3）
アート・ブレイキー（ds）、ビル・ハードマン（tp）、ジョニー・グリフィン（ts）、サム・ドッカリー（p）、スパンキー・
デブレスト（b） 他　【録音】1957年3月、4月

1957年、あの『モーニン』録音を翌年に控えたジャズ・メッセンジャーズが、当時一世を風
靡していたミュージカル作曲家チーム“ラーナー＆ロウ”のヒット・ナンバーを演奏した一枚。
『マイ・フェア・レディ』からの「一晩中踊れたら」や「君住む街角」等、おなじみのナンバー
をソウルフルかつファンキーなモダン・ジャズに衣替えしている。若きジョニー・グリフィンの
テナー・サックスも圧倒的だ。本邦初収録となる貴重なボーナス・トラック6曲収録。

No.61
1957年、当時一世を風靡していたミュージカル作曲家チーム“ラーナー＆ロウ”
のヒット・ナンバーをソウルフルかつファンキーなモダン・ジャズで聴かせる一枚。

SICP 4027
1957年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo/Mono

アート・ブレイキー＆
ジャズ・メッセンジャーズ

プレイ・ラーナー・
アンド・ロウ +6

2014年 DSDリマスター

Aリトル・スージー／Bバイ・マイセルフ／Cブルース・フォー・ノーリン／
Dムーン・フェイスド、スターリー・アイド／Eビッグ・バディ／Fウィロー・
ウィープ・フォー・ミー／Gグリーンスリーヴス／Hソー・イン・ラヴ／Iイフ・
アイ・キャン・ジャスト・メイク・イット／Jミスティ
レイ・ブライアント（p）、トミー・ブライアント（b）、ガス・ジョンソン（ds）、エディ・ロック（ds）
【録音】1959年、1960年

Aシルヴァーズ・ブルー／Bトゥ・ビート・オア・ノット・トゥ・ビート／
Cハウ・ロング・ハズ・ジス・ビーン・ゴーイン・オン／Dアイル・ノウ／
Eシャウティン・アウト／Fハンクス・チューン／G夜は千の眼を持つ
ホレス・シルヴァー（p）、ドナルド・バード（tp）、ジョー・ゴードン（tp）、ハンク・モブレイ（ts）、ダグ・ワトキ
ンス（b）、ケニー・クラーク（d）、アート・テイラー（d）　【録音】1956年

滑らかさと粒立ちの良さを兼ね備えた美しいピアノ・タッチ、ブルースやゴスペルからの影
響を感じさせるコクのあるフレーズ、同年代のピアニストとは段違いに活用される左手。
魅力の尽きない名ピアニスト、レイ・ブライアントの隠れた名盤。プロデューサーにジョン・
ハモンド。

ファンキー・ジャズ界の帝王がEPICに残した貴重なリーダー・アルバム。参加メンバーもハード・
バップの名手揃い。アート・ブレイキーが“アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ”を結成し、
ホレス・シルヴァーは“ホレス・シルヴァー・クインテット”を立ち上げた。本作『シルヴァーズ・ブルー』
はメッセンジャーズ脱退からクインテット結成（56年8月、フィラデルフィアのジャズ・クラブ「ブルー
ノート」で旗揚げ）にいたるまでのシルヴァーを捉えたドキュメント的作品といっていいだろう。

No.62 No.63
ジョン・ハモンドのプロデュースによるレイ・ブライアン
トのピアノ・トリオによる隠れ名盤。

ファンキー・ジャズ界の帝王がEPICに残した貴重なリー
ダー・アルバム。参加メンバーもハード・バップの名手揃い。

SICP 4028
1960年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

SICP 4029
1956年作品／ Label：epic ／解説：原田和典 
Mono

レイ・ブライアント ホレス・シルヴァー

リトル・スージー シルヴァーズ・ブルー

1997年リマスター 1999年 DSDマスタリング

2014年2月 26日 発売3月 12日 発売

2004年の合併まで、全米レコード業界のシェア
をコロンビアと二分していた大レーベル。コロン
ビアとほぼ同時期にジャズの吹き込みを始め、
30年代から40年代にかけてグレン・ミラー、ベ
ニー・グッドマン、トミー・ドーシーらスイング・ジャ
ズ系アーティストのリリースで大成功を収めた。
60年代にはソニー・ロリンズやゲイリー・バート
ン、ニーナ・シモンらと専属契約を結んでいる。
Bluebird、Vik、X、Novus等の別レーベルにも、
充実したジャズ・アイテムが揃っている。

RCA
レーベル
紹介 
02

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004026
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004027
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004028
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004029
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004030
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2014年 2月 26日 発売 3月 12日 発売

Aセロニアス（テイク1）／Bアグリー・ビューティー（テイク5）／Cレイズ・フォー
／Dブー・ブーズ・バースデイ（テイク11）／Eイージー・ストリート／Fグリーン・
チムニーズ／Gイン・ウォークド・バド　〈ボーナス・トラック〉Hアグリー・ビューティー
（テイク4）／Iブー・ブーズ・バースデイ（テイク2）／Jセロニアス（テイク3）
セロニアス・モンク（p）、チャーリー・ラウズ（ts）、ラリー・ゲイルズ（b）、ベン・ライリー（ds）、ジョン・ヘン
ドリックス（vo #7）　【録音】1967年、1968年

ユニークなジャケットも話題を呼んだ（グラミー賞の最優秀アルバム・カヴァー賞を獲得）
鬼才セロニアス・モンク、円熟期の佳作。お気に入りのサックス奏者チャーリー・ラウズと
の共演だけではなく、ピアノ・トリオ編成によるナンバー、歌手ジョン・ヘンドリックスのゲ
スト参加など、曲ごとに趣向を変えて楽しませる。「グリーン・チムニーズ」、愛娘に捧げた
「ブー・ブーズ・バースデイ」など書き下ろし曲も充実。

インパクトある表紙が印象的な、気力・創造性ともに最も輝ける時代の最後を飾った充実の
アルバム。表紙は68年グラミー賞を受賞、ジャケット買いしたファンが続出したという名作。No.67

SICP 4034
1968年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

セロニアス・モンク

アンダーグラウンド+3

2003年リマスター

Aハッケンサック／B二人でお茶を／Cクリス・クロス／Dエロネル／Eリズマ
ニング／Fドント・ブレイム・ミー（リテイク1）／Gシンク・オブ・ワン／Hクレパス
キュール・ウィズ・ネリー　〈ボーナス・トラック〉Iパノニカ（テイク2）／Jカミング・
オン・ザ・ハドソン（テイク3）／K二人でお茶を（テイク9）／L エロネル（テイク3）
セロニアス・モンク（p）、チャーリー・ラウズ（ts）、ジョン・オー（b）、フランキー・ダンロップ（ds）
【録音】1962年、1963年

“ザ・ユニーク”ことセロニアス・モンクが、伝説の初来日公演の直前に完成させた
Columbia 移籍第2弾。テナー・サックス奏者チャーリー・ラウズとのコンビネーションは
更なる高みに達し、タイトル曲や「リズマニング」等の定番が次々と新アレンジによって
蘇る。モンクはまた、「ドント・ブレイム・ミー」では絶品のソロ・ピアノを披露。モンク入門に
も絶好の、飛び切りポップでグルーヴィーな内容を持つアルバムだ。

No.68
モンク最高傑作の1枚として、またモンク入門にも最適なアルバム。
ドライヴ感溢れるサウンドで、モンクのピアノの魔法のとりこに…

SICP 4035
1963年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹 
Stereo

セロニアス・モンク

クリス・クロス+3

2003年リマスター

SICP 4031～ 32
1977年作品／ Label：Columbia 
解説：原田和典
Mono

Disc-1
 Aワフー／Bラウンド・ミッドナイト／Cディス・タイム・ザ・ドリームズ・オン・ミー／Dディジー・アトモスフィ
アー／Eチュニジアの夜／Fムーヴ／Gザ・ストリート・ビート
Disc-2 
Aアウト・オブ・ノーホェア／Bリトル・ウィリー・リープス／ 52番街のテーマ／Cオーニソロジー／D四月
の想い出／52番街のテーマ／Eエンブレイサブル・ユー／Fクール・ブルース／52番街のテーマ

チャーリー・パーカー（as）、ファッツ・ナヴァロ（tp）、バド・パウエル（p）、カーリー・ラッセル（b）、アート・ブレイキー（d）、チャビー・ニューサム（vo）［DISC2⑤］、ウォルター・
ビショップ（p）　【録音】1950年6月

No.65 バド・パウエルやファッツ・ナヴァロを率いてのNYバードランドの一夜。ジャズ史に輝くバードの伝説が、鮮やかに甦る！

1950年、ニューヨークのジャズ・クラブ「バードランド」では天才たちの宴が繰り広げられていた。アルト・サックス奏者チャーリー・パーカー、トランペッ
ト奏者ファッツ・ナヴァロ、ピアノ奏者バド・パウエルが一堂に会したステージを、ここまで克明に捉えた記録はほかにない。しかもサポートを務める
のはカーリー・ラッセル（ベース）とアート・ブレイキー（ドラムス）だ。そう、54年に同じクラブで収録されたブレイキー名義の傑作『バードランドの夜』の
リズム隊である。それだけで演奏の質は保証されたようなものだが、ここにはどんな予想も上回る熱く激しく燃えあがるパフォーマンスが収められてい
ると断言したい。音楽の神に愛された面々が観客を前にエンジンを全開すると、こんなにすさまじい世界が生まれるという好例だ。

チャーリー・パーカー

ワン・ナイト・イン・バードランド

2枚組

2014年 DSDマスタリング

Aゼアル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー／Bコスクレイン／C虹
の彼方に／Dブルース・フォー・ベシー／Eタイム・ウォズ／Fト
プシー・ターヴィ／Gラッシュ・ライフ／Hエレジー／Iゼイ・ディ
ドント・ビリーヴ・ミー／J波止場にたたずみ／Kジャンプ・シティ
バド・パウエル（p）、ジョージ・デュヴィヴィエ（b）、アート・テイラー（ds）　【録音】1956年10月

チック・コリアやキース・ジャレット等、数多くの後進から尊敬を受ける“モダン・ジャズ・ピ
アノの父”バド・パウエルが円熟期に残した作品。バックを務めるジョージ・デュヴィヴィエ、
アート・テイラーは当時、日常的に共演していたメンバーで、そのコンビネーションは申しぶ
んがない。「虹の彼方に」、「ラッシュ・ライフ」等の名曲を、ワン＆オンリーのピアノ・タッチ
で奏でている。

“モダン・ジャズ・ピアノの父”バド・パウエルが円熟期に残した作品。「虹の彼方に」、
「ラッシュ・ライフ」等の名曲を、ワン＆オンリーのピアノ・タッチで奏でている。No.66

SICP 4033
1957年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Mono

バド・パウエル・トリオ

ストリクトリー・パウエル

2004年リマスター

デューク・エリントン直系の打楽器
的ピアノ・スタイルと、ユニークそ
のもののメロディ作りで不滅の支
持を集める超個性派。1940年代
からニューヨークのジャズ界で活
躍し、「ラウンド・ミッドナイト」、「ブ
ルー・モンク」等、いくつもの名曲
を発表。没後7年を経た89年に
は、クリント・イーストウッド監督の
伝記映画「ストレート・ノー・チェイ
サー」が公開された。ドナルド・フェ
イゲン、キャプテン・ビーフハート、
スティング等、ロック～ポップス界
からの支持も厚い。

Jazz Giants 7 Thelonious Monk

セロニアス・モンク

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004031
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004033
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004034
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004035
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A夢であいましょう／B二人でお茶を／Cファイン・アンド・ダンディ／Dスウィート・
ロレイン／Eメアリーの仔羊／F本当かしら／Gブルース・イン・C♯マイナー／Hウォー
ミン・アップ／Iフー・ラヴズ・ユー／Jジーズン・ザットン・ゾーズ／Kイーニー・ミーニー・
メイニー・モー／Lウィズ・ジー・アイ・スウィング／Mシュガー・プラム／Nシングス・アー・
ルッキング・アップ／Oリズム・イン・マイ・ナーズリー・ライムズ／Pセイリン
テディ・ウィルソン（p）、ヒズ・オールスターズ　【録音】1935～ 1937年

Aセイヴ・イット・プリティ・ママ／Bバイ・バイ・ベイビー／Cスモー
ク・リングス／Dシュー・シャイン・ボーイ／Eザ・スタンリー・スティー
マー／Fバーニーズ・チューン／Gドリーム・オブ・ユー
アール・ハインズ（p）、リチャード・デイヴィス（b）、エルヴィン・ジョーンズ（ds）　【録音】1966年1月

スイング・ジャズのNo.1ピアニスト、テディ・ウィルソンがキラ星のごときメンバーと吹き込
んだ通称ブランズウィック・セッションをCD化。香り高いピアノのサポートを受け、ビリー・
ホリデイ、ベニー・グッドマン、ジョニー・ホッジス、ロイ・エルドリッジ等が最高の演唱を聴
かせる。「ブルース・イン・C♯マイナー」はあらゆるジャズの歴史書に登場するといっても
過言ではない、いわくつきの名演。

20世紀前半から活動を続けた“ジャズ・ピアノの父”ハインズが、録音当時の若手トップ・
ミュージシャンであるエルヴィン・ジョーンズ（ジョン・コルトレーン・カルテット）、リチャード・
デイヴィス（エリック・ドルフィー・クインテット）と組んだ空前絶後のオールスター・レコーディ
ング。ジャズの伝統に敬意を寄せるリズム・セクションと、常に前向きなハインズのアプロー
チが一体化して、ジャズ史上に残る作品が生まれた。

No.73 No.74
スムースで落ち着いたスタイルのピアノで幅広いファンを持
つテディ・ウィルソンが1930年代中期に残した往年の名盤。

20世紀前半から活動を続けた“ジャズ・ピアノの父”ハインズが、エルヴィ
ン・ジョーンズ、リチャード・デイヴィスと吹き込んだジャズ史上に残る一枚。

SICP 4040
1973年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

SICP 4041
1966年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

テディ・ウィルソン アール・ハインズ

テディ・ウィルソン＆
ヒズ・オールスターズVol.1 ヒア・カムズ

2000年 DSDマスタリング 2002年リマスター

Aルルズ・バック・イン・タウン／Bメモリーズ・オブ・ユー／Cスタッフィー・ターキー／
Dブレイクス・セイク／Eナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット（テイク3）／
Fシャッフル・ボイル（リテイク）　〈ボーナス・トラック〉Gエピストロフィ（テイク1）／
Hナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット（テイク2）／Iシャッフル・ボイル（テイク5）
セロニアス・モンク（p）、チャーリー・ラウズ（ts）、ブッチ・ウォーレン（b）、ベン・ライリー（ds）
【録音】1964年1月～ 3月

アメリカが世界に誇る雑誌「タイム」の表紙に選ばれたことを記念して制作された、60
年代セロニアス・モンクの代表的一枚。「ブレイクス・セイク」、「シャッフル・ボイル」など
通好みの自作曲と、「ルルズ・バック・イン・タウン」、「メモリーズ・オブ・ユー」といったスタ
ンダード・ナンバーをバランスよく配した構成。レギュラー・カルテットによる演奏はもちろん、
ソロ・ピアノによる2曲も実に味わい深い。

モンクの時代到来を告げる、60年代の代表作。米「タイム」誌の表紙を飾り、世界中
で演奏活動を行った“魔法のような年”といわれる充実の64年に録音された名盤。No.69

SICP 4036
1964年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

セロニアス・モンク

イッツ・モンクス・タイム+3

2003年リマスター

Aサックス・フィフス・アヴェニュー／Bレディ・ルディ／Cカベザ／Dツイン・ファ
ンキーズ／Eリブ・ロースト／Fハイ・ステッピング・ビゼー／Gフォー・フライ
ツ・アップ／Hディグ・ユア・P・アンド・Q／Iドライ・チョップス・イン・ザ・ムー
ンライト／Jウナ・モメント／Kポッツビル・U.S.A.／Lフランク・ザ・バーバー
フィル・ウッズ（as）、ジーン・クイル（as）、ソル・シュリンガー（bs）、デイヴ・マッケンナ（p）、バディ・ジョー
ンズ（b）、シャドー・ウィルソン（ds）　【録音】1956年3月

50年代のニューヨーク・ジャズを彩った名アルト・サックス・コンビ、フィル・ウッズ＆ジーン・
クイルの発足第1弾。チャーリー・パーカーへの敬愛を根底に、情熱的なアドリブ・ソロと
巧みなアンサンブルを両立させたサウンドを展開する。オリジナル曲を中心とした内容
は、まさしく当時のフィル＆クイルが目指していたジャズの方向性そのもの。名ピアニスト、
デイヴ・マッケンナを中心とするサイドメンも充実。

No.70
50年代のニューヨーク・ジャズを彩った名アルト・サックス・コンビ、フィル・
ウッズ＆ジーン・クイルの代表的名盤。スリリングなアルト・バトルは必聴！

SICP 4037
1957年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Mono

フィル・ウッズ＝ジーン・クイル

フィル・アンド・クイル

2003年リマスター

A恋の味を御存知ないのね／Bリル・ラウジン／Cステラ・バイ・
スターライト／Dビリーズ・ブルース／Eラウゼズ・ポイント／Fノー・
グレーター・ラヴ
チャーリー・ラウズ（ts）、ビリー・ガードナー（p）、ベック・モリソン（b）、デイヴ・ベイリー（ds）
【録音】1960年

Aユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ／Bノー・モ
ア・タイム／Cアイ・サレンダー、ディア／Dイフ・アイ・ハド・ユー
／Eドント・テイク・ユア・ラヴ・フロム・ミー／Fソリロキュイ
エロール・ガーナー（p）　【録音】1957年2月6日 NY

セロニアス・モンク四重奏団のテナー・マンが残した代表的傑作。ビリー・ガードナーのブ
ロック・コードが光るピアノ・トリオをバックに趣味のよいモダンジャズが楽しめる。

彼がリズム・セクションの伴奏を離れ、ただひとりで思いのままにピアノと戯れたファン垂
涎の作品。抜群のリズム感、そして歌心。ピアノという楽器が、まるで彼の手足のように操
られている。“ザ・マジシャン”と呼ばれたのも納得、これこそまさにピアノの魔術師である。

No.71 No.72
セロニアス・モンク四重奏団のテナー・マンが残した代表
的傑作。

リズム・セクションの伴奏を離れ、ただひとりで思いのま
まにピアノと戯れたファン垂涎の作品。

SICP 4038
1961年作品／ Label：epic ／解説：原田和典 
Stereo

SICP 4039
1958年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

チャーリー・ラウズ エロール・ガーナー

ヤー！ ソリロキュイ

1999年 DSDマスタリング 2014年 DSDマスタリング 日本初CD化

2014年2月 26日 発売3月 12日 発売

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004036
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004037
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004038
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004039
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004040
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004041
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2014年 2月 26日 発売 3月 12日 発売

Aアメリカの空／Bネイティヴ・アメリカンズ／Cザ・グッド・ライフ／Dバースデイズ・アンド・フュー
ネラルズ／Eドリームス／Fサウンズ・オブ・スカルプチュア／Gホリデイ・フォー・ヒーローズ／Hオール・
オブ・マイ・ライフ／Iダンサーズ／Jザ・ソウル・ウィズイン・ウーマン／Kジ・アーティスト・イン・ア
メリカ／Lザ・ニュー・アンセム／Mプレイス・イン・スペイス／Nフォリナー・イン・ア・フリー・ランド
／Oシルヴァー・スクリーン／Pポエトリー／Qザ・メン・フー・リヴ・イン・ザ・ホワイト・ハウス／Rラヴ・
ライフ／Sザ・ミリタリー／Tジャム・セッション／Uサンディ・イン・アメリカ
オーネット・コールマン（as）、ロンドン交響楽団　【録音】1972年4月

このアルバム抜きにオーネット・コールマンは語ることはできない。彼の作曲家としての真
骨頂が捉えられたロンドン・レコーディングがこれだ。シンフォニー・オーケストラとの共演で、
ジャンルやカテゴリーといった言葉を超越した雄大な音楽が全編にわたって展開されて
いる。名曲「ザ・グッド・ライフ」が収められているほか、7曲ではオーネット自身によるサッ
クス演奏も楽しめる。

偉大なるジャズ・レジェンド、オーネット・コールマン最
大の問題作。ロンドン交響楽団との壮大な饗宴。No.75

SICP 4042
1972年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

オーネット・コールマン

アメリカの空

2000年デジタル・リマスター

Aキング・ポーター・ストンプ／Bゼア・カムズ・ア・タイム／Cメイクス・ハー・ムーヴ／Dリトル・
ウイング／Eザ・ミーニング・オブ・ザ・ブルース／Fアフタマス・ザ・フォース・ムーヴメント～
チルドレン・オブ・ザ・ファイア／Gアニタズ・ダンス　〈ボーナス・トラック〉Hジョイ・スプリン
グ／Iソー・ロング／Jバザード・ヴァリエーション（「ポーギーとベス」より）
ギル・エヴァンス（reader, p）、ジョージ・アダムス（ts）、デヴィッド・サンボーン（as, fl）、マーヴィン・ピーターソン（tp, 
vo）、川崎燎（g）、ビリー・ハーパー（ts, fl）、ハワード・ジョンソン（bs, bcl, tub）、ルー・ソロフ（tp）、ピート・レヴィン（syn, 
org）、ピーター・ゴードン（frh）、トム・マローン（tb, tub, syn, picc）、トニー・ウィリアムス（ds） 他　【録音】1976年

マイルス・デイビスからスティングまで、あらゆる鬼才を魅了した“音の魔術師”ギル・エヴァンスによる究
極のエレクトリック・アンサンブル・ジャズ。ギルの編曲はデヴィッド・サンボーン、トニー・ウィリアムス、ジョー
ジ・アダムスといった精鋭たちを見事に操り、これまで体験したことのない世界にリスナーを連れてゆく。
ジミ・ヘンドリックス作「リトル・ウイング」の感動的なカヴァー・ヴァージョンも収録。「ザ・ミーニング・オブ・ザ・
ブルース」のロング・ヴァージョンと3曲のボーナス・トラックを収録した内容では日本盤初リリースとなる。

“音の魔術師”ギル・エヴァンスによる究極のエレクトリック・アンサンブル・ジャ
ズ。これまで体験したことのない世界にリスナーを連れてゆく、ギルの最高傑作。No.77

SICP 4045
1976年作品／ Label：RCA／解説：中山康樹
Stereo

ギル・エヴァンス

時の歩廊 +3

2014年 DSDマスタリング

Aオフ・コース、オフ・コース／Bザ・ソング・マイ・レディ・シングス／Cザ・ベスト・シング・
フォー・ユー／D過ぎし夏の想い出／Eアペックス／Fワン・フォー・ジョアン／Gゴーイン・トゥ・
メンフィス／Hヴォイス・イン・ザ・ナイト／I3階のリチャード　〈ボーナス・トラック〉Jイースト・
オブ・ザ・サン（アンド・ウェスト・オブ・ザ・ムーン）／Kアイランド・ブルース／Lサン・ダンス
チャールス・ロイド（ts, fl）、ガボール・ザボ（g）、ロン・カーター（b）、トニー・ウィリアムス（ds）、アルバート・ス
ティンソン（b）［⑪⑫］、ピート・ラロカ（ds）［⑫］、ロビー・ロバートソン（g）［⑫］　【録音】1964年、1965年

現在では「ラスト・ジャズ・ジャイアンツ」の一人に数えられるテナー・サックス／フルートの巨匠チャールス・ロイドだが、な
んといっても無名時代のキース・ジャレット（ピアノ）とジャック・デジョネット（ドラムス）を起用し、「ザ・ファースト・サイケデリッ
ク・ジャズ・グループ」として、ジャズ・ファンのみならずロック・ファンの間でも絶大な人気を呼んだ伝説のグループのリーダー
として広く知られ、語り継がれている。今回のシリーズで登場する『オフ・コース、オフ・コース』は、そのロイドがサイケデリッ
クな方向に舵を切る直前の、いわば純ジャズ時代の演奏を収録したアルバム。もっとも「純ジャズ」とはいうもののロイ
ドの音楽性は従来のジャズの概念に収まるようなものではなく、あらゆる方向に向けて可能性の扉が開かれている。

「ラスト・ジャズ・ジャイアンツ」の一人に数えられるテナー・
サックス／フルートの巨匠チャールス・ロイドの傑作アルバム。No.78

SICP 4046
1965年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

チャールス・ロイド

オフ・コース、オフ・コース+3

2014年 DSDマスタリング 日本初CD化

SICP 4043～ 4
1965年作品／ Label：Columbia 
解説：原田和典
Stereo

Disc-1 
Aチャパカ組曲 Part1 ／Bチャパカ組曲 Part2
Disc-2 
Aチャパカ組曲 Part3 ／Bチャパカ組曲 Part4
オーネット・コールマン（as）、ファラオ・サンダース（ts）、デヴィッド・アイゼン（b）、チャールズ・モフェット（ds） 他　【録音】1965年6月

No.76 オーネットのキャリアにおける最大の問題作。ファラオ・サンダースも参加したオーケストラとの共演による必聴盤。

ジャズの革命児ことオーネット・コールマンが、コンラッド・ルークス監督の「チャパカ」のために制作したものの、結局は映画に採用されなかったという
“幻のサウンド・トラック”。当時のレギュラー・グループに木管アンサンブルを加えた特別編成で、オーネットは約80分に渡って猛烈なプレイを繰り
広げる。彼のサックス奏者としての実力と魅力がふんだんに収められた、これぞファン垂涎の2枚組。

オーネット・コールマン

チャパカ組曲

2枚組

2014年 DSDマスタリング

コロンビアの別レーベルとして1953年に発足。
当時はジャズとクラシック限定のリリースだった。
レイ・ブライアント、チャーリー・ラウズ、デイヴ・パ
イク等が傑作を残しているが、1930～40年代
の吹き込みを再構成した、いわゆる猫ジャケ・シ
リーズの人気も高い（今回、全作品復刻）。

エピック
epic

レーベル
紹介 
03

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004042
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004043
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004045
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004046
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Aデロネーのジレンマ／Bマンデイ・イン・ミラノ／Cナチュラル・
アフェクション／D火星からの訪問者／E 二度東三度西／Fリラ
／Gサッシャのマーチ／Hタイム・フォー・ティアーズ
ジョン・ルイス（p）、マイケル・ムーア（b）、コニー・ケイ（ds）　【録音】1976年12月

A ラ・フィエスタ／ B500マイルズ・ハイ／ C キャプテン・マーヴェル／
Dタイムズ・ライ／Eラッシュ・ライフ／Fデイ・ウェイヴス　〈ボーナス・
トラック〉Gクリスタル・サイレンス／Hキャプテン・マーヴェル（別テイク）
／I500マイルズ・ハイ（別テイク）
スタン・ゲッツ（ts）、チック・コリア（p）、スタンリー・クラーク（bs）、トニー・ウィリアムス（ds）、アイアート・
モレイラ（perc）　【録音】1972年3月

ジャズ史上に光り輝くグループ、モダン・ジャズ・カルテット（MJQ）。そのピアニストで音
楽監督だったジョン・ルイスが、MJQ解散から3年後に発表したリーダー作。MJQの
ドラマーだったコニー・ケイを含むピアノ・トリオ編成で、「二度東三度西」や「デロネーの
ジレンマ」等のオリジナル曲を次々とプレイ。ニュアンスに富んだピアノ・タッチ、深いブ
ルース・フィーリングを満喫することができる。

“スタン・ゲッツ・ミーツ・リターン・トゥ・フォーエヴァー（RTF）”というべき一枚。サポートに
はRTF結成直後のチック・コリア、スタンリー・クラークらが参加、しかも天才トニー・ウィリ
アムスがドラムスを叩く。タイトル曲を筆頭に、「ラ・フィエスタ」、「500マイルズ・ハイ」など
RTFの演奏でも知られるナンバーを巨星テナー・サックス奏者が次々と“ゲッツ流”に衣
替え。これぞまさにドリーム・プロジェクト！　日本盤CD初リリース。ボーナス・トラック3曲収録。

No.83 No.84
MJQの音楽的リーダー、ジョン・ルイスによる限りなく耽美で心地
よいタッチを堪能するテオ・マセロ・プロデュース作品。世界初ＣＤ化。

“スタン・ゲッツ・ミーツ・リターン・トゥ・フォーエヴァー（RTF）”というべき一枚。RTF
結成直後のチック・コリア、スタンリー・クラークらが参加。まさにドリーム・プロジェクト！

SICP 4051
1977年作品／ Label：SMJI ／解説：原田和典 
Stereo

SICP 4052
1972年作品／Label：Columbia ／解説：中山康樹 
Stereo

ジョン・ルイス スタン・ゲッツ

情景 キャプテン・マーヴェル +3

2014年 DSDマスタリング 世界初ＣＤ化 2003年リマスター　 日本初CD化

Aアイランド・ブルース／Bカルカラ／Cロング・タイム、ベイビー／Dイースト・
オブ・ザ・サン（アンド・ウエスト・オブ・ザ・ムーン）／Eラヴ・テーマ・フロム“イン・ハー
ムズ・ウェイ”／Fサン・ダンス／Gユー・ノウ（フロム“エッコ”）／Hワン・フォー・
ジョアン／Iフリーダム・トラベラー（パート1 プレイヤー）（パート2 ジャーニー）
チャールス・ロイド・クインテット（①～⑦）、チコ・ハミルトン・クインテット・フィーチャリング・チャール
ス・ロイド（⑧⑨）　【録音】1964年、1965年、1968年

ジャズの世界にとって「感嘆符つきの発見」だったテナー・サックス／フルート奏者チャー
ルス・ロイド。自身のクインテットも素晴らしいし、チコ・ハミルトン・クインテットでの演奏も
また格別だ。

ジャズの世界にとって「感嘆符つきの発見」だったテナー・サッ
クス／フルート奏者チャールズ・ロイドの名作を日本初CD化。No.79

SICP 4047
1968年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

チャールス・ロイド

ニルヴァーナ

2014年 DSDマスタリング 日本初CD化

Aバタフライ／Bシフトレス・シャッフル／Cアイ・ソウト・イット・
ワズ・ユー
ハービー・ハンコック（key, vo）、ベニー・モウピン（ts, ss）、ポール・ジャクソン（b）、ビル・サマーズ（perc）、
レイ・オビエド（g）、ウェブスター・ルイス（key）、アルフォンス・ムザーン（ds）　【録音】1978年10月

今では伝説となった1978年の来日ツアー中、急遽実現したスタジオ・レコーディング。名
盤『ヘッド・ハンターズ』にも参加していたベニー・モウピンやポール・ジャクソン、そして初
代ウェザー・リポートのドラマーであったアルフォンス・ムザーン他と共に、究極のジャズ・
ファンクというべき熱演を繰り広げている。名曲「バタフライ」、「アイ・ソウト・イット・ワズ・
ユー」の再演も話題。

No.80
大ヒット・ナンバー「バタフライ」のリメイクを収録し、ヴォコーダー導入によりダンス・フィーリン
グを全面的に取り入れた記念碑的アルバム。78年来日時東京でのレコーディングも話題となった。

SICP 4048
1979年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹 
Stereo

ハービー・ハンコック

ダイレクトステップ

1998年 DSDマスタリング

A処女航海／Bドルフィン・ダンス（デューク・エリントンに捧ぐ）
／Cノブ／Dカンタロープ・アイランド
ハービー・ハンコック（solo keyboard）　【録音】1974年7月29日新宿厚生年金会館ホール

Aワン・オブ・ア・カインド／Bサード・ブレーン／Cジェシカ／Dロー
ラ／Eダーツ／Fドロレス／Gリトル・ワルツ／Hバードライク
ハービー・ハンコック（p）、ウェイン・ショーター（ss, ts）、フレディ・ハバード（tp）、ロン・カーター（b）、ト
ニー・ウィリアムス（ds）　【録音】1977年7月16日、18日

『ヘッド・ハンターズ』の大ヒットに沸く1974年、無人の新宿厚生年金会館で吹き込んだ
貴重な無伴奏ソロ・アルバム。前半はアコースティック・ピアノで名曲「処女航海」と「ド
ルフィン・ダンス」を演奏、後半はエレクトリック楽器を駆使しながら｢カンタロープ・アイラ
ンド｣等を聴かせる。ハービーの持つ幅広い音楽性、類稀な柔軟性がコンパクトに封じ
込められた一枚。

ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ロン・カーター、トニー・ウィリアムス、フレディ・
ハバードが期間限定で組んだ夢のユニット“V.S.O.P.ザ・クインテット”が唯一、開催し
た全米ツアーからの記録。「サード・プレーン」、「バードライク」等、各メンバーが代表曲
や書き下ろしを持ちより、アコースティック・ジャズのエッセンスに溢れたプレイで魅了する。
観客の熱狂的な反応も聴き逃せない。

No.81 No.82
ハービー初のキーボード・ソロ・アルバム。前半はピアノ、後半はシンセ、エレピ
のソロを収録。74年来日中に実現した、ファンにとっても思い出深いアルバム。

この史上最強の5人による77年、衝撃の全米ツアーのも
ようをとらえたエキサイティングなライヴがこの1枚に！

SICP 4049
1974年作品／ Label：SMJI ／解説：中山康樹 
Stereo

SICP 4050
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典 
Stereo

ハービー・ハンコック V.S.O.P. ザ・クインテット

デディケーション ライヴ・イン・USA

1997年 DSDマスタリング 2007年 DSDマスタリング

2014年2月 26日 発売3月 12日 発売

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004047
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004048
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004049
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004050
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004051
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004052
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2014年 2月 26日 発売 3月 12日 発売

Aラ・バンバ／Bファット・バック／Cサマータイム／Dカーニバルの朝（『黒
いオルフェ』より）／Eホセ・アウトサイド／Fココナッツ・ミルク／Gウォーター
メロン・マン／Hドゥ・イット・トゥ・イット／Iリッキー・ティック／Jストリー
ク・オリーン／K ジャスト・セイ・グッバイ／Lフロム・ミー・トゥ・ユー・オール
モンゴ・サンタマリア（congas&bongos）、マーティ・シェラー（tp）、ヒューバート・ロウズ（fl, ts）、ボビー・
ケイパーズ（as, bs）、ロジャー・グラント（p）、ヴィクター・ヴェネガス（b）　【録音】1965年3月

キューバが生んだ天才パーカッション奏者にして、ジャズ～ R&B～ファンクにも造詣が
深いモンゴ・サンタマリアが米Columbiaに残したベスト・セラー。大ヒット曲「ウォーター
メロン・マン」（ハービー・ハンコック作）の再演に加え、「ラ・バンバ」、「サマータイム」と
いったナンバーも見事にラテン・ジャズ化。マーティ・シェラーのアレンジ、ヒューバート・ロ
ウズのフルートも絶品！

魅惑のラテン・リズム炸裂！キューバが生んだ天才パーカッショニス
ト＝モンゴ・サンタマリアの最高傑作として知られる大ベスト・セラーNo.85

SICP 4053
1965年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

モンゴ・サンタマリア

ウォーターメロン・マン

2014年 DSDマスタリング

Aミス・ブラウン・トゥ・ユー／B月に願いを／C月光のいたずら／Dイフ・ユー・ワー・マイン
／Eサマータイム／Fビリーズ・ブルース／Gアイ・マスト・ハヴ・ザット・マン／Hフーリン・
マイセルフ／I気ままな暮らし／J ミー・マイセルフ・アンド・アイ／K月夜の小舟／L 君に
泣く／ M 心を閉ざして／ N スイング・ブラザー・スイング／ O セント・ルイス・ブルース／
Pラヴレス・ラヴ
ビリー・ホリデイ（vo）、テディ・ウィルソン（p）、レスター・ヤング（ts）、バニー・ベリガン（tp）、ベニー・カー
ター（cl, ss, as） 他　【録音】1935年～ 1940年

これ1枚で“ジャズ・ヴォーカルの女王”、ビリー・ホリデイのすべてがわかる。絶頂期に残
された数多くのレコーディングから、極めつけの名唱を厳選した文字通りのベスト・オブ・
ベスト。「月光のいたずら」、「気ままな暮らし」、「月夜の小舟」等、ヴォーカル界のみなら
ずジャズ界をも震撼させた傑作がずらりと並ぶ。レスター・ヤングを筆頭とする参加ミュー
ジシャンたちのプレイもこよなく美しい。

No.86
ジャズ・ヴォーカルの“女王”の魅力を1枚にまとめたベスト・アル
バム。スイング時代の名手と共演した歴史に残る名唱をセレクト。

SICP 4054
1955年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三 
Mono

ビリー・ホリデイ

レディ・デイ

1998年 DSDマスタリング

Aヒービー・ジービーズ／Bマスクラット・ランブル／Cキング・オブ・ザ・ズルス／Dジャズ・
リップス／Eウィリー・ザ・ウィーパー／Fワイルド・マン・ブルース／Gアリゲイター・クロー
ル／Hポテト・ヘッド・ブルース／Iウィアリー・ブルース／J オリーズ・クレオール・トロンボー
ン／Kストラッティン・ウィズ・サム・バーベキュー／Lウェスト・エンド・ブルース／Mスクイー
ズ・ミー／N ベイズン・ストリート・ブルース／Oボー・クー・ジャック／P マッグルズ／Qセ
ント・ジェームズ病院／Rタイト・ライク・ジス
ルイ・アームストロング（cor, tp, vo） 他　【録音】1926年～ 1928年

今なおジャズ界にインスピレーションを与え続ける“究極の古典”、ルイ・アームストロング
率いるホット・ファイヴ＆ホット・セヴンの歴史的名演集。スキャット・ヴォーカル流行のきっ
かけとなった「ヒービー・ジービーズ」、ジャズ・トランペットの概念を拡大した「ウェスト・エンド・
ブルース」、セクシーな歌詞で世を震撼させた「タイト・ライク・ジス」等、1920年代の音楽
シーンに革命を起こしたパフォーマンスがてんこ盛り。

No.87
全ての音楽ファン必聴！ 真の意味のジャズの発展に大き
く寄与したサッチモ黄金期ベスト。

SICP 4055
2002年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

ルイ・アームストロング

ザ・ベスト・オブ・ザ・ホット5・
アンド・ホット7・レコーディングス

2002年リマスター

SICP4056～7
1971年作品／ Label：epic 
解説：原田和典
Mono

Disc-1
Aシュー・シャイン・ボーイ／Bイヴニン／Cブギ・ウギ／Dレディ・ビィ・グッド／Eディッキーズ・ドリーム
／F レスター・リープス・イン／G レスター・リープス・イン（別テイク）／Hチャイナ・ボーイ／Iイグザクトリー・
ライク・ユー／Jオン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート／Kアップライト・オルガン・ブルース／L フー
／Mジャズ・ミー・ブルース
Disc-2 
Aタクシー・ウォー・ダンス／B12番街のラグ／Cパウンド・ケーキ／D島の唄／Eクラップ・ハンズ、ヒア・
カムズ・チャーリー／Fジ・アップル・ジャンプ／Gリフ・インタルード／Hハム・エッグ／Iハリウッド・ジャ
ンプ／Jアイ・ネヴァー・ニュウ／Kティックル・トー／Lルイジアナ／M イージー・ダズ・イット／N レット・
ミー・シー／Oブロウ・トップ／Pブロードウェイ
レスター・ヤング（ts） 他　【録音】1936年～ 1940年

No.88
時代を超えた今でも鮮やかに響くレスター・ヤングの全盛期の代表的名演を収めた2枚組。ジャズ史上にその名が輝く巨星の
テナーに酔う！

軽やかなトーン、自由奔放なアドリブ・フレーズ。ジャズ・サックスの歴史に新たな概念を植えつけ、チャーリー・パーカーやスタン・ゲッツなど数多くの
後進にインスピレーションを与えた天才、レスター・ヤングの代表的名演をふんだんに収めた2枚組。「レスター・リープス・イン」、「ティックル・トー」、
「イージー・ダズ・イット」等、すべての収録曲がジャズ界の世界遺産といっても過言ではない。

レスター・ヤング

レスター・ヤング・メモリアル・アルバム

2枚組

2000年 DSDマスタリング

あのデューク・エリントンが“ミス
ター・ジャズ”と呼んだ、ニューオリ
ンズ出身のトランペット奏者/歌手
/エンターテイナー。1920年代に吹
き込まれた“ホット・ファイヴ”、“ホッ
ト・セヴン”による作品では、当時と
しては掟破りなほど即興演奏を
大きく取り入れたプレイを展開し、
現在にいたるジャズの方向性を
決定付けた。いわゆるスキャット唱
法の草分けのひとりでもある。

Jazz Giants 8 Louis Armstrong

ルイ・アームストロング

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004053
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004054
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004055
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004056
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Aジャスト・イン・タイム／B恋におちたとき／C恋のチャンス／Dウィズ
アウト・ソング／Eファッシネイティング・リズム／Fソリチュード／G黄
金の雨／Hロスト・イン・ザ・スターズ／I ほたる／Jゼア・ウィル・ネヴァー・
ビー・アナザー・ユー／Kブロードウェイの子守歌／L オールマン・リヴァー
トニー・ベネット（vo）、カウント・ベイシー・オーケストラ　【録音】1958年12月

Aお目々を閉じて／B恋は愚かというけれど／Cイエス／Dノーバディーズ・
ハート／Eリマインド・ミー／Fフー・アー・ウィ・トゥ・セイ／Gデイドリーミ
ング／Hギヴ・ミー・タイム／Iコントロール・ユアセルフ／J彼に逢うまでは
／Kマイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ／Lフォーリング・イン・ラヴ・アゲイン
ドリス・デイ（vo）、アンドレ・プレヴィン（p）、レッド・ミッチェル（b）、フランク・キャップ（ds）　【録音】1961年

フランク・シナトラと並び称される偉大なエンターテイナー、トニー・ベネットがジャズ・シン
ガーとしての魅力を最大限に発揮した一枚。絶頂期のカウント・ベイシー・オーケストラを
伴奏に迎え、「ジャスト・イン・タイム」、「ソリチュード」、「オールマン・リヴァー」等を快唱。
乗りに乗るベネットと、ジャズ界最高のスイング感を誇るベイシー・オーケストラの魅力が
どこまでも一体化している。

「ケ・セラ・セラ」、「センチメンタル・ジャーニー」等の大ヒットで知られるドリス・デイが、
映画音楽やクラシックの世界でも著名なアンドレ・プレヴィンをパートナーに迎えてジャ
ズ・シンガーとしての持ち味を大いに発揮した一枚。伸びやかな歌声、滑らかな節回し
で「ノーバディーズ・ハート」、「ギヴ・ミー・タイム」といった通好みのナンバーをしっとり
と表現している。

No.93 No.94
トニー・ベネットがカウント・ベイシー・オーケストラをバックにスイン
グ！最高の顔合わせで聴くスタンダードに酔うゴージャスなアルバム。

歌手と女優、ピアニストと指揮者、それぞれ幅広く活躍していたふた
りの偉大な才能がここに出会い、生まれた素晴らしい瞬間の記録。

SICP 4062
1962年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三 
Stereo

SICP 4063
1962年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三 
Stereo

トニー・ベネット ドリス・デイ＆
アンドレ・プレヴィン

イン・パーソン！ デュエット

2014年 DSDマスタリング 2006年 DSDマスタリング

Aムード・インディゴ／Bソフィスティケイテッド・レディ／Cタ
トゥード・ブライド／Dソリテュード
デューク・エリントン・オーケストラ　【録音】1950年

エリントン楽団が初の長尺レコーディングに挑んだ歴史的名盤。「ムード・インディゴ」は
じめお馴染のエリントン・ナンバーが鮮やかに甦る！

エリントン楽団が初の長尺レコーディングに挑んだ歴史
的名盤。No.89

SICP 4058
1956年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Mono

デューク・エリントン

マスターピーシィズ・
バイ・エリントン

1998年 DSDマスタリング

Aジープス・ブルース／Bランデヴー・ウィズ・リズム／Cエンプティ・ボールルーム・ブルー
ス／Dクラム・エルボウ・ブルース／Eアイム・イン・アナザー・ワールド／Fホッジ・ポッ
ジ／Gダンシング・オン・ザ・スターズ／Hワンダーラスト／Iドゥージ・ウージ／Jサヴォイ・
ストラット／Kレント・パーティー・ブルース／Lグッド・ギャル・ブルース／Mフィネス
／Nホームタウン・ブルース／Oドリーム・ブルース／Pスカンク・ホロウ・ブルース
ジョニー・ホッジス（sax）、ヒズ・オーケストラ　【録音】1938年～1939年

デューク・エリントン・オーケストラに約50年間在籍したサックスの至宝、ジョニー・ホッジ
スの初期を代表する傑作集。その柔らかく芳醇な音色から“クリーミー”と呼ばれたアル
ト・サックス・プレイはもちろん、曲によってはソプラノ・サックスも演奏。チャーリー・パーカー
やジョン・コルトレーン等、数多くの後進をも感嘆させた至芸を満喫することができる。御
大エリントンが、いちピアニストとして参加しているのも嬉しい。

No.90
往年のデューク・エリントン楽団を支えたトップ・サックスプレ
イヤーによる豪華なソロ・アルバム。エリントンもピアノで参加！

SICP 4059
1955年作品／ Label：epic ／解説：原田和典
Mono

ジョニー・ホッジス

ホッジ・ポッジ

2006年 DSDマスタリング

Aアット・ザ・ジャズ・バンド・ボール／Bザット・ダ・ダ・ストレイン／Cジャミン・ザ・ワルツ／
Dクレメンタイン／Eブルー・アンド・ディスイリュージョンド／Fア・ゴースト・オブ・ア・チャン
ス／Gプア・バタフライ／Hドゥーイン・ザ・ニュー・ロウダウン／Iザッツ・ハウ・ドリームス・シュッ
ド・エンド／J浮気はやめた／Kサンライズ・セレナーデ／Lエンブレイサブル・ユー／Mビュー
グル・コール・ラグ／Nジャダ／Oクラリネット・マーマレード／Pシンギン・ザ・ブルース
ボビー・ハケット（cor）、ヒズ・オーケストラ　【録音】1938年～ 1940年

Aロック・ア・バイ・ベイシー／Bタクシー・ウォー・ダンス／Cジャンプ・
フォー・ミー／D12番街のラグ／Eクラップ・ハンズ、ヒア・カムズ・チャー
リー／Fディッキーズ・ドリーム／Gレスター・リープス・イン／H島の唄
／Iモーテン・スイング／Jシュー・シャイン・ボーイ／Kレディ・ビー・グッ
ド／Lブギー・ウギー
レスター・ヤング（ts）、カウント・ベイシー＆ヒズ・オーケストラ　【録音】1939年

グレン・ミラーやベニー・グッドマンのオーケストラで活躍し、若き日のマイルス・デイビスに
も影響を与えたスタイリストがボビー・ハケットだ。このアルバムは彼の初期を捉えた貴
重なリーダー・アルバム。「浮気はやめた」、「エンブレイサブル・ユー」といったスタンダー
ド曲から、ビックス・バイダーベックゆかりの名曲「シンギン・ザ・ブルース」まで、ディキシー
ランド～スイング・ジャズのエッセンスがここに。

ビッグ・バンド・ジャズの最高峰、カウント・ベイシー・オーケストラが黄金時代に残した名
演を厳選した一枚。伝説のテナー・サックス奏者、レスター・ヤングのプレイが大きくフィー
チャーされており、とくにタイトル曲と「レディ・ビー・グッド」は歴史的パフォーマンスとして
名高い。ユーモラスなジャケット・イラストは著名な漫画家、ウィリアム・スタイグ（フルート
奏者ジェレミー・スタイグの父）が担当。

No.91 No.92
グレン・ミラーやベニー・グッドマンのバンドで活躍したコルネット
奏者の全盛期の記録がこの1枚に。歴史を超えた貴重なアルバム。

30年代から50年代にかけて活躍した偉大なテナー奏者レスター・
ヤングの絶頂期をとらえた名作。ベイシー楽団の演奏も凄い！

SICP 4060
1955年作品／ Label：epic ／解説：原田和典
Mono

SICP 4061
1955年作品／ Label：epic ／解説：原田和典
Mono

ボビー・ハケット＆
ヒズ・オーケストラ カウント・ベイシー

ザ・ハケット・ホーン レスター・リープス・イン

2006年 DSDマスタリング 2006年 DSDマスタリング

2014年2月 26日 発売3月 12日 発売

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004058
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004059
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004060
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004061
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004062
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004063
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2014年 2月 26日 発売 3月 12日 発売

A教会へ行こう／Bアングリー／Cあなたなしでもうまくやれる／Dハウ・
アム・アイ・トゥ・ノウ／E私を利用している／Fパリの四月／G誰もかまっ
てくれない／Hサム・オブ・ジーズ・デイズ／Iバイ・マイセルフ／Jシャ
イン・オン・ハーヴェスト・ムーン／Kキャビン・イン・ザ・スカイ／Lライム
ハウス・ブルース
ローズマリー・クルーニー（vo）、ネルソン・リドル楽団　【録音】1960年5月、6月

｢家へおいでよ｣など数多くのヒット曲を全米チャートに送り込み、近年では俳優ジョージ・
クルーニーの叔母としても知られる“ロージー”ことローズマリー・クルーニーが残した飛び
切りハッピーでジャジーな一枚。アレンジャーのネルソン・リドルはフランク・シナトラお気
に入りの才人であり、録音当時ロージーとは恋仲だった。オープニングを飾る｢教会へ行こ
う｣は、極め付きの名唱。

名手ネルソン・リドルのアレンジ、彼のオーケストラをバックにローズマリー・
クルーニーが飛び切りハッピーでジャジーなヴォーカルを聴かせる好演盤。No.95

SICP 4064
1961年作品／ Label：RCA／解説：高田敬三
Stereo

ローズマリー・クルーニー

ローズマリー・クルーニーと
ネルソン・リドル

2004年リマスター

Aウィアー・オール・アローン／Bサムワン・ウォッチ・オーヴァー・ミー／Cウィ
スパー・ノット／Dユー・アンド・ミー／E葉書（from 映画「ネバー・アゲイ
ン・オールウェイズ」）／Fナイトウィングス／Gカヴァティーナ（from 映
画「ディア・ハンター」）／Hクロース・イナフ・フォー・ラヴ（from 映画「アガ
サ／愛の失踪事件」）／Iラ・グランハ
ルイス・ヴァン・ダイク（p）、ニールス・ペデルセン（bs）、テリー・シルヴァーライト（ds）　【録音】1980年

アン・バートンの名盤『ブルー・バートン』と『バラード・アンド・バートン』で感動的なサポートを
繰り広げたピアニスト、ルイス・ヴァン・ダイクがリーダーとしての魅力を最大限に発揮した一
枚。デンマークが生んだ天才ベース奏者ニールス・ペデルセンをパートナーに迎え、ボズ・スキャッ
グスのヒット曲「ウィアー・オール・アローン」や映画「ディア・ハンター」など、当時のポップス・ヒッ
トや映画音楽、スタンダード・ナンバーなどをヴァン・ダイク流のジャズにリメイクしている。

アン・バートンの名盤『ブルー・バートン』と『バラード・アンド・バートン』で感動的なサ
ポートを繰り広げたピアニスト、ルイス・ヴァン・ダイクの1980年発表のリーダー作。No.99

SICP 4068
1980年作品／Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ルイス・ヴァン・ダイク・トリオ

ナイトウィングス

2014年 DSDマスタリング 日本初CD化

A マサイ・ステップ／ B タンザニア・エ／ C スウェイ／ D ウェイ
／Eパガモヨ
渡辺貞夫（as, ss, fl）、本田竹曠（p）、河上修（b）、守新治（ds）　【録音】1975年7月

演奏の神がかり的な迫力と観客の熱狂的な反応がケミストリーを生み出した。日本が世
界に誇るジャズ伝道師、渡辺貞夫が5年ぶりにモントルー・ジャズ・フェスティバルで行なっ
たライヴ・レコーディング。アフリカに題材を求めたオリジナル曲を中心に、徹底的にモー
ダルかつスピリチュアル、濃厚な世界が繰り広げられている。本田竹曠の勢いあふれる
ピアノ・プレイも圧巻。

No.96
渡辺貞夫の絶頂期、1975年にスイスのモントルー・ジャズ・フェス
ティヴァルに出演した時の記録。ヨーロッパを震撼させた魂の名演。

SICP 4065
1975年作品／ Label：SMJI ／解説：原田和典
Stereo

渡辺貞夫

スイス・エア

2000年 DSDマスタリング

A ヴァーモントの月／ B マイ・ファニー・ヴァレンタイン／ C ラ
ヴァー・マン／D眠そうな二人／Eあなたのそばに／F恋に落ち
た時／Gこんなにも雨の日／Hイン・ザ・ウィー・スモール・アワー
ズ／Iいつかどこかで／J春が来たのに
リタ・ライス（vo）、ピム・ヤコブ（p）、ルード・ヤコブ（b）、ピーター・ヤマ（ds）　【録音】不詳

アン・バートンと実力・人気を二分するオランダの歌姫リタ・ライスが、夫君ピム・ヤコブと
のおしどりコンビで吹き込んだ究極の逸品。「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」、「ラヴァー・
マン」、「恋に落ちた時」等、お気に入りのスタンダード・ナンバーの数々を、これ以上ない
ほど情感豊かに聴かせる。リタの歌声とピムのピアノ、双方の輝きが限りなく美しい。

No.98
オランダの歌姫リタ・ライスが、夫君ピム・ヤコブとのお
しどりコンビで吹き込んだ究極の逸品。

SICP 4067
1973年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三 
Stereo

リタ・ライス

アワ・フェイヴァリット・
ソングス

2014年 DSDマスタリング 世界初CD化

A ササ／ B ムトト／ C ムテレンコ／ D ポロモコ・ラ・マージ／
Eキジジ／Fバラバラ／Gモンバサ／Hウペポ／Iウメメ
渡辺貞夫（as, ss, fl）、福村博（tb）、板橋文夫（p）、高柳昌行（g）、古野光昭（b）、倉田在秀（ds）
【録音】1972年2月

1972年、渡辺貞夫は初めてアフリカを訪問する。帰国後に完成した自作曲は40曲あま
り。その中から厳選したナンバーを収めたのが本作だ。全編にわたってアフロ色濃厚な
スピリチュアル・ジャズが展開されている。そのテンションの高さ、熱さは今なお圧倒的だ。
若き日の板橋文夫を筆頭とするサイドメン陣も充実、50年代からの僚友・高柳昌行も強
烈なギター・ソロを聴かせる。

No.97
アフリカに傾倒し始めていた渡辺貞夫の意欲作。鬼才・高
柳昌行をギタリストに迎え、新境地を拓いたアルバム。

SICP 4066
1972年作品／ Label：SMJI ／解説：原田和典
Stereo

渡辺貞夫

SADAO WATANABE

2000年 DSDマスタリング

A男が女を愛する時／Bウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ
／Cシーズ・リーヴィング・ホーム／Dマーシー・マーシー・マーシー／Eマイ・
ファニー・ヴァレンタイン／F青い影／Gウィロウ・ウィープ・フォー・ミー
／Hワンス・アポン・ア・サマータイム／Iラウンド・ミッドナイト／Jワ
ルツ・フォー・デビー
ルイス・ヴァン・ダイク（p）、ジャック・ショールス（bs）、ジョン・エンゲルス（ds）　【録音】1968年

オランダが世界に誇る名ピアニスト、ルイス・ヴァン・ダイクの真髄がここに。ビル・エヴァ
ンスの「ワルツ・フォー・デビー」、セロニアス・モンクの「ラウンド・ミッドナイト」といった先
輩ジャズ・ピアニストの名曲カヴァーに加え、ビートルズの「シーズ・リーヴィング・ホーム」、
プロコル・ハルムの「青い影」などポップス～ロック系ナンバーも快調にプレイ。ジャズ初
心者からヨーロッパ・ジャズ・マニアまで全ファンに推薦。

No.100
オランダが世界に誇る名ピアニスト、ルイス・ヴァン・ダイクの真髄が詰まっ
た一枚。ジャズ初心者からヨーロッパ・ジャズ・マニアまで全ファン必携作。

SICP 4069
1968年作品／Label：Columbia ／解説：原田和典 
Stereo

ルイス・ヴァン・ダイク

男が女を愛する時

2014年 DSDマスタリング 世界初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004064
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004065
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004066
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004067
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004068
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=5602&cd=SICP000004069
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JAZZ COLLECTION 1000 1CD￥1,000+税／★2CD￥1,500+税

アーティスト タイトル 品番
SICP No. ページ

トニー・ウィリアムス ジョイ・オブ・フライング 3999 37 8 ■

トニー・ベネット トニー・シングス・フォー・トゥ +1 4014 49 10 ■

トニー・ベネット トニーの素晴らしいジェット旅行 +1 4015 50 10 ■

トニー・ベネット イン・パーソン！ 4062 93 19 ■

ドナルド・バード＆ジジ・グライス ジャズ・ラブ 3988 27 6 ■

ドリス・デイ＆アンドレ・プレヴィン デュエット 4063 94 19 ■

ハービー・ハンコック サンライト 3995 33 7 ■

ハービー・ハンコック フィーツ 3996 34 7 ■

ハービー・ハンコック MR. ハンズ 3997 35 7 ■

ハービー・ハンコック ダイレクトステップ 4048 80 17 ■

ハービー・ハンコック デディケーション 4049 81 17 ■

バド・パウエル スウィンギン・ウィズ・バド 3981 21 4 ■

バド・パウエル・トリオ ストリクトリー・パウエル 4033 66 14 ■

バニー・ベリガン＆ヒズ・ボーイズ テイク・イット・バニー！ 4012 47 10 ■

バルネ・ウィラン バルネ 3978 18 4 ■

バルネ・ウィラン モア・フロム・バルネ 3979 19 4 ■

ビリー・ホリデイ レディ・デイ 4054 86 18 ■

フィル・ウッズ フィル・ウッズ&ザ・ジャパニーズ・リズム・マシーン 3994 32 7 ■

フィル・ウッズ・シックス ライヴ・フロム・ザ・ショーボート ★ 3992～3 31 6 ■

フィル・ウッズ＝ジーン・クイル フィル・アンド・クイル 4037 70 15 ■

Ｖ.Ｓ.Ｏ.P.ザ・クインテット テンペスト・イン・ザ・コロシアム 3998 36 7 ■

Ｖ.Ｓ.Ｏ.P.ザ・クインテット ライヴ・イン・USA 4050 82 17 ■

ポール・デスモンド デスモンド・ブルー 3971 11 3 ■

ポール・デスモンド グラッド・トゥ・ビー・アンハッピー 3972 12 3 ■

ポール・デスモンド デスモンド・ミーツ・マリガン +5 4023 57 12 ■

ボビー・ハケット＆ヒズ・オーケストラ ザ・ハケット・ホーン 4060 91 19 ■

ボブ・ブルックマイヤー ブルックマイヤー&フレンズ +3 3990 29 6 ■

ホレス・シルヴァー シルヴァーズ・ブルー 4029 63 13 ■

マイルス・デイビス アット・カーネギー・ホール 3961 1 1 ■

マイルス・デイビス モア・ミュージック・フロム・カーネギー・ホール 3962 2 1 ■

マイルス・デイビス ブラックホークのマイルス・デイビスVol.1 3963 3 1 ■

マイルス・デイビス ブラックホークのマイルス・デイビスVol.2 3964 4 1 ■

マイルス・デイビス パリ・フェスティヴァル・インターナショナル +2 3965 5 1 ■

マイルス・デイビス マイルス・デイビス・イン・ヨーロッパ +1 4016 51 11 ■

マイルス・デイビス マイルス・イン・トーキョー 4017 52 11 ■

マイルス・デイビス クワイエット・ナイト +1 4018 53 11 ■

マイルス・デイビス ウィ・ウォント・マイルス +3 ★ 4019～20 54 11 ■

モンゴ・サンタマリア ウォーターメロン・マン 4053 85 18 ■

リタ・ライス アワ・フェイヴァリット・ソングス 4067 98 20 ■

ルイ・アームストロング タウン・ホール・コンサート（完全盤） ★ 4005～6 42 9 ■

ルイ・アームストロング ザ・ベスト・オブ・ザ・ホット5・アンド・ホット7・レコーディングス 4055 87 18 ■

ルイス・ヴァン・ダイク 男が女を愛する時 4069 100 20 ■

ルイス・ヴァン・ダイク・トリオ ナイトウィングス 4068 99 20 ■

レイ・ブライアント レイ・ブライアント・トリオ 3973 13 3 ■

レイ・ブライアント リトル・スージー 4028 62 13 ■

レスター・ヤング レスター・ヤング・メモリアル・アルバム ★ 4056～7 88 18 ■

ローズマリー・クルーニー ローズマリー・クルーニーとネルソン・リドル 4064 95 20 ■

ローズマリー・クルーニー＆デューク・エリントン楽団 ブルー・ローズ +2 4010 45 10 ■

渡辺貞夫 スイス・エア 4065 96 20 ■

渡辺貞夫 SADAO WATANABE 4066 97 20 ■

チェック
欄

ハ

マ

ラ

ワ

アーティスト タイトル 品番
SICP No. ページ

アート・ファーマー ザ・タイム・アンド・ザ・プレイス 3977 17 4 ■

アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズVol.1 3966 6 2 ■

アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズVol.2 3967 7 2 ■

アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズVol.3 3968 8 2 ■

アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ チュニジアの夜 +3 4025 59 12 ■

アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ ドラム組曲 +3 4026 60 13 ■

アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ プレイ・ラーナー・アンド・ロウ +6 4027 61 13 ■

アール・ハインズ ファーザ 3983 23 5 ■

アール・ハインズ ヒア・カムズ 4041 74 15 ■

エロール・ガーナー パリの印象 ★ 3984～5 24 5 ■

エロール・ガーナー ソリロキュイ 4039 72 15 ■

オーネット・コールマン アメリカの空 4042 75 16 ■

オーネット・コールマン チャパカ組曲 ★ 4043～4 76 16 ■

カーティス・フラー サウス・アメリカン・クッキン 3974 14 3 ■

カーティス・フラー ザ・マグニフィセント・トロンボーン 3975 15 3 ■

カウント・ベイシー レスター・リープス・イン 4061 92 19 ■

ギル・エヴァンス プレイズ・ジミ・ヘンドリックス +5 4000 38 8 ■

ギル・エヴァンス 時の歩廊 +3 4045 77 16 ■

J.J.ジョンソン ブルー・トロンボーン 3986 25 5 ■

J.J.ジョンソン J.J.Inc+3 3987 26 5 ■

ジェリー・マリガン ジェル 4024 58 12 ■

ジョニー・ホッジス ホッジ・ポッジ 4059 90 19 ■

ジョン・ルイス 情景 4051 83 17 ■

スタン・ゲッツ ザ・マスター 3991 30 6 ■

スタン・ゲッツ キャプテン・マーヴェル +3 4052 84 17 ■

セロニアス・モンク ソロ・オン・ヴォーグ+1 3980 20 4 ■

セロニアス・モンク アンダーグラウンド +3 4034 67 14 ■

セロニアス・モンク クリス・クロス +3 4035 68 14 ■

セロニアス・モンク イッツ・モンクス・タイム +3 4036 69 15 ■

チェット・ベイカー チェット・イズ・バック+4 3976 16 3 ■

チェット・ベイカー チェット・ベイカー＆ストリングス +3 4030 64 13 ■

チャーリー・パーカー ワン・ナイト・イン・バードランド ★ 4031～2 65 14 ■

チャーリー・ラウズ ヤー！ 4038 71 15 ■

チャーリー・ラウズ&セルダン・パウエル ウィ・ペイド・アワ・デューズ 4004 41 8 ■

チャールズ・ミンガス メキシコの想い出（完全版） ★ 4001～2 39 8 ■

チャールズ・ミンガス ミンガス・ダイナスティ +1 4003 40 8 ■

チャールス・ロイド オフ・コース、オフ・コース +3 4046 78 16 ■

チャールス・ロイド ニルヴァーナ 4047 79 17 ■

チュー・ベリー チュー 4013 48 10 ■

デイヴ・ブルーベック マイ・フェイヴァリット・シングス 3969 9 2 ■

デイヴ・ブルーベック エンジェル・アイズ 3970 10 2 ■

デイヴ・ブルーベック エニシング・ゴーズ 4021 55 12 ■

デイヴ・ブルーベック ボサ・ノヴァ Ｕ.Ｓ.Ａ. 4022 56 12 ■

デイヴ・マッケンナ ザ・ピアノ・シーン・オブ・デイヴ・マッケンナ +8 3989 28 6 ■

テディ・ウィルソン ミスター・ウィルソン 3982 22 5 ■

テディ・ウィルソン テディ・ウィルソン&ヒズ・オールスターズVol.1 4040 73 15 ■

ザ・デュークス・メン ザ・デュークス・メン 4011 46 10 ■

デューク・エリントン コンプリート・アット・ニューポート1956 +10 ★ 4007～8 43 9 ■

デューク・エリントン マスターピーシィズ・バイ・エリントン 4058 89 19 ■

デューク・エリントン・オーケストラ 三大組曲 4009 44 9 ■

チェック
欄

ア

カ

サ

タ



1




