


　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・アイテムの中から、“いまこそ聴か

れるべきもの”を厳選したジャズ・コレクション1000シリー

ズ。今年2月と3月にそれぞれ50タイトルが発売され、ジャ

ズ・チャートを独占するなど、大好評を博したプロジェクトの

続編が、ここにスタートした。

　今回もコロンビア、RCA、エピック等が所有する膨大なカ

タログをフルに使ったセレクション。作品は第1期以上に変

化に富み、その多彩な陣容は「ジャズの小宇宙」といっても

過言ではない。特徴を箇条書きにすると、こうなる。

１）あらゆるタイプのジャズ・アルバムを収録。ジャズの書籍

によく記されているニューオーリンズ、スウィング、ビ・

バップ、ウエスト・コースト・ジャズ、ハード・バップ、モード・

ジャズ、フュージョンといったフォーマットの違いを、実

際の音で知ることができる。

２）アメリカに限らず、ヨーロッパ、日本、ブラジル、カナダな

どのミュージシャンの作品もたっぷり含まれている。“国

際語としてのジャズ”を再認識する絶好の機会。

３）インストゥルメンタル作品だけでなく、ヴォーカル・アル

バムもふんだんに選出。

４）世界初CD化、国内初CD化も多数。オリジナル・アルバ

ム未収録曲を可能な限り追加し、音質面においても一

層の向上を図った。

　すべてのラインナップを眺めているうちに、ぼくはさらに

“大御所たちの若き日の姿”を聴ける作品が多いことにも

気づいた。ジャズと呼ばれる音楽が誕生して100年以上が

経ち、当然ながらその青春期を彩ったミュージシャンたち

は次々と寿命を終えている。だが今なお不屈のスピリット

で現役活動を継続し、世界中のジャズ・ピープルから敬愛

を集めている奏者も存在する。ソニー・ロリンズ（84歳）、

リー・コニッツ（87歳）、フィル・ウッズ（83歳）、チャールス・

ロイド（77歳）などがそうだ。当シリーズには、彼らが一介

の気鋭としてジャズ界に新風を吹き込んでいた頃の作品

がフィーチャーされている。ロリンズの『ホワッツ・ニュー』

は彼のルーツのひとつである“カリプソ”にフォーカスを

当てた作品、コニッツは『リー・コニッツ・プレイズ』でスタン

ダード・ナンバーの枠組み（いわゆるコード進行）を借りな

がら“アドリブの魔術師”そのもののパフォーマンスを次々

と披露する。ウッズの『ウォーム・ウッズ』はジャケット写真も

サックスの音色もとにかく若々しい。ロイドの初リーダー作

『ディスカヴァリー！』では、生涯の代表曲「フォレスト・フラ

ワー」がもうここで演奏されていることに注目したい。ヒッ

トしたのは同名のアトランティック盤に入っている再演ライ

ヴ・ヴァージョンのほうだが、より簡潔でメロディアスなスタ

ジオ・ヴァージョンもぜひ愛聴していただけると幸いだ。枯

淡の境地に達して久しい彼らも、往年は荒削りなまでに激

しく、颯爽としていた。それをいまさらのように知らしめてく

れるのも、録音物のありがたみである。

　ロイドの忘れられない功績の一つに、“キース・ジャレット

を自身のバンドに加え、売り出した”ことがある。キースが

26歳のときに吹き込んだ『エクスペクテイションズ』も、当

シリーズで久しぶりに再発される。先ごろ亡くなったチャー

リー･ヘイデンのベースや、ジョシュア・レッドマンの父親で

あるデューイ・レッドマンのサックスを加えた編成で、フォー

ク、ブラジル音楽、フリー･ジャズ、ロック等を横断するよう

な音作りが痛快だ。近年の“大芸術家”然としたプレイとは

別の親しみやすさ、楽しさに改めてキースの魅力を認識す

るファンも多いのではないだろうか。いっぽう、『イン・コン

サート』はキースと並び称される現代ジャズ・ピアノ界の重

鎮、ハービー・ハンコックとチック・コリアが行なったアコー

スティック・ピアノ・デュオ・ツアーの貴重な記録だ。録音当時

ハービー37歳、チック36歳。1970年代後半のジャズ界を

大いに賑わせた“夢のデュエット”を、当時にタイムスリップ

したような気持ちでお楽しみいただきたい。ピアノといえ

ばまた、別格的な大物であるオスカー･ピーターソンの初

期演奏集『ディス・イズ・オスカー･ピーターソン』も当シリー

ズに含まれている。1970年代初頭に『若き日のオスカー・

ピーターソン』というタイトルで2枚組LPが日本企画として

発売されたときは28曲入りだったが、今回のCD化では倍

近くのテイクを収録。20歳そこそこの天才ピアニストが、

母国カナダから世界に飛び立っていく過程を、これまでに

ないほど詳しく辿れるようになった。

　その他、トミー・フラナガンがロン・カーター～ロイ・ヘイン

ズと組んだ『白熱』等の世界初CDリリース、「ローハイド」他

のアメリカン・ポップスで一世を風靡したフランキー・レイン

がジャズ・シンガーとして抜群の実力を発揮する『ジャズ・ス

ペクタキュラー』等の日本初CDリリース、“トランペット・ヴォ

イス”ことジョー・スタッフォードの金字塔『JO＋JAZZ』が約

30年ぶりに復刻されることも大きな話題となるに違いな

い。ジャズ・コレクション1000シリーズを構成しているアル

バムの録音時期は確かに古い。が、ときの審判に耐えてきた

“アート”の価値は永遠。聴きこめば聴きこむほど、我々ジャ

ズ・ファンは作品の持つ不滅の輝きに圧倒されるはずだ。

2014年8月　原田和典

［ジャズ・コレクション1000 続編に寄せて］
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Disc-1 Aウォーキン／Bアジテイション／Cオン・グリーン・ドルフィン・
ストリート／Dソー・ホワット／Eザ・テーマ
Disc-2 Aラウンド・ミッドナイト／B星影のステラ／Cオール・ブルース
／Dイエスタデイズ／Eザ・テーマ
マイルス・デイビス（tp）、ウェイン・ショーター（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】1965年12月22日、23日　プラグド・ニッケル（シカゴ）

1965年、マイルスの健康状態が悪化したことによって、結成されたばかりのクインテット
は実質的に解散状態を迎える。11月中旬になって、ようやくマイルスの復帰が実現し、そ
の年の最後のライヴをシカゴのジャズ・クラブ「プラグド・ニッケル」で締めくくることにな
る。その黄金のクインテットの頂点を示す壮絶な演奏を記録した唯一無二のライヴ盤。

ウェイン・ショーターが加入したニュー・クインテットによる60年代後半、唯
一の貴重なライヴ。黄金のクインテットの頂点を示す凄絶なパフォーマンス。No.1

SICP 4180～1
1976年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

マイルス・デイビス

プラグド・ニッケル 
（Vol.1+Vol.2）

Disc-1 Aセントルイス・ブルース／BボサノヴァU.S.A.／Cフォー・オール・ウィ・
ノウ／D天国からの銅貨／Eサザン・シーン／Fスリー・トゥ・ゲット・レディ
Disc-2 Aイレヴン・フォア／Bイッツ・ア・ラギー・ワルツ／C一日だけの王様／
Dキャスティリアン・ドラムス／Eトルコ風ブルー・ロンド／Fテイク・ファイヴ
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】1963年２月21日　ライヴ録音

ジャズ界が誇るヒット・メイカー、デイヴ・ブルーベック・カルテットが名門「カーネギー・ホール」
で行なったワンマン・コンサートの記録。観客の熱狂的な反応を受けて、ブルーベック、ポー
ル・デスモンド、ジョー・モレロ、ジーン・ライトの4者が最高にエキサイトしたプレイを展開。
テーマ・ソングの「セントルイス・ブルース」からアップ・テンポで疾走する「テイク・ファイヴ」
まで、代表的レパートリーがずらりと揃う。

20世紀のジャズ・レジェンド＝ブルーベック・カルテットが1963年２月21日、殿堂カーネギー・ホールで行なった黄金時
代のメンバーによる歴史的公演を収録。ヒット・ナンバーの数々が溌剌とした充実のプレイで臨場感たっぷりに楽しめる。No.4

SICP 4186～7
1963年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

デイヴ・ブルーベック・
カルテット

アット・カーネギー・ホール

2001年 DSDマスタリング

Disc-1 Aディレクションズ／Bマイルス・ランズ・ザ・ヴードゥー・ダウン／Cウィリー・
ネルソン／Dアイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリィ／Eサンクチュアリ／Fイッ
ツ・アバウト・ザット・タイム
Disc-2 Aビッチェズ・ブリュー／Bマスクァレロ／Cスパニッシュ・キー～ザ・テーマ
マイルス・デイビス（tp）、スティーヴ・グロスマン（ss）、チック・コリア（el-p）、デイヴ・ホランド（el-b）、ジャック・ディジョネッ
ト（ds）、アイアート・モレイラ（perc）　【録音】1970年4月10日　サンフランシスコ「フィルモア・ウェスト」にて収録

マイルス・デイビスの1970年は、アメリカの東西両海岸にあったロックの殿堂「フィルモ
ア」への出演を基点に劇的に展開した。このアルバム『ブラック・ビューティー』は、その激
動の70年４月、サンフランシスコの「フィルモア・ウェスト」でライヴ・レコーディングされた
もの。激動し変貌しつつあったマイルスとそのグループの姿を記録した、じつに生 し々いド
キュメントとなっている。

No.2
「ジャック・ジョンソン」録音３日後にフィルモア・ウェス
トにおいて行われたライヴ盤！

SICP 4182～3
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

マイルス・デイビス

ブラック・ビューティー

2005年リマスター

Disc-1 Aディレクションズ／Bスパニッシュ・キー／Cマスクァレロ／Dイッツ・アバウ
ト・ザット・タイム～ザ・テーマ 
Disc-2 Aディレクションズ／Bマイルス・ランズ・ザ・ヴードゥー・ダウン／Cビッチェズ・
ブリュー／Dスパニッシュ・キー／Eイッツ・アバウト・ザット・タイム～ウィリー・ネルソン
マイルス・デイビス（tp）、ウェイン・ショーター（ss, ts）、チック・コリア（rhodes, el-p）、デイヴ・ホランド（b）、ジャック・
ディジョネット（ds）、アイアート・モレイラ（perc）　【録音】1970年3月7日　N.Y.「フィルモア・イースト」にて収録

マイルス・デイビスのフィルモア・イースト初出演となる1970年3月6、7日に行われたラ
イヴの3月7日のステージを完全収録したライヴ盤。このライヴの後にリリースした「ビッ
チェズ・ブリュー」は大ヒットとなり、ロック好きの若者にも受け入れられたマイルスはその
後飛躍的にその名を轟かすことになった、大注目のライヴ ！

No.3
マイルス・デイビスがフィルモア・イーストに初出演時の
ライヴ盤！

SICP 4184～5
2001年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

マイルス・デイビス

ライヴ・アット・ザ・フィルモア・イースト
～イッツ・アバウト・ザット・タイム

2001年リマスター

Aトーキョー・トラフィック／Bライジング・サン／Cトキのテー
マ／Dフジヤマ／E禅・イズ・ホエン／F街が泣いている／G大
阪ブルース／H琴ソング
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】1960年1月（E）、1964年６月

大反響を呼んだ初来日公演（1964年）の印象を綴った中期の傑作。琴と尺八を意識
したかのようなアプローチをピアノとアルト・サックスを通じて行なう「琴ソング」、大阪
弁のアクセントに着想を得たと思しき「大阪ブルース」等に、ブルーベック・カルテットの
日本への親愛が注ぎこまれている。与謝蕪村らの俳句を英訳したオリジナル・ライナー
ノーツも興味深い。

No.5
1964年５月、カルテット来日時の印象スケッチを綴った“ジャズ・インプ
レッションズ”シリーズ日本編。世界中のジャズ・ファンから絶賛された１枚。

SICP 4188
1964年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

デイヴ・ブルーベック

日本の印象

2014年 リマスター

※ヴォーカル・アルバムに歌詞・対訳は掲載しておりません。

2枚組

2枚組

2枚組

2枚組2009年リマスター

Aミスター・ブロードウェイのテーマ／Bブロードウェイ・ボサノヴァ／Cオー
タム・イン・ワシントン・スクエア／Dサムシング・トゥ・シング・アバウト／
Eシックスス・センス／Fスプリング・イン・セントラル・パーク／Gロンリー・
ミスター・ブロードウェイ／Hサマー・オン・ザ・サウンド／Iウィンター・
バラード／Jブロードウェイ・ロマンス／Kアップステージ・ルンバ
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】1964年6月～8月

ブルーベック・カルテットを代表する人気企画“印象シリーズ”のニューヨーク編。テレビ・
ドラマの主題曲としても好評を博した「ミスター・ブロードウェイ」を筆頭に、セントラル・
パーク、ワシントン広場などの光景がブルーベック一流の洗練されたジャズとして描かれ
ている。ポール・デスモンドがアルト・サックスだけではなくマリンバも演奏しているのも聴
きどころ。

ブルーベックのスタイリッシュなサウンドで鮮やかに描き出される美しき摩天楼。
カルテットの人気企画“印象シリーズ”のニューヨーク編、待望の日本初ＣＤ化。No.6

SICP 4189
1964年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

デイヴ・ブルーベック

ニューヨークの印象

2011年リマスター 日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004180
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004182
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004184
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004186
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004188
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004189
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Aウェル・ユー・ニードント／Bラウンド・ミッドナイト／Cクリア・
ウェイズ／Dア・クイック・スケッチ／Eアイ・オブ・ザ・ハリケーン
／Fパレード／Gザ・ソーサラー／Hピー・ウィー／Iアイ・フォー
ル・イン・ラヴ・トゥ・イージリー
ハービー・ハンコック（p）、ウイントン・マルサリス（tp）、ロン・カーター（b）、トニー・ウィリアムス（ds）　【録音】1981年７月

ハービー・ハンコック、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスの黄金トリオが当時19歳のウ
イントン・マルサリスを迎えて吹き込んだLP2枚組を1枚のCDにあますところなく収録。
「アイ・オブ・ザ・ハリケーン」、「ザ・ソーサラー」等の定番から、セロニアス・モンクの名曲
「ラウンド・ミッドナイト」の斬新な解釈まで、アコースティック・ジャズのスリルが注ぎ込ま
れている。

No.7
ハービー～ロン～トニーの最強リズム隊＆ウイントン・マルサリスによるスタンダードアルバム。81年来日
時に東京でレコーディングしたスーパーカルテットの名盤にして80年代ジャズ・シーンの幕開けを飾る１枚。

SICP 4190
1983年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹 
Stereo

ハービー・ハンコック

カルテット

2014年リマスター

Aマイ・ファニー・ヴァレンタイン／Bオン・グリーン・ドルフィン・
ストリート／Cサムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム／Dハーヴェ
スト・タイム／Eソンリサ（笑み）／Fマンハッタン・アイランド／
Gブルー・オータニ
ハービー・ハンコック（p）　【録音】1978年10月

ハービー・ハンコックが1978年の来日時に録音した、現時点では唯一のアコースティック・
ソロ・ピアノ・アルバム。前半を「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」や「マイ・ファニー・ヴァ
レンタイン」等のスタンダード・ナンバーで占め、後半では「ソンリサ」を始めとするオリジ
ナル曲を演奏。ピアニストとしてのハービーの魅力を、極限まで捉えたファン必携のレコー
ディング。

No.8
ハービー唯一の、ソロ・ピアノ・アルバム。ハンコック美学
の結晶、と名盤の誉れ高いアルバム。

SICP 4191
1979年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

ハービー・ハンコック

ザ・ピアノ

2014年リマスター

SICP 4194
1953年作品／ Label：Vogue 
解説：原田和典
オリジナル英文ライナー（訳付）
Mono

Aブラウン・スキンズ （別テイク）／Bブラウン・スキンズ／Cデルティトニュ／Dキーピング・アップ・ウィズ・
ジョーンジー／Eキーピング・アップ・ウィズ・ジョーンジー （別テイク）／Fコンセプション／Gコンセプション（別
テイク）／Hオール・ザ・シングス・ユー・アー／Iオール・ザ・シングス・ユー・アー （別テイク）／J波止場にたた
ずみ／Kグーフィン・ウィズ・ミー
クリフォード・ブラウン （tp）、アート・ファーマー （tp）、クインシー・ジョーンズ （tp）、ジジ・グライス （as）、ジミー・クリーヴランド （tb）、アンリ・ルノー （p）、ピエール・ミシュ
ロ （b）、アラン・ドーソン （ds） 他
【録音】1953年9月28日、29日

No.10 ヨーロッパ・ジャズの発展に大きな影響を与えた伝説のセッションを、コンプリート化したプロジェクトの第1集。

ヨーロッパ・ジャズの発展に大きな影響を与えた伝説のセッションを、コンプリート化したプロジェクトの第1集。当時22歳のクリフォード・ブラウンの
圧倒的なトランペット・プレイを筆頭に、ジジ・グライスのアルト・サックス、クインシー・ジョーンズの作編曲など、すべてに若 し々さと新鮮な感性がほと
ばしる。来たるハード・バップ時代の到来を予感させるアプローチの数々は、歳月を超えた魅力を放つ。

クリフォード・ブラウン

コンプリート・パリ・セッションVol.1

2014年 DSDマスタリング

Disc-1 A52丁目のテーマ／Bジャンゴ／Cナウズ・ザ・タイム／Dアイ・リメ
ンバー・クリフォード
Disc-2 Aセント・トーマス／Bアフタヌーン・イン・パリ／Cフォア1／Dフォ
ア2／Eウィンター・ワンダーランド／F星に願いを／Gトラヴェリン・ライト
ソニー・ロリンズ （ts）、サド・ジョーンズ （cor）、ハービー・ハンコック （p）、ジム・ホール （g）、ロン・カーター （b）、
ボブ・クランショウ （b）、ロイ・マッカーディ （ds） 他　【録音】1964年1月20日、24日、6月11日、7月2日  N.Y.

81年にフランスRCAから突如リリースされ、世界中のロリンズ・ファンの度肝を抜いた超貴重
音源集『The Alternative Rollins』の日本ヴァージョンとなる『アフター・ザ・ブリッジ』が待望
の再CD化（1964年録音）。「アイ・リメンバー・クリフォード」や「ジャンゴ」といったモダン・ジャ
ズの名曲からクリスマス・ソングの定番「ウィンター・ワンダーランド」まで全レパートリーがロリン
ズ流の錬金術で痛快に蘇る。若きハービー・ハンコックやロン・カーターも極上のプレイを展開。

No.9
81年に突如リリースされ、世界中のロリンズ・ファンの
度肝を抜いた超貴重音源集が待望の再CD化。

SICP 4192～3
1982年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

ソニー・ロリンズ

アフター・ザ・ブリッジ

2014年 DSDマスタリング2枚組

　1930年ニューヨーク生まれ。40
年代後半から本格的な活動を始
め、セロニアス・モンク、マイルス・デ
イビスらとの共演を経て55年、ク
リフォード・ブラウン＝マックス・ロー
チ・クインテットに参加した。59年に
一度活動を停止するが、61年にカ
ムバック。このシリーズで登場する
『ホワッツ・ニュー』や『ソニー・ミー
ツ・ホーク』等はカムバック直後に
吹き込まれたものである。80歳を
超えた現在もなお、精力的な活動
を続けている。

Jazz Giants 9 Sonny Rollins

ソニー・ロリンズ

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004190
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004191
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004192
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004194


3

SICP 4197
1957年作品／ Label：Vogue 
解説：岡崎正通
Mono

SICP 4196
1953年作品／ Label：Vogue 
解説：原田和典
オリジナル英文ライナー（訳付）
Mono

SICP 4195
1953年作品／ Label：Vogue 
解説：原田和典
オリジナル英文ライナー（訳付）
Mono

Aブルーン・ブギ／Bネイチャー・ボーイ／Cメランコリー・ベイビー／Dチュニジアの夜／E今宵の君は／Fハッ
ケンサック／Gブルー・モンク／Hミステリオーソ／Iシンク・オブ・ワン 
〈ボーナス・トラック〉 Jブルーン・ブギ （Alternate Version）／Kネイチャー・ボーイ （Alternate Version）
／Lハッケンサック （Alternate Version）／Mブルー・モンク （Alternate Version）／Nウィ・シー／Oレッ
ツ・コール・ジス
バルネ・ウィラン （ts）、モーリス・ヴァンダー（p）、ビビ・ロヴェール （b）、アル・レヴィット （ds）、ジャック・ヌーデ （p）、シャルル・ソードラ （ds） 他　
【録音】1957年1月7日、11日

Aシェ・モア／Bオール・ウェアード／Cオール・ウェアード （別テイク1）／Dオール・ウェアード （別テイク
2）／Eブルー・アンド・ブラウン／Fせめて夢で／Gせめて夢で （別テイク1）／Hせめて夢で （別テイク2）
／Iザ・ソング・イズ・ユー／Jザ・ソング・イズ・ユー （別テイク）／K降っても晴れても／L降っても晴れても 
（別テイク）／M春の如く／N春の如く （別テイク）／Oユーアー・ア・ラッキー・ガイ／Pユーアー・ア・ラッキー・
ガイ （別テイク1）／Qユーアー・ア・ラッキー・ガイ （別テイク2）
クリフォード・ブラウン （tp）、ジジ・グライス （as）、ジミー・クリーヴランド （tb）、アンリ・ルノー （p）、クインシー・ジョーンズ （p）、ピエール・ミシュロ （b）、ジャン＝ルイ・ヴィ
アール （ds） 他
【録音】1953年10月10日、11日、15日

Aマイノリティ／Bマイノリティ （別テイク1）／Cマイノリティ （別テイク2）／Dサリュート・トゥ・ザ・バンド・
ボックス／Eサリュート・トゥ・ザ・バンド・ボックス （別テイク）／Fストリクトリー・ロマンティック／Gベイビー
／Hベイビー （別テイク）／Iクイック・ステップ／Jクイック・ステップ （別テイク1）／Kクイック・ステップ （別
テイク2）／Lバムズ・ラッシュ／Mバムズ・ラッシュ （別テイク1）／Nバムズ・ラッシュ （別テイク2）／Oノー・
スタート、ノー・エンド
クリフォード・ブラウン （tp）、アート・ファーマー （tp）、クインシー・ジョーンズ （tp）、ジジ・グライス （as）、ジミー・クリーヴランド （tb）、アンリ・ルノー （p）、ジミー・ゴアリ 
（g）、ピエール・ミシュロ （b）、ジャン＝ルイ・ヴィアール （ds） 他
【録音】1953年10月8日、9日、10日

No.13

No.12

No.11

マイルス・デイビス、アート・ブレイキー、ジョン・ルイスらを虜にした天才サックス奏者、バルネの記念すべき初リーダー・アルバム。

ヨーロッパ・ジャズの発展に大きな影響を与えた伝説のセッションを、コンプリート化したプロジェクトの第３集。

ヨーロッパ・ジャズの発展に大きな影響を与えた伝説のセッションを、コンプリート化したプロジェクトの第２集。

マイルス・デイビス、アート・ブレイキー、ジョン・ルイスらを虜にした天才サックス奏者、バルネ・ウィランが20歳のときに残した公式初リーダー・アルバム。
「ブルーン・ブギ」、「チュニジアの夜」などモダン・ジャズの定番に加え、セロニアス・モンクの名曲を多数とりあげているのも特徴だ。今回の再発で
はオリジナル・アルバム未収録テイクなど6曲をボーナス・トラックとして追加収録、セッションの全貌に迫っている。

ヨーロッパ・ジャズの発展に大きな影響を与えた伝説のセッションを、コンプリート化したプロジェクトの第３集。クリフォード・ブラウンの生涯で唯一と
なったワン・ホーン・カルテットによるレコーディングを中心にした全１７トラックが収録されている。フランスの精鋭ピアノ・トリオをバックにスタンダード・
ナンバーを吹きまくるブラウンは絶好調。美しいトランペットの音色、尽きない歌心を満喫できる。

ヨーロッパ・ジャズの発展に大きな影響を与えた伝説のセッションを、コンプリート化したプロジェクトの第２集。ライオネル・ハンプトン・オーケストラ
のパリ滞在時に行なわれた歴史的レコーディングが、可能な限りの別テイクを伴って収められている。夭折の天才クリフォード・ブラウンのトランペッ
トはもちろん、ジジ・グライスの名曲「マイノリティ」の自作自演も聴き逃せない。

バルネ・ウィラン

クリフォード・ブラウン

クリフォード・ブラウン

ティルト+6

コンプリート・パリ・セッションVol.3

コンプリート・パリ・セッションVol.2

2008年リマスター

2014年 DSDマスタリング

2014年 DSDマスタリング

2014年9月 24日 発売10月22日 発売

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004195
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004196
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004197
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Aジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス／Bエンブレイサブル・ユー／Cマイナー・エ
スキャンプ（ジョードゥ）／Dスコッチ・ブルース／Eコンファメイション／Fダーン・ザッ
ト・ドリーム／G誰も奪えぬこの想い／Hウェイト・アンド・シー　〈ボーナス・トラック〉
Iジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス （Alternate Take）／Jエンブレイサブル・
ユー （Alternate Take）／Kダーン・ザット・ドリーム （Alternate Take）
デューク・ジョーダン （p）、ジーン・ラミー （b）、リー・エイブラムス （ds）　【録音】1954年1月28日

『フライト・トゥ・デンマーク』だけがデューク・ジョーダンではない。黄金時代のチャーリー・パー
カーやスタン・ゲッツを支えた名ピアニストが残した初リーダー作。「ジョードゥ」という別
名でも知られる「マイナー・エスキャンプ」や「スコッチ・ブルース」等の代表的オリジナル
曲に加え、パーカーとゆかりの深いナンバー「コンファメイション」や「エンブレイサブル・
ユー」も収録。再発に際してボーナス・トラック3曲を追加収録。

No.14
黄金時代のチャーリー・パーカーやスタン・ゲッツを支えた名ピアニスト
の記念すべき初リーダー作にして色褪せぬ魅力を放ち続ける永遠の名盤。

SICP 4198
1954年作品／ Label：Vogue ／解説：原田和典　
Mono

デューク・ジョーダン

デューク・ジョーダン・
トリオ+3

2014年 DSDマスタリング

SICP 4200
1956年作品／ Label：RCA 
解説：村井康司
Mono

SICP 4199
1956年作品／ Label：RCA 
解説：村井康司
Mono/Stereo

Aロック・ミー・バット・ドント・ロール・ミー／Bディープ・パープル／Cジターバッグ・ワルツ／Dザ・ムーン・
ウォークス／Eマイ・オールド・フレーム／Fイオリアン・ドリンキング・ソング／Gユーアー・ドライヴィング・ミー・
クレイジー／Hラウンド・ミッドナイト／Iウォーキン・オン・エアー／Jポインシアナ／Kヴァニラ・フロスティ
ング・オン・ア・ビーフ・パイ／Lイエスタデイズ
トニー・スット・オーケストラ、ビル・エヴァンス（p）
【録音】1956年7月

Aイェ・ヒポクリト , イェ・ベルゼバブ／Bジャックス・ブルース／Cリヴィングストン・アイ・プレジューム／
Dエズセティック／Eナイト・サウンド／Fラウンド・ジョニー・ロンド／Gフェロー・デレゲイツ／Hウィッ
チ・ハント／Iザ・サッド・サージェント／Jナイツ・オブ・ザ・スティームテイブル／Kバラード・オブ・ヒックス・
ブレウィット／Lコンチェルト・フォー・ビリー・ザ・キッド
〈ボーナス・トラック〉Mバラード・オブ・ヒックス・ブレウィット（別テイク）／Nコンチェルト・フォー・ビリー・ザ・
キッド（別テイク）
ジョージ・ラッセル（p）、アート・ファーマー（tp）、ハル・マクーシック（as, fl）、ビル・エヴァンス（p）、バリー・ガルブレイス（g）、ミルト・ヒントン（b）、テディ・コティーク（g）、ポー
ル・モチアン（ds）
【録音】1956年　N.Y.

No.16

No.15

ビッグバンドとの共演、６管４リズムのテンテット、ワン・ホーン・カルテットと、３つのフォーマットでトニー・スコットの魅力を伝
えようと企画された、意欲作が日本初CD化。

新しいジャズの概念を打ち出し、ジャズ界に多大な影響を与えた偉大な音楽家ジョージ・ラッセルがオリジナル作品でその理論を実
践した記念すべきファースト・アルバム。

ビッグバンドとの共演、６管４リズムのテンテット、ワン・ホーン・カルテットと、3つのフォーマットでトニー・スコットの魅力を伝えようと企画された、意欲
作が日本初CD化。優れたジャズ・アーティストとしてのトニー・スコットの良き面が、コンボとフル・バンドを背景にして最高度に発揮された名作。

ラッセルが50年代前半に考察を深め、53年に出版された新しいジャズの理論体系が、モード・ジャズやフリー・ジャズに与えた影響の大きさはたい
へんなものがある。この『ジャズ・ワークショップ』は、ラッセルがそのジャズ理論を具体的な音楽として世に問うた最初のアルバムであり、数年後にマ
イルスたちによってジャズ・シーンに紹介されるモード技法の先駆となった重要な作品である、と言えるだろう。

トニー・スコット feat. ビル・エヴァンス

ジョージ・ラッセル feat. ビル・エヴァンス

タッチ・オブ・トニー・スコット

ジャズ・ワークショップ+2

2014年 DSDマスタリング

2014年 DSD マスタリング

2014年 9月 24日 発売 10月22日 発売

日本初CD化

　1930年デラウェア州生まれ。
53年にニューヨークへ渡り、クイ
ンシー・ジョーンズの推薦でライオ
ネル・ハンプトン楽団に参加。当シ
リーズに含まれている『パリ・セッ
ション』全3枚は、同楽団の選抜メ
ンバーがツアー中に吹き込んだ
演奏集だ。54年にはマックス・ロー
チとバンドを結成したが、56年6
月に自動車事故で他界した。ベ
ニー・ゴルソンが書いた追悼曲「ア
イ・リメンバー・クリフォード」は、ジャ
ズ界最高のバラードの一つに数
えられる。

Jazz Giants 10 Clifford Brown

クリフォード・ブラウン

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004198
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004199
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004200
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A ブルーン・ブギュ／ B アンソロポロジー／ C ラウンド・ミッドナイト／
Dチュニジアの夜／Eグルーヴィン・ハイ／Fクール・ブルース／Gスター・
アイズ／Hムース ザ ムーチ/バードランドの子守唄／Iブロードウェイ/バー
ドランドの子守唄
チャーリー・パーカー（as）、ディジー・ガレスピー（tp）、バド・パウエル（p）、ケニー・クラーク（ds）、ロイ・ヘ
インズ（ds）、ミルト・バックナー（org）　【録音】1963年7月

「サミット」という頂上会議を示す言葉は、チャーリー・パーカーとディジー・ガレスピーとい
う巨人２人の共演を指すのにまさにピッタリの単語であった。ジャズ・ジャイアンツ、チャー
リー・パーカーが絶頂期に残した最高の演奏。バード秘蔵の音源が甦る。

ジャズ・ジャイアンツ、チャーリー・パーカーが絶頂期に
残した最高の演奏。バード秘蔵の音源が甦る。No.17

SICP 4201
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

チャーリー・パーカー

サミット・ミーティング・
アット・バードランド

2014年 DSDマスタリング

A霧のサンフランシスコ／Bワンス・アポン・ア・タイム／Cテンダー・イズ・
ザ・ナイト／Dスマイル／Eラヴ・フォー・セール／F恋にチャンスを／G

キャンディ・キッセズ／Hハヴ・アイ・トールド・ユー・レイトリー？／Iルー
ルズ・オブ・ザ・ロード／Jマリー・ヤング／K虹を追いかけて／Lザ・ベス
ト・イズ・イェット・トゥ・カム
【録音】1957～1962年

フランク・シナトラと名声を二分する大エンターテイナー、トニー・ベネット最大のベスト・セ
ラー・アルバム。グラミー賞に輝いた大ヒット曲「霧のサンフランシスコ」を筆頭に、チャー
ルズ・チャップリン作の「スマイル」、シナトラの十八番としても知られる「ザ・ベスト・イズ・
イェット・トゥ・カム」等を鮮やかに歌いこなしている。

No.20
世紀のエンターテイナー＝トニー・ベネット、その存在感あふれる歌唱に酔う！代名詞ともいうべき
タイトル曲からブロードウェイのヒット・チューンまで、アーティストとしての充実ぶりが伝わる１枚。

SICP 4204 
1962年作品／ Label：Columbia ／解説：三具保夫
Stereo

トニー・ベネット

霧のサンフランシスコ

2014年リマスター 

Aジャスト・スクィーズ・ミー／Bフォー・ユー／Cミッドナイト・サン／Dユード・ビー・ソー・ナイス・
トゥ・カム・ホーム・トゥ／E丘の上の人々／Fアイ・ディドント・ノウ・アバウト・ユー／Gホワット・
キャン・アイ・セイ・アフター・アイ・セイ・アイム・ソーリー／Hドリーム・オブ・ユー／Iイマジネー
ション／Jスポージン／Kデイ・ドリーム／Lアイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング
ジョー・スタッフォード（vo）、ジョニー・マンデル（con）、ジョニー・ホッジス（as）、ベン・ウェブスター（ts）、
ジミー・ロウルズ（p）、メル・ルイス（ds） 他　【録音】1960年

「ユー・ビロング・トゥ・ミー」、「ジャンバラヤ」など数多くのポップ・ヒットを飛ばした名花
ジョー・スタッフォードが、持ち前のジャズ・フィーリングを存分に発揮した聖典が約30年
ぶりに国内再CD化。ジョニー・ホッジスやベン・ウェブスター等、デューク・エリントンと縁
の深いメンバーを迎え、「ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ」、「デイ・ドリーム」
等の名曲をしっとりと歌いあげる。

No.18
ジョー・スタッフォードの最高傑作として愛される20世
紀の名盤。ナチュラルで気品あるヴォーカルを永久保存。

SICP 4202
1960年作品／ Label：Columbia ／解説：三具保夫 
Stereo

ジョー・スタッフォード

JO+JAZZ

2014年リマスター

SICP 4203 
1957年作品／ Label：epic 
解説：三具保夫
Mono

Aエイプリル・フール／Bジャスト・フレンズ／Cヒット・ザ・ロード・トゥ・ドリームランド／Dディス・タイム・ザ・
ドリームズ・オン・ミー／Eハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイング・オン／Fバット・ビューティフル／
Gホワイ・シュドント・アイ／Hアイ・ウィッシュ・アイ・ニュー／Iアクシデンツ・ウィル・ハプン／J風と共に
去りぬ／Kベター・ラック・ネクスト・タイム／Lハウ・アバウト・ユー
〈ボーナス・トラック〉Mア・リトル・ラヴ・キャン・ゴー・ア・ロング、ロング・ウェイ／Nイフ・ユール・ビー・マイン／
Oイフ・ユー・ワー・ジ・オンリー・ガール／Pフール・イン・ラヴ／Qメロディー・フォー・ラヴァーズ／Rイフ・ユー
ワー・ジ・オンリー・ガール／S友情ある説得　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※O,Rはアレンジ違い
トニー・パーキンス（vo）、マーティ・ペイチ指揮　オーケストラ
【録音】1956年、1957年

No.19
クールなルックスで日本でも人気を博したハリウッド・スター、トニー・パーキンスが発表した初ＬＰ、待望の日本初ＣＤ化。全米チャー
トにもランクインするヒットを飛ばし“歌う俳優”としても知られたその歌唱に魅了される！

『サイコ』など数々のヒッチコック映画で不動の評価を確立した名優、トニー（アンソニー）・パーキンスがシンガーとしての本領を発揮した貴重な一枚。
マーティ・ペイチ編曲指揮のオーケストラをバックに、「ジャスト・フレンズ」、「風と共に去りぬ」、オードリー・へプバーンの歌でもおなじみ「ハウ・ロング・
ハズ・ディス・ビーン・ゴーイング・オン」などを快唱している。メル・トーメやチェット・ベイカーのファンにもお勧めだ。

トニー・パーキンス

トニー・パーキンス＋７

2014年リマスター

2014年9月 24日 発売10月22日 発売

日本初CD化

　フランク・シナトラに「音楽界で
最高の歌手」と賞賛された大エ
ンターテイナー。1926年ニュー
ヨークに生まれ、「ビコーズ・オブ・
ユー」や「霧のサンフランシスコ」
などのポップス・ヒットで一世を風
靡したが、当シリーズでセレクト
された作品ではベネットならでは
のジャズ・センスを満喫すること
ができる。2013年「東京JAZZ」
に出演のため来日、この9月には
レディー・ガガと共演した最新作
『チーク・トゥ・チーク』がリリース
される。

Jazz Giants 11 Tony Bennett

トニー・ベネット

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004201
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004202
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004203
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004204
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Aジャスト・イン・タイム／Bアイ・ウォナ・ビー・アラウンド／Cフー・キャン・アイ・
ターン・トゥ／Dワン・フォー・マイ・ベイビー／Eザ・キッズ・ア・ドリーマー／F ブ
ルース・フォー・ア・レイニー・デイ／Gザ・グッド・ライフ／Hユー・ケイム・ア・ロン
グ・ウェイ・フロム・セントルイス／Iボーン・トゥ・ビー・ブルー／J霧のサンフラン
シスコ／Kア・ストレンジャー・イン・タウン／Lブルース・フォー・ミスター・Ｔ
ラルフ・シャロン（p）、ハル・ゲイラー（b）、ビリー・エグジナー（ds）　【録音】1964年、1965年

クリス・コナーやトニー・ベネットのサポートで知られる“歌伴の名手”が、ベネットゆかりの
ナンバーをピアノ・トリオで演奏した究極のソングブック。ミリオン・ヒット「霧のサンフラン
シスコ」を筆頭に、「フー・キャン・アイ・ターン・トゥ」、「ザ・グッド・ライフ」などヴォーカル・
ファン垂涎の名曲群を、まるで自ら歌うように奏でている。心地よいピアノ・タッチ、鈴のよ
うに美しい音色が極上のひとときを運ぶ。

美しいタッチで綴られる極上の名旋律に心奪われる・・・・トニー・ベネット、クリス・コナーの伴奏者と
して知られる名ピアニストがベネットゆかりのナンバーをピアノ・トリオで収録した幻の名盤が復活！No.22

SICP 4206
1965年作品／ Label：Columbia ／解説：三具保夫
Stereo

ラルフ・シャロン・トリオ

トニー・ベネット・ソングブック

2014年 DSDマスタリング

Aアイル・バイ・ユー・ア・スター／Bウィーヴァー・オブ・ドリームス／Cザ・モア・アイ・シー・
ユー／Dアイム・ジャスト・ア・ラッキー・ソー・アンド・ソー／Eア・ファイン・ロマンス／
Fアンティル・ザ・リアル・シング・カムズ・アロング／Gザ・ブルース・イズ・オーフル・ミー
ン／Hザット・オールド・フィーリング／Iイフ・アイ・ハド・ユー／Jフーチー・クー／
Kアフタヌーン・イン・パリ／Lライク・サムワン・イン・ラヴ　　　　　 ※J,Kインスト
ケニー・バレル（g, vo）、トミー・フラナガン（p）、ジョー・ベンジャミン（b）、ウェンデル・マーシャル（b）、ビル・
イングリッシュ（ds）、ボビー・ドナルドソン（ds）、ボビー・ジャスパー（ts）　【録音】1960年、1961年

名ギタリスト、ケニー・バレルが歌手としての魅力も発揮したコレクターズ・アイテム。10代の
頃、故郷デトロイトで弾き語りのグループを率いていただけあって、歌唱力は申しぶんなし。
「ライク・サムワン・イン・ラヴ」等のスタンダード・ナンバーを軽やかな節回しで聴かせる。も
ちろん定評あるギター・プレイも存分にフィーチャーされており、盟友トミー・フラナガンのピアノ・
タッチもこよなく美しい。

No.23
モダン・ジャズ・ギターの名手としてその洗練されたプレイが人気のケニー・バ
レルがスタンダード・ナンバーでロマンティックな歌声を聴かせる隠れた名盤。

SICP 4207
1961年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典  
Stereo

ケニー・バレル

ウィーヴァー・オブ・ドリームス

2009年リマスター

Aマンボ・ツイスト／Bザ・スイッチ／Cザ・スクイーズ／Dブルージン・
アラウンド／Eバイ・アンド・バイ／Fモーテン・スウィング／Gピープル・
ウィル・セイ・ウィア・イン・ラヴ／Hワン・ミント・ジュレップ／Iムード・
インディゴ
ケニー・バレル（g）、イリノイ・ジャケー（ts）、ハンク・ジョーンズ（p）、メイジャー・ホリー（b）、オシー・ジョ
ンソン（ds）、ジャック・マクダフ（org）　【録音】1961年、1962年

Aソング・フォー・マイ・ファーザー／Bラウンド・ミッドナイト／Cサイド
ワインダー／Dモーニン／Eウォーターメロン・マン／Fマーシー・マーシー・
マーシー／Gアイ・リメンバー・クリフォード／Hテイク・ファイヴ／Iジェ
ミニ／Jザ・イン・クロウド
アート・ファーマー（tp, flh）、ジミー・ヒース（sax）、シダー・ウォルトン（p）、ウォルター・ブッカー（b）、ミッ
キー・ロッカー（ds）　【録音】1967年5月、6月　N.Y.

ウェス・モンゴメリー、ジョージ・ベンソンと並び称されるモダン・ジャズ・ギターの雄、ケニー・
バレル。名盤『ミッドナイト・ブルー』や『ギター・フォームズ』と同時期のレコーディングなが
ら、なぜか20年以上も未発表に終わっていた隠れ名盤が遂に国内CD化。ジャック・マ
クダフ、イリノイ・ジャケー等の重鎮ミュージシャンを共演者に迎え、ブルースやラテンの要
素を取り入れた音作りで魅了する。

アート・ファーマーは初期の頃から完成された相を備えたアーティストで、そのプレイは常
にヒューマンな温かさに満ちており、テクニックも極めて安定している。このアルバムでも
知的で安定性の高い唯一無二のミュージシャン・シップをもって素晴らしい演奏を聴かせ
ている。

No.24 No.25
61-62年にかけてイリノイ・ジャケーやジャック・マクダフ、レオ・ライト、ハンク・ジョーンズ他豪華メ
ンバーと行われたセッションを収録。ジャズ・ギターの真髄を聴かせるブルージーな匠のプレイに酔う！

一音一音かみしめるかのようなトランペットが心にしみ
る、アート・ファーマーの傑作、日本初CD化。

SICP 4208
1983年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

SICP 4209
1967年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ケニー・バレル アート・ファーマー

ブルージン・アラウンド プレイズ・ザ・グレイト・
ジャズ・ヒッツ

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

SICP 4205
1957年作品／ Label：Columbia 
解説：三具保夫
Stereo

※歌詞・対訳は掲載しておりません。

Aレッツ・ビギン／Bブロードウェイの子守唄／Cレット・ゼア・ビー・ラヴ／Dラヴ・フォー・セール／Eアー
ミー・エア・コープス・ソング／Fクレイジー・リズム／Gビート・オブ・マイ・ハート／Hソー・ビーツ・マイ・ハー
ト・フォー・ユー／Iブルース・イン・ザ・ナイト／Jレイジー・アフタヌーン／Kレッツ・フェイス・ザ・ミュージッ
ク・アンド・ダンス／Lジャスト・オン・オブ・ゾーズ・シングス
〈ボーナス・トラック〉 Mイッツ・ソー・ピースフル・イン・ザ・カントリー／Nイン・サンディーズ・アイズ／O君に
こそ心ときめく／Pユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド／Qアイ・オンリー・ハヴ・アイズ・フォー・ユー／Rビギン・ザ・
ビギン
トニー・ベネット（vo）、ラルフ・シャロン（p）、ジョン・ピサノ（ｇ）、ミルト・ヒントン（ｂ）、ハービー・マン（fl）、チコ・ハミルトン（ds）、アート・ブレイキー（ds）、ジョー・ジョーン
ズ（ds）、キャンディド（perc）、ビル・エグジナー（ds）、サブー（ds） 他
【録音】1957年6月、10月

No.21
アート・ブレイキー、チコ・ハミルトン等総勢６名の強者ドラマーたちをゲストに迎えた聴けば胸が高鳴る1957年作品。トニー・
ベネットのカラフルな歌唱が最強のビートにのって一層輝きを増す！日本初ＣＤ化。

アート・ブレイキー、チコ・ハミルトン、ジョー・ジョーンズ等のドラマーをフィーチャーし、いつも以上にリズミカルな歌唱を繰り広げる意欲作。コンボ編
成のバックに乗って、「ブロードウェイの子守唄」、「ブルース・イン・ザ・ナイト」を始めとする名曲の数々をジャズ・フィーリングたっぷりに歌いこなして
いる。盟友ラルフ・シャロンのピアノとアレンジも素晴らしい。

トニー・ベネット

ビート・オブ・マイ・ハート＋６

2011年リマスター

2014年 9月 24日 発売 10月22日 発売

日本初CD化

日本初CD化 日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004205
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004206
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004207
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004208
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004209
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Aパーフィディア／Bラヴ・フォー・セール／Cリカ・パルパ／D枯葉／
Eスクイーズ・ミー／Fサムシング・トゥ・リメンバー・ユー・バイ／Gブラッ
ク・ビューティー／Hザ・ドンキー・セレナーデ／Iドント・ブレイム・ミー
／Jゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー
アーマッド・ジャマル（p）、レイ・クロフォード（g）、イスラエル・クロスビー（b）
【録音】1955年　N.Y.

アーマッド・ジャマルは50年代後半以降のアーゴ／カデット作品によって有名になったが、
これはそれに先立つ55年の録音。レイ・クロフォードのギターを含むドラムレス・トリオで
スタンダードを優雅に演奏している。

クラブDJやヒップホップ系ネタとしても大人気の空間系ピアニスト、アーマッ
ド・ジャマルがEpicレーベルに残した貴重なアルバム。単独では日本初CD化。No.26

SICP 4210
1956年作品／ Label：epic ／解説：中山康樹
Stereo

アーマッド・ジャマル

アーマッド・ジャマル・トリオ

2014年DSDマスタリング

Aイン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ／Bイージー・リビング／Cアイ・
ラヴ・ユー／Dスクィアズ・パーラー／Eウェイト・ティル・ユー・シー・ハー
／Fワルツ・フォー・ア・ラヴリー・ワイフ／Gライク・サムワン・イン・ラヴ
／Hガンガ・ディン 
フィル・ウッズ （as）、ボブ・コーウィン （p）、ソニー・ダラス （b）、ニック・スタビュラス （ds）
【録音】1957年9月11日、10月18日、11月8日　N.Y.

ジャズ・アルト・サックスを象徴するテクニシャン、フィル・ウッズがキャリアの初期に残した
代表作。デイヴ・ブルーベック作「イン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ」や、のちにスタン・
ゲッツにカヴァーされた自作「ワルツ・フォー・ア・ラヴリー・ワイフ」等を覇気たっぷりに演
奏している。敬愛するチャーリー・パーカー直系の情熱的なプレイが爽快だ。

ジャズ・アルト・サックスを象徴するテクニシャン、フィル・ウッ
ズがキャリアの初期に残したワン・ホーン・アルバムの代表作。No.29

SICP 4213
1958年作品／ Label：epic ／解説：原田和典
Mono

フィル・ウッズ

ウォーム・ウッズ

1999年 DSDマスタリング

Aドキシー（テイクⅠ）／Bチュニジアの夜／Cヒム・フォー・キム
／Dディア・オールド・ストックホルム／Eスクラップル・フロム・ジ・
アップル／Fドキシー（テイクⅡ）
フィル・ウッズ （as）、ジーン・クイル （as）、ボブ・コーウィン （p）、ソニー・ダラス （b）、ニック・スタビュラ
ス （ds）　【録音】1957年9月11日　N.Y.

アルト・サックスの限りない魅力を伝える名コンビ、“フィル＆クイル”の決定盤というべき
一枚。壮絶なバトルや掛け合いから、鮮やかなアンサンブルまで、徹底的に息の合ったプ
レイを繰り広げている。尊敬するチャーリー・パーカーの自作「スクラップル・フロム・ジ・アッ
プル」やソニー・ロリンズの代表曲「ドキシー」等、曲目も親しみやすいものばかり。

No.30
アルト・サックスの限りない魅力を伝える名コンビ、“フィ
ル＆クイル”が息の合った迫熱のバトルを繰り広げる名盤。

SICP 4214
1957年作品／ Label：epic ／解説：岡崎正通
Stereo

フィル・ウッズ＆
ジーン・クイル

フィル・トークス・
ウィズ・クイル

1999年 DSDマスタリング

Aルーム３／Bホエア／C降っても晴れても／Dハイ・フライ／
Eプリティ・ストレンジ／Fイフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー
〈ボーナス・トラック〉Gベイブス・ブルース／Hハイ・フライ（テイク２）
ジョニー・コールズ（tp）、ケニー・ドリュー（p）、ペック・モリソン（b）、チャーリー・パーシップ（ds）
【録音】1961年４月

Aオールド・デヴィル・ムーン／Bアーマッズ・ブルース／Cポインシアナ
／Dビリー・ボーイ／Eウィル・ユー・スティル・ビィ・マイン／Fパヴァー
ヌ／Gクレイジー・ヒー・コールズ・ミー／Hザ・サリー・ウィズ・ザ・フリンジ・
オン・トップ／Iアキ・アンド・アクサイ／J10番街の殺人／Kア・ギャル・
イン・キャラコ／Lイッツ・イージー・トゥ・リメンバー
アーマッド・ジャマル（p）、レイ・クロフォード（g）、エディー・カルホーン（b）　【録音】1963年7月

ギル・エヴァンス、レイ・チャールズ、デューク・エリントン等のオーケストラで活動した職人
肌のトランペッター、ジョニー・コールズの真髄をすべてのジャズ・ファンに伝える金字塔。
アルバム・タイトルが示す通りの温かなサウンドが存分に楽しめる、ワン・ホーン・カルテッ
トによる吹き込みだ。近年の調査により、ピアノはケニー・ドリューとランディ・ウェストン
が交互に担当していたことが判明した。

アーマッド・ジャマルは50年代後半以降のアーゴ／カデット作品によって有名になったが、
本作は51年～ 55年の録音。レイ・クロフォードのギターを含むドラムレス・トリオでスタン
ダードを優雅に演奏している。

No.28

No.27

美しいトーン、温かいサウンド。マイルス・デイビスの影武者と言われ、ギル・エヴァンス楽団で活躍した名手が３０代
半ばにして発表したリーダー・アルバム。ケニー・ドリュー他と共演しワン・ホーン・ジャズの真髄をきかせる幻の名盤。

クラブDJやヒップホップ系ネタとしても大人気の空間系ピアニスト、アーマッド・ジャマルがEpicレー
ベルに残した貴重なアルバム。クラブの人気曲「ポインシアナ」収録。単独では日本初CD化。

SICP 4212
1961年作品／ Label：epic ／解説：原田和典
Stereo

SICP 4211
1963年作品／ Label：epic ／解説：中山康樹
Mono

ジョニー・コールズ・
カルテット

アーマッド・ジャマル

ウォーム・サウンド＋２

ポインシアナ

2007年リマスター

2014年DSDマスタリング

2014年9月 24日 発売10月22日 発売

単独では日本初CD化 単独では日本初CD化

　1931年マサチューセッツ州生
まれ。40年代から活動を始め、56
年にはジーン・クイルとの２アルト・
サックス・チーム“フィル＆クイル”
を結成。60年代後半にはヨーロッ
パに拠点を移したが、73年アメリ
カに戻った。歌心に溢れたプレイ
は幅広いジャンルのアーティスト
に支持されており、ビリー・ジョエル
「素顔のままで」でも大きくフィー
チャーされている。いまもライヴや
レコーディングにひっぱりだこの、
グラミー賞常連アーティスト。

Jazz Giants 12 Phil Woods

フィル・ウッズ

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004210
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004211
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004212
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004213
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004214
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AA・マイナー・ブルース／ B ファイヴ・フォー・アンド・スリー／
Cコモニア／Dミッドナイト・ムード／E遠くはなれて／Fテイク・
セヴン／G若者／Hチューン・ダウン
リー・コニッツ（as, fl）、エンリコ・ラヴァ（tp）、フランコ・ダンドレア（p）、ジョヴァンニ・トンマーゾ（b）、
ゲゲ・ムナリ（ds）　【録音】1968年

Aゴーン／Bテネシー・ファイアーバード／Cジャスト・ライク・ア・ウーマ
ン／Dわが恋人の黒髪／E色あせた恋／Fどうにも出来ない／Gアイ・ウォ
ント・ユー／H見捨てられ／Iウォルター・L／Jボーン・トゥ・ルーズ／
Kビューティー・コンテスト／Lエピローグ
ゲイリー・バートン （vib）、スティーヴ・マーカス （ts, ss）、チェット・アトキンス （g）、スティーヴ・スワロ
ウ （b）、ロイ・ヘインズ （ds） 他　【録音】1966年9月19日、20日、21日

リー・コニッツの魅力であるコクのある音色、豊かな楽想はもちろんのこと、いつになくポッ
プな味わいを発散しているのも実に興味深い作品。コニッツはこのアルバムでインスピ
レーション全開の即興を繰り広げただけではなく、エレクトリック・サックス（ヴァリトーンと
いうエフェクター・システムを接続）も用いて新生面もアピールしている。日本初CD化。

鬼才ヴィブラフォン奏者、ゲイリー・バートンが自らのルーツであるカントリー＆ウェスタン
の要素を大きく取り入れたナッシュヴィル・レコーディング。アメリカの国民的ギタリストで
あるチェット・アトキンスを共同プロデューサーに迎え、カントリー・ギターの巨星ハンク・ガー
ランドに捧げた自作「ウォルター・L」、ボブ・ディランの「アイ・ウォント・ユー」等を鮮やか
にプレイする。ラリー・コリエルとのコンビ始動直前に生まれた極めつけの重要作。

リー・コニッツの魅力であるコクのある音色、豊かな楽想はもちろんのこと、い
つになくポップな味わいを発散しているのも実に興味深い作品。日本初CD化。

ゲイリー・バートンが自らのルーツであるカントリー＆ウェスタ
ンの要素を大きく取り入れたナッシュヴィル・レコーディング作品。

No.31

No.33

SICP 4215
1969年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

SICP 4217
1967年作品／ Label：RCA／解説：中山康樹
Stereo

リー・コニッツ

ゲイリー・バートン

ステレオコニッツ

テネシー・ファイアーバード

2014年 DSDマスタリング

Aイントロダクション～セント・トーマス／Bキャロルズ・ワルツ／Cスパー・
オブ・ザ・モーメント／Dホエア・ダズ・イット・リード／Eロンリー・ウーマ
ン／Fマイ・シャイニング・アワー／Gクワイエット・ナウ／Hアット・シッ
クセス・アンド・セヴンス／Iホワット・イズ・ディス・シング・コールド・ラヴ
デニー・ザイトリン（p）、チャーリー・ヘイデン（b）、ジェリー・グラネリ（ds）
【録音】1965年3月

エヴァンス派ピアニストの代表格、デニー・ザイトリン弱冠26歳当時のライヴをとらえた
幻の名盤。よき友チャーリー・ヘイデンと共に、若きニュー・スターの輝きに満ちた傑作 ！ 

エヴァンス派ピアニストの代表格、デニー・ザイトリン弱
冠26歳当時のライヴをとらえた幻の名盤。No.35

SICP  4219
1966年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

デニー・ザイトリン

ライヴ・アット・ザ・
トライデント 

1997年リマスター

Aバレー／Bスイート・レイン／Cポーツマスの華彩／Dモジョ
将軍の戦略／Eワン・トゥ・1-2-3-4 ／Fブルースをそっと歌って
／G祈祷式／Hレスポンス
ゲイリー・バートン （vib）、ラリー・コリエル （g）、スティーヴ・スワロウ （b）、ロイ・ヘインズ （ds）
【録音】1967年4月

Aオレオ／Bラヴァー・マン／C恋とは何でしょう／Dソー・ホワッ
ト／Eウェル・ユー・ニドゥント／Fウィロー・ウィープ・フォー・ミー
／Gブルー・セヴン　〈ボーナス・トラック〉 H恋とは何でしょう（テイク１）
ジェレミー・スタイグ（fl）、デニー・ザイトリン（p）、ベン・ライリー（ds）、ベン・タッカー（b）
【録音】1963年　N.Y.

鬼才ラリー・コリエルを抜擢し、ジャズ・ロックへの第一歩を踏み出したゲイリー・バートン
の金字塔。卓越したハーモニー・センスを持ったバートンのヴィブラフォンと、チョーキング
やフィードバック奏法を駆使したコリエルのエレクトリック・ギターがぶつかりあい、このう
えなくスリリングな響きを生み出している。名演「ブルースをそっと歌って」収録。

鬼才ジェレミー・スタイグの金字塔にして、ジャズ・フルートの持つ激しさ、逞しさ、力強さ、包容力、エロ
スが封じ込められた玉手箱。とんでもなくダイナミクス（強弱）に富んだ音色、サム・モストのアプロー
チをさらに発展させたかのようなグロウル（声出し）奏法、切れ味鋭いリズム感、常にかっこいい曲ば
かりを選び抜くセンスは、当デビュー作『フルート・フィーヴァー』から現在まで一貫するスタイグの魅力
といっていい。俊英デニー・ザイトリン（当時25歳）のみずみずしいピアノ・プレイも満喫できる。

No.32

No.34

鬼才ラリー・コリエルを抜擢し、ジャズ・ロックへの第一
歩を踏み出したゲイリー・バートンの金字塔。

鬼才ジェレミー・スタイグの金字塔にして、ジャズ・フルートの持つ
激しさ、逞しさ、力強さ、包容力、エロスが封じ込められた玉手箱。

SICP 4216
1967年作品／ Label：RCA／解説：中山康樹
Stereo

SICP 4218
1964年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ゲイリー・バートン

ジェレミー・スタイグ

ダスター

フルート・フィーヴァー＋１

2004年リマスター

2013年リマスター

A リピート／ B アイ～ザウ／ C ストーンヘンジ／ D スーン／
E ニカズ・テンポ／ F カセクシス／ G ラウンド・ミッドナイト／
Hおさな子よ、その家に近寄るな／Iブルー・フェニックス　〈ボー
ナス・トラック〉Jニカズ・ドリーム／Kレクイエム・フォー・リリ
デニー・ザイトリン（p）、セシル・マクビー（b）、フレディー・ウェイツ（ds）　【録音】1964年

レコード・プロデューサーのジョン・ハモンドとの邂逅が生んだ、デニー・ザイトリン初のリー
ダー・アルバム。日本初CD化。『カセクシス』はフロイトが考案した用語“Besetzung”
の英訳で、心のエネルギーが特定の観念や人物などに強烈に向けられることを示す。

No.36
レコード・プロデューサーのジョン・ハモンドとの邂逅が生ん
だ、デニー・ザイトリン初のリーダー・アルバム。日本初CD化。

SICP 4220
1964年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

デニー・ザイトリン

カセクシス＋2

2014年 DSDマスタリング

2014年 9月 24日 発売 10月22日 発売

日本初CD化

日本初CD化 日本初CD化

日本初CD化

1998年マスタリング

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004215
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004216
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004217
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004218
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004219
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004220
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Aパヴァーヌ／Bカトリーヌのテーマ／C風のささやき／D恋はフェ
ニックス／Eフール・オン・ザ・ヒル／Fスウィート・ジョージィ・フェ
イム／Gアイ・ウィル・ウェイト・フォー・ユー／Hジャンゴ／I世
界は愛を求めている
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】1969年

A ミルキー・ウェイ／ B アンブレラ／ C セヴンス・アロー／ D オ
レンジ・レディ／Eモーニング・レイク／Fウォーターフォール／
Gティアーズ／Hユリディス
ジョー・ザヴィヌル（el-p）、ウェイン・ショーター（ss）、ミロスラフ・ヴィトウス（b）、アルフォンス・ムゾー
ン（ds, vo）、アイルト・モレイラ（perc）、バーバラ・バートン（perc）　【録音】1971年

オランダ・ジャズ界の至宝にして、アン・バートンやリタ・ライスの伴奏でも不動の評価を
得る“ピアノの詩人”ルイス・ヴァン・ダイクが1969年にリリースしたロマンティックなリー
ダー・アルバム。フォーレの「パヴァーヌ」、ルグランの「風のささやき」、ビートルズの「フー
ル・オン・ザ・ヒル」、グレン・キャンベルのヒット曲「恋はフェニックス」など、さまざまな美し
いメロディを黄金のピアノ・タッチで奏でている。

1970 ～ 80年代のミュージック・シーンを席巻したスーパー・グループ、ウェザー・リポートの発
足第1弾。ウェイン・ショーター、ジョー・ザヴィヌル、ミロスラフ・ヴィトウスという3人の鬼才が
イニシアティヴを握るサウンドは、国籍・ジャンル・世代を超えた自由で風通しの良い響きに
彩られている。ソプラノ・サックスと“ピアノの弦”との共演「ミルキー・ウェイ」を筆頭に、どの
曲も今なお絶大なインパクトで迫る。

No.41 No.42
オランダ・ジャズ界の至宝、“ピアノの詩人”と称されるルイス・ヴァ
ン・ダイクが1969年にリリースしたロマンティックなリーダー作。

宇宙的な叙事詩がスリリングに展開される歴史的瞬間。71年に
発表された衝撃のデビュー・アルバムにしてジャズ史の金字塔。

SICP 4225
1969年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三
Stereo

SICP 4226
1971年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ルイス・ヴァン・ダイク ウェザー・リポート

パヴァーヌ ウェザー・リポート

2014年 DSDマスタリング 2001年 DSDマスタリング

A恋人の瞳／Bシャラ／C君への面影／Dいとしのマルシア／
E場末の酒場で／Fカモメの飛翔／G小さな終着駅／Hいそしぎ
／Iブラジリアーナ／Jバサンバ／Kあなたゆえ／L孤独な旅
バーデン・パウエル（g）、ジョアキン・パイス・エンヒーキ（ds）、エバーハルト・ウェーバー（ｂ）
【録音】1971年12月

Aチャーリー・ブラウンという名の少年／Bビジネス・ゴーズ・オン・アズ・ユー
ジュアル／Cスイート・ウィリアムス／Dフォー・ノー・ワン／Eゴット・トゥ・
ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ／Fリトル・マン・ユーヴ・ハッド・ア・ビー
ジー・デイ／Gファイアー・アンド・レイン／Hマイ・シップ／I二人の誓
い／Jあなたが行くまで
アン・バートン（vo）、ウィム・オーヴァーハウ・クワルテット 他　【録音】1971年

ブラジルが生んだ孤高の天才ギタリスト、バーデン・パウエルが1971年に滞在先のド
イツで吹き込んだ一枚。後にECMレーベルの諸作で名声を獲得するベース奏者、エ
バーハルト・ウェーバーらをパートナーに迎え、「いそしぎ」、「ブラジリアーナ」等の名曲
を歌心たっぷりにプレイする。ワン＆オンリーのギター・サウンドを克明に捉えた録音も
素晴らしい。

ビートルズ、カーペンターズ、ジェームス・テイラー等、録音された当時、1971年頃のコンテ
ンポラリーな作品を多く取り上げたアン・バートンのサード・アルバムが世界初CD化。

研ぎ澄まされた感性から紡ぎだされる唯一無二の音世界。漂う孤独
感、そして哀愁…深い陰影をたたえて静かに心にしみる12の小品。

ビートルズ、カーペンターズ、ジェームス・テイラー等、録音された当時のコンテンポ
ラリーな作品を多く取り上げたアン・バートンのサード・アルバムが世界初CD化。

No.37

No.39

SICP 4221
1973年作品／ Label：epic ／解説：村井康司
Stereo

SICP 4223
1971年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三
Stereo

バーデン・パウエル

アン・バートン

孤独

シングス・フォー・ラヴァーズ

2014年リマスター

2014年 DSDマスタリング

Aレッツ・ブーム・チティ・ブーム／Bホワット・アイ・セイ／Cセニョール・
ブルース／ D ビジュー／ E ジャングル・マン／ F ウォーターメロン・マン
／Gインタールード／Hジャイブ・サンバ／Iアヴェ・マリア・モレーナ／
Jマンテカ
チャーリー・パルミエリ（p）、チック・コリア（p）、ボビー・ロトリゲス（b）、ウィリー・ボボ（perc） 他
【録音】1965年6月

Aトゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ／Bフライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン／
Cプア・バタフライ／Dマイ・フーリッシュ・ハート／Eミスター・ワンダフ
ル／Fザット・オールド・フィーリング／G虹の彼方に／Hリメンバー／
Iエヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー／Jイズント・イット・ロマンティック
／Kザ・タッチ・オブ・ユア・リップス
リタ・ライス（vo）、ピム・ヤコブ（p）、ルード・ヤコブ（b）、ピーター・ユマ（ds）、ジョニー・グリフィン（ts）　【録音】1979年

「カミン・ホーム・ベイビー」や「メンフィス・アンダーグラウンド」の大ヒットで一世を風靡し
たフルート奏者、ハービー・マンが送り届ける入魂の一枚。チャーリー・パルミエリ、ウィリー・
ボボ、パタート・ヴァルデスなどラテン界のビッグ・スターに加え、最初期のチック・コリアも
参加。レイ・チャールズの「ホワッド・アイ・セイ」、ホレス・シルヴァーの「セニョール・ブルー
ス」等を極上のラテン・ジャズに料理している。

夫君ピム・ヤコブ率いるピアノ・トリオを伴奏に迎え、ジャズ・ヴォーカルの原点に回帰した
リタ・ライス円熟期の最高傑作。「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」、「マイ・フーリッシュ・ハー
ト」、「オーヴァー・ザ・レインボウ（虹の彼方に）」等、スタンダード・ナンバーが揃った選曲
も大きな魅力。スペシャル・ゲストとして参加した名サックス奏者、ジョニー・グリフィンも入
魂のプレイを聴かせる。

No.38

No.40

ハービー・マン入魂のラテン・アルバム！チャーリー・パルミエリ、
チック・コリアをはじめ豪華メンバーと繰り広げるラテンの饗宴！

ロマンティックなムード、官能的なサクソフォーンの調べ……オ
ランダのシンガー、リタ・ライスが歌うアメリカン・スタンダード。

SICP 4222 
1965年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通 
Stereo

SICP 4224
1979年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三
Stereo

ハービー・マン

リタ・ライス

ラテン・マン

ザット・オールド・
フィーリング

2014 年リマスター

2014年 DSDマスタリング

2014年9月 24日 発売10月22日 発売

世界初CD化

日本初CD化

日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004221
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004222
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004223
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004224
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004225
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004226
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Aアンノウン・ソルジャー／Bザ・ムアーズ／Cクリスタル／Dセカンド・
サンデイ・イン・オーガスト／Eメドレー：ヴァーティカル・インヴェイダー
～T.H. ～ドクター・ホノリス・カウサ／Fスルクク／Gディレクションズ
ジョー・ザヴィヌル（p, syn）、ウェイン・ショーター（ss, ts）、ミロスラフ・ヴィトウス（b）、エリック・グラ
ヴァット（ds）、ドン・ウン・ホマォン（perc） 他
【録音】1971～ 2年

時代を震撼させたスーパー・グループ、ウェザー・リポートの本国アメリカにおけるセカンド・
アルバム。前半ではラルフ・タウナー、ヒューバート・ロウズ等の豪華ゲストを迎えてシンフォ
ニックなサウンドを展開。後半は初来日公演のエッセンスを凝縮した内容となっている。
構築されたアンサンブルと奔放な即興演奏の双方が満喫できる、初期ウェザーの醍醐味
に溢れた傑作。

ニューヨークにおけるスタジオ録音と、東京でのライヴ録音を織り交
ぜ、バンドとしての方向性を明確にしたスーパー・グループの第2作。No.43

SICP 4227
1972年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ウェザー・リポート

アイ・シング・ザ・ボディ・
エレクトリック

2007年 DSDマスタリング

Aパストラル／Bブリッジ／C東京組曲：サンライズ／サンセット
／Dゲイリー、オトロ・サンバ／Eある日郊外で／Fファンダンゴ
／Gきんきらきんのクロージング・テーマ／Hリトモ・サボローソ
渡辺貞夫 （as, sopranino sax, fl）、増尾好秋 （g）、鈴木良雄 （b, p）、渡辺文男 （ds, perc）、八城一夫 
（el-p）、松本 浩 （vib）、田中正大 （hr）、松原千代繁（hr）　【録音】1969年

渡辺貞夫の新境地を捉えたCBSソニー（当時）移籍第1弾。増尾好秋や鈴木良雄な
ど気鋭をバック・メンバーに迎え、アルト・サックス、フルート、ソプラニーノを駆使しながら
ジャズの枠を拡大するかのような風通しの良いサウンドを聴かせる。フォーク・ロック調の
「パストラル」、アメリカ留学時代の師、ゲイリー・マクファーランドへの敬愛をこめた「ゲ
イリー、オトロ・サンバ」がこよなく美しい。

設立直後のCBSソニーへの移籍第1弾となった渡辺貞
夫の意欲作。当時の若手実力派メンバーを従えた傑作。No.46

SICP 4231
1969年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

渡辺貞夫

パストラル

2000年 DSDマスタリング

Aブギ・ウギ・ワルツ／Bマレノート／Cアディオス／D125丁
目の出来事／Eウィル／Fノン・ストップ・ホーム
ジョー・ザヴィヌル（p, syn）、ウェイン・ショーター（ss, ts）、ミロスラフ・ヴィトウス（b）、エリック・グラ
ヴァット（ds）、ドン・ウン・ホマォン（perc） 他
【録音】1973年

シンセサイザーとエレクトリック・ベースを活用した音作りで新境地を開拓したスタジオ・ア
ルバム第3弾。ウェイン・ショーターとジョー・ザヴィヌルのコンビネーションはさらに緊密に
なり、ミロスラフ・ヴィトウスも多彩なプレイでクライマックスを作る。パーカッションには元
セルジオ・メンデス＆ブラジル66のドン・ウン・ホマォンも参加。ザヴィヌル作「ブギ・ウギ・
ワルツ」の初演も聴くことができる。

No.44
初代メンバー、ミロスラフ・ヴィトウスが参加した最後の
アルバムにして、その後のWRの転換点を示した名作。

SICP 4228
1973年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ウェザー・リポート

スウィートナイター

2007年 DSDマスタリング

SICP 4229～30
1972年作品／ Label：Columbia 
解説：原田和典
Stereo

Disc-1
Aメドレー：Aヴァーティカル・インヴェイダー～Bセヴンス・アロー～CT.H. ～Dドクター・ホノリス・カ
ウサ／Bメドレー：Aスルクク～Bロスト～Cアーリー・マイナー～Dディレクションズ
Disc-2 
Aオレンジ・レディ／Bメドレー：Aユリディス～Bザ・ムアーズ／Cメドレー：Aティアーズ～Bアンブ
レラ
ジョー・ザヴィヌル（p, syn）、ウェイン・ショーター（ss, ts）、ミロスラフ・ヴィトウス（b）、エリック・グラヴァット（ds）、ドン・ウン・ホマォン（perc）
【録音】1972年

No.45 衝撃のデビュー直後の来日公演（72年）を完全収録した傑作ライヴ。ここには歴史の1ページが確実に刻み込まれている。

日本のジャズ・ファンをノックアウトした伝説の初来日公演をノーカットで収めた2枚組。公式スタジオ・ヴァージョンが存在しない曲が演奏されている
ばかりか、ウェイン・ショーター、ジョー・ザヴィヌル、ミロスラフ・ヴィトウスのいずれもがライヴならではの自由奔放な即興演奏を披露。当時のジャズ
界の最先端をゆく響きが、この作品にはあますところなく収められている。

ウェザー・リポート

ライヴ・イン・トーキョー

2枚組

2007年 DSDマスタリング

2014年 9月 24日 発売 10月22日 発売

　1971年に元マイル
ス・デイビス・バンドの
ウェイン・ショーターと、
マイルスの名盤『イン・
ア・サイレント・ウェイ』の
陰の立役者というべき
ジョー・ザヴィヌルが中
心となって立ち上げた
グループ。86年の解散
宣言までナラダ・マイケ

ル・ウォルデン、ジャコ・パストリアス、ピーター・アースキン、オマー・ハ
キムら、多くの逸材をメンバーに加えながらジャズ～フュージョンの
新時代を切り開いた。今回はオリジナル・メンバーのミロスラフ・ビト
ウス在籍時の初期作品にスポットを当てた3作品をリリース。

Jazz Giants 13 Weather Report

ウェザー・リポート

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004227
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004228
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004229
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004231
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Aラウンド・トリップ～ゴーイング＆カミング／Bノスタルジア／
Cパストラル／Dサン・パウロ
渡辺貞夫 （sopranino sax, fl）、チック・コリア（p, el-p）、ミロスラフ・ヴィトウス（b）、ジャック・ディジョ
ネット（ds）、ウルピオ・ミニッツィ（p 4）
【録音】1970年

新たなピークを迎えていた渡辺貞夫が単身ニューヨークに飛び、ジャズ・シーンの最先端
を疾走していたチック・コリア、ミロスラフ・ヴィトウス、ジャック・ディジョネットと繰り広げ
た白熱のセッション。空間を切り裂くかのようなソプラニーノやフルートの音色、リターン・トゥ・
フォーエヴァー結成を予感させるチック・コリアのエレクトリック・ピアノ。名曲「パストラル」
も過激に生まれ変わる。

ニューヨークに赴き、チック・コリア、ミロスラフ・ヴィトウス、ジャッ
ク・ディジョネットと繰り広げるナベサダの熱きプレイに酔いしれる。No.48

SICP 4233
1970年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

渡辺貞夫

ラウンド・トリップ

1997年デジタル・リマスター

Aビューティフル・ラヴ／Bスプリング・イズ・ヒア／Cサムデイ・
マイ・プリンス・ウィル・カム／D君住む街で／E夜は千の眼を持つ
／Fマイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ／Gオー・グランデ・アモー
ル／Hタンジェリン
小曽根真（p）、ジョージ・ムラーツ（b）、ロイ・ヘインズ（ds）　【録音】1986年

小曽根真、初のスタンダード・ナンバー集。オスカー・ピーターソンやトミー・フラナガンのグ
ループでも活動したジョージ・ムラーツ、チック・コリアやハンク・ジョーンズなど数々の名匠
に愛されたロイ・ヘインズをサポートに迎え、「マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ」、「いつか
王子様が」等、極めつけのナンバーをメロディアス＆スウィンギーに聴かせる。

ニューヨーク・ジャズシーンの寵児となった小曽根真がはじ
めて取り組んだ味わい深いスタンダード・ナンバー・アルバム。No.50

SICP 4235
1987年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

小曽根真

スプリング・イズ・ヒア

2007年 DSDマスタリング

A クリスタル・ラヴ／ B アイ・ニード・ユー・ヒア／ C フライト／
Dエンドレス・シーズン パート I ／Eエンドレス・シーズン パート
II ／Fインプロヴィゼイション　〈ボーナス・トラック〉Gコリア -グ
ラフィ
小曽根真（p）、ゲイリー・バートン（vib）、エディ・ゴメス（b）　【録音】1984年

世界をまたにかけて活動を続けるスーパー・ピアニスト、小曽根真の原点を記した初リー
ダー作にして全米デビュー作。バークリー音楽院での師にあたるゲイリー・バートン、ビル・
エヴァンスやチック・コリアとの共演で知られるエディ・ゴメスをパートナーに迎え、みずみ
ずしい感性が光るサウンドを繰り広げる。初期の人気レパートリー「クリスタル・ラヴ」収
録。

No.49
世界のOZONEがバークリー音楽大学卒業後、米CBSと契約し、
ゲイリー・バートンのプロデュースで制作した記念すべき1st。

SICP 4234
1984年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

小曽根真

OZONE

2007年 DSDマスタリング

SICP 4232
1972年作品／ Label：Columbia 
解説：原田和典
Stereo

Aデュエット・フォー・ラヴァーズ／Bストリート・サンバ／Cドリアズ・ステップ／Dラヴ・テーマ（１）／Eラヴ・
テーマ（２）／Fホーダ・ヴィヴァ／Gガボール／Hタグザウア／Iカールド・ヘヤー・ボーイ＆ロング・ヘヤー・ガー
ル／Jアイ・ノウ・ザ・プレース・フォー・アス／K日本橋／L空が落ちてきたらどうしよう／Mトレイン・サン
バ／Nファンダンゴ／Oジムノペディ／Pワン・フォー・T／Q祭りの朝に（１）／R祭りの朝に（２）／Sホー
プフル・エンカウンター／Tアイ・フィール・ロマンティック／Uユー・アンド・アイ／Vプロミス・ミー／Wレディ・
マコ／Xディア・オールド・デイズ／Yパストラル／Z待ってます“ワ”のクロージング・テーマ
渡辺貞夫 （as, sopranino sax, fl）、増尾好秋 （g）、鈴木良雄 （b）、渡辺文男 （ds, perc）、八城一夫 （p, cemb）、菊地雅章（p, cemb, marimba）
【録音】1969年

No.47 ソングライターとしてのナベサダのメロディ・メイカーぶりを発揮した1枚。テレビで使用された音楽を集めた好企画アルバム。

日本が世界に誇るジャズ大使、渡辺貞夫が稀代のメロディ・メイカーとしての一面を発揮した重要作。増尾好秋、菊地雅章らを含むグループを率い
て、アストラッド・ジルベルトも歌った「ストリート・サンバ」（「地球をくすぐっチャオ!」の原曲）、弘田三枝子や大塚博堂もとりあげた「祭りの朝に」等
を自作自演している。11分を超える「パストラル」の再録ヴァージョンも圧巻。

渡辺貞夫

ソング・ブック

2000年 DSDマスタリング

2014年9月 24日 発売10月22日 発売

　1927年イリノイ州生まれ。40年
代半ばからプロ活動を始め、レ
ニー・トリスターノ、マイルス・デイ
ビス、ギル・エヴァンスら数多くの
鬼才の下で演奏する一方、アメリ
カやヨーロッパのジャズ・レーベル
に様々なリーダー作を録音。大御
所となって久しい現在もブラッド・
メルドー、イーサン・アイヴァーソン
（ザ・バッド・プラス）等、世代の異
なるミュージシャンと積極的に共
演を重ねている。2013年、「東京
JAZZ」のステージに立った。

Jazz Giants 14 Lee Konitz

リー・コニッツ

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004232
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004233
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004234
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004235
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Disc-1 Aレイテッド X ／Bホンキー・トンク／Cジャック・ジョンソン
のテーマ／Dブラック・サテン～ザ・テーマ
Disc-2 Aイーフェ／Bライト・オフ～ザ・テーマ
マイルス・デイビス（tp, org）、カルロス・ガーネット（ss）、レジー・ルーカス（g）、カリル・バラクリシュナ
（sitar）、セドリック・ローソン（key）、マイケル・ヘンダーソン（b）、アル・フォスター（d）、エムトゥーメ（perc）、
バダル・ロイ（tabla）　【録音】1972年9月29日　N.Y. フィルハーモニック・ホールにて収録

Disc-1 Aシヴァード／Bリトル・チャーチ／Cメドレー：ジェミニ～ダブル・イメー
ジ／Dホワット・アイ・セイ／Eネイム・ウーム・タルヴェズ
Disc-2 Aセリム／Bファンキー・トンク／Cイナモラータ・アンド・ナレーション
マイルス・デイビス（tp）、ゲイリー・バーツ（ss, as）、ジョン・マクラフリン（g）、キース・ジャレット（el-p, org）、マイケル・ヘンダー
ソン（el-b）、ジャック・ディジョネット（ds）、アイアート・モレイラ（perc）、スティーヴ・グロスマン（ss）、チック・コリア（el-p）、ハー
ビー・ハンコック（el-p）、デイヴ・ホランド（el-b, b）、エルメート・パスコアル（ds, whistling, voice, el-p）、ウェイン・ショーター
（ss）、ジョー・ザヴィヌル（el-p）、カリル・バリクリシュナ（el-sitar）、ビリー・コブハム（ds）、ロン・カーター（b）　【録音】1970年

1972年に発表されたこのアルバムは、ニューヨークのフィルハーモニック・ホールにてライ
ヴ録音された。マイルス・デイビスの「新しい方向性」を示すアルバム4作「ゲット・アップ・
ウィズ・イット」、「ジャック・ジョンソン」、「オン・ザ・コーナー」、「ビッグ・ファン」から選曲さ
れている。「マイルス・アヘッド」でも「カインド・オブ・ブルー」でも「E.S.P.」でもない、こ
のコンサートならではの音がここにはある。

米国ジャズ・チャートで最高位４位を記録したヒット・アルバム。ジョン・マクラフリン、キー
ス・ジャレット、ジャック・ディジョネットを含む壮絶なライヴ演奏と、ブラジルの奇才エルメッ
ト・パスコアールと組んだ幻想的なスタジオ録音がカップリングされている。あの『ビッチェ
ズ・ブリュー』のジャケットを手がけたマティ・クラーワインが再びペインティングを担当して
いるのも話題。

完璧なアンサンブルとグルーヴする音のモザイク。マイ
ルスの新しい方向性を示すライヴ・アルバム。

ワシントンD.C. でのライヴを中心としてスタジオテイ
クも交えて構成された強烈なアルバム。

No.51

No.53

SICP 4236～7
1972年／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

SICP 4240～1
1971年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

マイルス・デイビス

マイルス・デイビス

イン・コンサート

ライヴ・イヴル

2005年 DSDマスタリング

2001年 DSDマスタリング

Aジャズ・フェスティヴァル・スート／Bジョーンズ／Cエル・ガ
ト／Dオール・オブ・ミー／Eゴー・アウェイ・ブルース／Fホエン・
ユア・ラヴズ・ハズ・ゴーン／Gテイク・ザ・ア・トレイン
デューク・エリントン、デューク・エリントン楽団 他　【録音】1958年9月9日

アメリカ最高のジャズ・オーケストラが、アメリカを代表する高級ホテルに登場した。1958
年9月9日、ニューヨークを代表する歴史的建造物のひとつ「プラザ・ホテル」内“ペルジ
アン・ルーム”（“エドワーディアン・ルーム”ではない）で行なわれた米コロンビア・レコード
のコンベンションから、デューク・エリントン・オーケストラを中心とするパフォーマンスを収
めた作品がこの『ジャズ・アット・ザ・プラザVol.2』である。

1958年9月9日、アメリカ最高の歴史的建造物プラザ・
ホテルにアメリカ最高のジャズ・オーケストラが登場した。No.55

SICP 4243
1973年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

デューク・エリントン

ジャズ・アット・ザ・プラザ
Vol.2

2014年 DSDマスタリング

Disc-1 Aモエジャ （パート1）／Bモエジャ （パート2）／Cウィーリー 
（パート1）／Dウィーリー （パート2）
Disc-2 Aタートゥー （パート1）／Bタートゥー （パート2）／Cオーンネー 
（パート1）／Dオーンネー （パート2）
マイルス・デイビス（tp, org）、デイヴ・リーブマン（fl, ss, ts）、エイゾー・ローレンス（ts）、レジー・ルーカス（g）、ピート・コージー（g）、ドミニク・ガーモ
ント（g）、マイケル・ヘンダーソン（el-b）、アル・フォスター（ds）、エムトゥーメ（perc）　【録音】1974年3月30日　N.Y. カーネギー・ホールにて収録

1961年にギル・エヴァンスとライヴ名盤を残したカーネギー・ホールで、1974年に繰り広
げるマイルスの演奏は、Black Magician（悪魔術師）の意味を持つダーク・メイガス
というタイトルが示す通りの、ジャングル・サウンドと喩えられるミステリー・ライヴ。ファンク
～ロック・サウンドの移り変わりを示す大注目のライヴ・アルバム。

No.52
ダーク・メイガスというタイトルが示す通りの、ジャングル・サウンドと喩えられるミステ
リー・ライヴ。ファンク～ロック・サウンドの移り変わりを示す大注目のライヴ・アルバム。

SICP 4238～9
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

マイルス・デイビス

ダーク・メイガス 

2005年 DSDマスタリング

Aイフ・アイ・ワー・ア・ベル／Bオレオ／Cマイ・ファニー・ヴァレ
ンタイン／Dストレイト、ノー・チェイサー
マイルス・デイビス（tp）、ジョン・コルトレーン（ts）、キャノンボール・アダレイ（as）、ビル・エヴァンス（p）、
ポール・チェンバース（b）、ジミー・コブ（ds）　【録音】1958年9月９日

1958年9月9日、ニューヨークを代表する歴史的建造物のひとつ「プラザ・ホテル」で米コロンビア・レコードのコンベンションが行
なわれた。出演者はデューク・エリントン・オーケストラ、マイルス・デイビス・セクステット、ビリー・ホリデイ、ジミー・ラッシング、バック・クレ
イトン等。「ビルボード」誌の9月22日号には、短いながらもライヴ評が掲載されている。『コロンビアは、プラザ・ホテルのペルジア
ン・ルームにレコード業界の人 を々招いてパーティーを開催した。この“ジャズ・アット・ザ・プラザ”のすべてはステレオ録音され、後日
ハイライト部分をアルバム化する予定。エリントン楽団の精力的な演奏は会場を発電所に変え、対照的にマイルスは「マイ・ファ
ニー・ヴァレンタイン」で内省の極致を示した』。その貴重な記録こそ、この名盤の評価の高い「ジャズ・アット・ザ・プラザ」である。

No.54
1958年 CBS主催のパーティーにおけるライヴ音源が
当時の演奏順に並べ替えられリリース。

SICP 4242
1973年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

マイルス・デイビス

ジャズ・アット・ザ・プラザ
Vol.1

2005年リマスター

A インフラ・レエ／ B ニカズ・ドリーム／ C イッツ・ユー・オア・ノー・ワン／
Dエカロー／Eキャロルズ・インタールード／F恋路の果て／Gハンクス・シンフォ
ニー／Hウィアード・オー　〈ボーナス・トラック〉Iイル・ウィンド／Jレイト・ショ
ウ／Kデシフェリング・ザ・メッセージ／Lキャロルズ・インタールード（別テイク）
アート・ブレイキー（ds）、ホレス・シルヴァー（p）、ハンク・モブレー（ts）、ドナルド・バード（tp）、ダグ・ワト
キンス（b）　【録音】1956年

アート・ブレイキーとホレス・シルヴァーの絶妙な連携が光る第1期ジャズ・メッセンジャー
ズのラスト・アルバムが、オリジナル・アナログ盤未収録曲を加えた完全版として登場。
シルヴァーが書いた最も有名な自作曲のひとつである「ニカズ・ドリーム」の初演を筆頭
に、一瞬たりとも聴き逃せない名演が続く。この作品抜きにハード・バップやファンキー・ジャ
ズは語れない。

No.56
超強力なメンバーを従え、ハード・バップ時代を具現化し
たメッセンジャーズの若さあふれる初期の傑作アルバム。

SICP  4244
1956年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

アート・ブレイキー

ザ・ジャズ・メッセンジャーズ
＋５

1997年デジタル・リマスター

2014年 9月 24日 発売 10月22日 発売

2枚組 2枚組

2枚組

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004236
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004238
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004240
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004242
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004243
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004244
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Aクランキー・スパンキー／B星影のステラ／Cマイ・ハート・ストゥッド・
スティル／Dリトル・メローネイ／Eスタンリーズ・スティフ・チキンズ
〈ボーナス・トラック〉Fニカズ・テンポ／Gディーズ・ディレンマ／Hジャスト・
フォー・マーティ／Iガーシュウィン・メドレー（ラプソディ・イン・ブルー／
サマータイム／サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー／私の彼氏）
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）、サム・ドッカリー（p）、スパンキー・デブレスト（b）　【録音】1956年

50年代に全盛を極めたジャズ・スタイル“ハード・バップ”の真髄を捉えた名盤が、国内
初登場のステレオ・マスター・テープを使用して遂にCD化！　アート・ブレイキーの強烈なド
ラム・プレイを筆頭に、ジャッキー・マクリーンのアルト・サックスやビル・ハードマンのトラン
ペットも最高の輝きを見せる。旧プレスでは短縮されていた「マイ・ハート・ストゥッド・スティ
ル」も全長版で収録。

ハード・バップという言葉はこのアルバムから生まれた。
国内初登場のステレオ・マスターを使った名作がついに！No.57

SICP 4245
1957年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ザ・ジャズ・メッセンジャーズ

ハード・バップ+4

2006年デジタル・リマスター

Aドント・ストップ・ザ・カーニヴァル／Bもし貴方と別れる時は／
Cブラウンスキン・ガール／Dブルーソンゴ／E夜は千の眼をも
つ／Fジャンゴソ
ソニー・ロリンズ（ts）、ジム・ホール（g）、ボブ・クランショウ（b）、ベン・ライリー（ds）、キャンディド（perc）
【録音】1962年4月、5月　N.Y.

太く豊かなテナー・サックスの音色、歌心の尽きないフレーズ。ボサ・ノヴァ～カリプソ～ア
フロ・キューバンへの愛情が発揮された、「これぞロリンズ！」というべきカムバック第2作。
前作『橋』から続く名ギター奏者ジム・ホールとのコラボレーションはもちろんのこと、コー
ラスを加えたアプローチ、打楽器とのバトルなど、盛りだくさんの内容で楽しませてくれる。

No.58
太く豊かなテナー・サックスの音色、歌心の尽きないフレーズ。自身のルーツ、
カリプソのリズムを取り入れた自由奔放のプレイを展開するRCA第2作。

SICP 4246
1962年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

ソニー・ロリンズ

ホワッツ・ニュー

2001年リマスター

Aイエスタデイズ／Bオール・ザ・シングス・ユー・アー／Cサマー
タイム／Dジャスト・フレンズ／Eラヴァー・マン／Fアット・マッ
キーズ 
ソニー・ロリンズ（ts）、コールマン・ホーキンス（ts）、ポール・ブレイ（p）、ボブ・クランショウ（b）、ヘンリー・
グライムス（b）、ロイ・マッカーディ（ds）　【録音】1963年7月15日、18日　N.Y.

Aロコモティヴ／Bアイ・ディドゥント・ノウ・アバウト・ユー／Cストレイ
ト・ノー・チェイサー／D荒城の月／Eビトゥイーン・ザ・デヴィル・アンド・ザ・
ディープ・ブルー・シー／Fウィ・シー　〈ボーナス・トラック〉Gディス・イズ・
マイ・ストーリー、ディス・イズ・マイ・ソング／Hアイ・ディドゥント・ノウ・
アバウト・ユー（別テイク）／Iグリーン・チムニーズ
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）　【録音】1966年、1967年

絶頂期にあった“モダン・ジャズ・テナー・サックスの王者”ソニー・ロリンズと、1920年代
に活動を始めた“ジャズ・テナー・サックスの父”コールマン・ホーキンスが夢の共演。「ジャ
スト・フレンズ」等のスタンダード・ナンバーを中心に、世代を超えた音の会話が繰り広げ
られる。ピアノを若き日のポール・ブレイが担当しているのも大きな聴きどころ。

円熟期のモンクを捉えたベスト・セラーが待望の再CD化。大の十八番であるタイトル曲「スト
レイト・ノー・チェイサー」の再演に加え、スタンダード曲「アイ・ディドゥント・ノウ・アバウト・ユー」、
滝廉太郎の「荒城の月」なども見事モンク流に解釈。卓越した録音技術によって、ワン＆オン
リーのピアノ・タッチが生 し々く捉えられているのも嬉しい。

No.59 No.60
“モダン・ジャズ・テナー・サックスの王者”ソニー・ロリンズと“ジャズ・テナー・
サックスの父”コールマン・ホーキンスとの共演が実現した歴史的名盤。

円熟期のモンクのプレイがここに！米コロンビア時代のモンク・カルテットの名
盤。66年５月、２度目の来日公演で演奏しファンを喜ばせた「荒城の月」も収録。

SICP 4247
1963年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

SICP 4248
1967年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

ソニー・ロリンズ セロニアス・モンク

ソニー・ミーツ・ホーク ストレイト・ノー・チェイサー
＋３

2001年リマスター 1995年リマスター

SICP 4249～50
1982年作品／ Label：Columbia 
解説：原田和典
Stereo

Disc-1
Aブルー・モンク／Bウェル、ユー・ニードント／Cラウンド・ミッドナイト／Dリズマニング／Eブルース・ファ
イヴ・スポット／Fベムシャ・スウィング／Gエヴィデンス／Hナッティ／Iエピストロフィ
Disc-2
Aストレイト・ノー・チェイサー／Bテオ／Cアイム・ゲッティング・センチメンタル・オーヴァー・ユー／Dミ
ステリオーソ／Eギャロップス・ギャロップ／Fバル・ボリヴァー・バ・リューサー／Gブライト・ミシシッピ／
Hジャスト・ユー、ジャスト・ミー／Iオール・ザ・シングス・ユー・アー／Jエピストロフィ（テーマ）
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）
【録音】1964年10月31日、11月1日　L.A.『THE  IT CLUB』　ライヴ録音

No.61 64年 LAのジャズ・クラブでのモンク・カルテットのパフォーマンスを完全収録！臨場感たっぷりにモンクが生きたその時代の空気
感が伝わる歴史的にも貴重なアルバム！

衝撃の初来日公演の翌年、ロサンゼルスのジャズ・クラブで行なわれたセッションを約150分にわたって収録。「ブルー・モンク」、「ラウンド・ミッドナ
イト」、「ストレイト・ノー・チェイサー」をはじめとする珠玉の名曲群、臨場感あふれる音質、鮮烈きわまりないパフォーマンスの数々。モンク・ファンは
もちろん、ジャズ入門者にも絶好のお勧め盤。

セロニアス・モンク

ライヴ・アット・ジ・イット・クラブ

2枚組

2014年リマスター

2014年9月 24日 発売10月22日 発売

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004245
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004246
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004247
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004248
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004249
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SICP 4251
1956年作品／ Label：Columbia 
解説：原田和典
Mono

SICP 4253～4
2002年作品／ Label：RCA 
解説：原田和典
Mono

Aハニーサックル・ローズ／Bブルーがグレイに／Cあの娘に夢中／Dスクイーズ・ミー／Eいたずら半分／
Fオール・ザット・ミート／Gこんな気分に／Hブラック・アンド・ブルー／I浮気はやめた
〈ボーナス・トラック〉Jブラック・アンド・ブルー（別テイク）／Kあの娘に夢中（別テイク）／Lブルーがグレイに（別
テイク）／Mこんな気分に（別テイク）／Nスクイーズ・ミー（別テイク）／Oブラック・アンド・ブルー（別テイク２）
／P浮気はやめた（別テイク）／Qブルーがグレイに（別テイク２）／Rいたずら半分（別テイク）／Sスウィー
ト・サヴァンナ・スゥ／Tザット・リズム・マン
ルイ・アームストロング（tp, vo）、ヴェルマ・ミドルトン（vo 1,4,6）、トラミー・ヤング（trb）、バーニー・ビガード（cl）、ビリー・カイル（p）、アーヴェル・ショウ（b）、バレット・ディー
ムス（ds） 他
【録音】1929年～1955年

Disc-1
Aアイ・ガット・リズム／Bルイーズ／C私の青空／Dアラブの酋長／Eフライング・ホーム／FC・ジャム・ブルース／Gワン・アワー
／Hユーモレスク／Iブルー・ムーン／J小さなスペインの町で／Kタイム・オン・マイ・ハンズ／Lチャイナ・ボーイ／Mランニン・
ワイルド／Nスウィート・ロレーン／Oザ・ハニードリッパー／Pイースト・オブ・ザ・サン　〈ボーナス・トラック〉Qルイーズ／Rブ
ルー・ムーン／S小さなスペインの町で／Tタイム・オン・マイ・ハンズ／Uチャイナ・ボーイ／Vランニン・ワイルド／Wスイート・
ロレーン／Xザ・ハニードリッパー／Yイースト・オブ・ザ・サン
Disc-2
Aインディアナ／Bマージー／Cアイ・サレンダー、ディア／Dア・ゴースト・オブ・ア・チャンス／Eオスカーズ・ブギー／Fスマイ
ルズ／G星へのきざはし／Hプア・バタフライ／Iウープ・バップ・シュ・バム／Jスイート・ジョージア・ブラウン／Kスリーピー・
タイム・ギャル／Lロッキン・イン・リズム／Mファイン・アンド・ダンディ／Nマイ・ハート・ストゥッド・スティル／Oサムバディ・ラ
ヴス・ミー／Pアット・サンダウン　〈ボーナス・トラック〉Qインディアナ／Rマージー／Sアイ・サレンダー、ディア／Tア・ゴースト・
オブ・ア・チャンス／Uオスカーズ・ブギー／Vスマイルズ／W星へのきざはし／Xプア・バタフライ
オスカー・ピーターソン（p） 他　【録音】1945年～1949年

No.62

No.64

名声を欲しいままにした1950年代半ばに制作されたソウルフルな名作。これぞサッチモ・クラシック！

人気No.1ジャズ・ピアニスト、オスカー・ピーターソンの処女レコーディング・コンプリート盤。

極めつけの名盤『プレイズ・W.C. ハンディ』と同時期に制作されたルイ・アームストロングの傑作がボーナス・トラックを加えて再CD化。ピアノ、オ
ルガン、ヴォーカルの各分野で才能を発揮したファッツ・ウォーラーゆかりのナンバーを、ソウルフルなトランペット・プレイとヴォーカルで新解釈。ブラッ
ク・ミュージックの醍醐味満載の内容に仕上がった。

没後ますます深い敬愛を受ける“ジャズ・ピアノの象徴”、オスカー・ピーターソンの青年時代を網羅した驚異の2枚組。すべて渡米前、母国カナダで
吹き込まれたナンバーで構成されているが、アート・テイタム直系の超絶技巧、ナット・キング・コールやアール・ハインズに通じる大らかな歌心はこの
時点で完成の域に達しており、ブギ・ウギ調のナンバーが目立つのも特徴だ。半数近くのテイクが日本初登場なのも見逃せない。

ルイ・アームストロング

オスカー・ピーターソン

サッチ・プレイズ・ファッツ+11

ディス・イズ・オスカー・ピーターソン

2枚組

2000年デジタル・リマスター

2002年リマスター

Aロイヤル・ガーデン・ブルース／Bティン・ルーフ・ブルース／Cフェイスフル・ハッサー
／Dマスクラット・ランブル／Eオール・オブ・ミー／F12番街のラグ／Gアンディサイデッ
ド／Hダーダネラ／Iウェスト・エンド・ブルース／Jタイガー・ラグ　〈ボーナス・トラッ
ク〉Kクラリネット・マーマレイド／Lサムデイ・ユール・ビー・ソーリー／M赤い駒鳥
ルイ・アームストロング（tp, vo）、トラミー・ヤング（trb）、エドモンド・ホール（cl）、ビリー・カイル（p）、アー
ヴェル・ショウ（b）、バレット・ディームス（ds）　【録音】1956年

生涯をジャズの大衆化に捧げた“サッチモ大使”ことルイ・アームストロングのライヴ・レコー
ディング集。「マスクラット・ランブル」や「ウェスト・エンド・ブルース」を始めとする定番ナ
ンバーの数々を、情熱的なトランペットとブルース・フィーリング溢れる歌声で届けてくれる。
世界中のオーディエンスを魅了したサッチモ・ジャズ、その真髄がここに。

サッチモが自身のオールスターズを率いて1955年におこなっ
た欧州ツアーのライヴ盤。ボーナス・トラックを加えた完全盤。No.63

SICP 4252
1956年作品／ Label：Columbia ／解説：三具保夫
Mono

ルイ・アームストロング

アンバサダー・サッチ+３

2000年デジタル・リマスター

2014年 9月 24日 発売 10月22日 発売

日本初CD化

　1943年インディアナ州生まれ。
カントリー・ミュージックや、ジャズ・
ピアノ奏者ビル・エヴァンスの影響
の下に独自のヴィブラフォン・スタ
イルを打ち立て、17歳でレコード・
デビュー。スタン・ゲッツらのバンド
を経て、67年にラリー・コリエルを
含む自身のグループを結成した。
70年代以降は教育者としても活
動し、パット・メセニー、小曽根真な
ど数々の逸材を世に送り出してい
る。この春にはチック・コリアと来日
し、さらに磨きのかかったプレイを
披露した。

Jazz Giants 15 Gary Burton

ゲイリー・バートン

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004251
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004252
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004253
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A1967年6月15日／Bフィーリングズ・アンド・シングズ／Cフ
ルーレット・アフリケーヌ／Dアイム・ユア・パル／Eラインズ／Fザ・
ビーチ／G死者の母親／H善き市民スワロー／Iモジョ将軍の殲滅
ゲイリー・バートン（vib）、ラリー・コリエル（g）、スティーヴ・スワロウ（b）、ボブ・モーゼス（ds）
【録音】1967年8月15日～ 17日

Aヴィジョン／Bコモン・ママ／Cザ・マジシャン・イン・ユー／Dルーシ
ロン／Eエクスペクテイションズ／Fテイク・ミー・バック／Gザ・サーキュ
ラー・レター／Hノーマッズ／Iサンダンス／Jブリング・バック・ザ・タイム・
ホェン／Kゼア・イズ・ア・ロード
キース・ジャレット（p）、チャーリー・ヘイデン（b）、デューイ・レッドマン（ts）、ポール・モチアン（ds）、アイ
ルト・モレイラ（perc）、サム・ブラウン（g）　【録音】1972年

ゲイリー・バートン、ラリー・コリエル、スティーヴ・スワロウ、ボブ・モーゼス。ジャズ・ロック
界のビートルズというべき4人が遂に顔を揃えた60年代音楽史に輝く重要作。サイケデ
リック路線を深めた音づくり、炸裂するコリエルのエレクトリック・ギター、アグレッシヴなバー
トンのヴィブラフォンが、それまでのジャズ・サウンドとは一線を画する斬新な世界を生み
出している。「モジョ将軍の殲滅」は文字通り驚天動地の4分半。

若き日のキース・ジャレットが才能のすべてを注ぎ込んだ大作。アナログ2枚組に入って
いたすべてのナンバーがCD一枚に収められている。チャーリー・ヘイデンやポール・モチ
アン等を含む当時のレギュラー・ユニットによる演奏、弦楽四重奏とのコラボレーション、
フリー･ジャズやフォーク・ロック風アプローチ等、とにかく多彩。いわゆるスタンダーズ・
トリオ以降のプレイとは一味も二味も違う、はじけるキースが楽しめる。

No.69 No.70
ゲイリー・バートン、ラリー・コリエル、スティーヴ・スワロウ、ボブ・モーゼスと
いう気鋭のメンバーが顔を揃えた60年代音楽史に輝くジャズ・ロックの名盤。

キース・ジャレットがCBSに残した唯一のリーダー・アルバム。チャー
リー・ヘイデンをはじめとする豪華メンバーとともに飛翔する。

SICP 4259
1967年作品／ Label：RCA／解説：中山康樹
Stereo

SICP 4260
1972年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ゲイリー・バートン キース・ジャレット

ロフティ・フェイク・アナグラム エクスペクテイションズ

2014年 DSDマスタリング 1997年デジタル・リマスター

Aホワット・イズ・ゼア・トゥ・セイ／Bジャスト・イン・タイム／Cニュー
ス・フロム・ブルーポート／Dフェスティヴ・マイナー／Eアズ・キャッ
チ・キャン／Fマイ・ファニー・ヴァレンタイン／Gブルーポート／
Hアター・ケオス
ジェリー・マリガン（bs）、アート・ファーマー（tp）、ビル・クロー（ｂ）、デイヴ・ベイリー（ds）　【録音】1958年、1959年

ニューポート・ジャズ祭の記録映画『真夏の夜のジャズ』で圧倒的な存在感を放ったジェ
リー・マリガンが、その熱狂さめやらぬうちに敢行したスタジオ・レコーディング。チェット・
ベイカーやボブ・ブルックマイヤーに替わる新パートナーにアート・ファーマーを迎え、映
画でも演奏された「アズ・キャッチ・キャン」、生涯を代表する名曲「フェスティヴ・マイナー」
等をプレイする。

映画『真夏の夜のジャズ』で鮮烈な印象を残したマリガンが代表的名曲をプレイし
た歴史的名盤。アート・ファーマーを迎えた新カルテットによる58年、59年の録音。No.65

SICP 4255
1959年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

ジェリー・マリガン

ホワット・イズ・ゼア・トゥ・セイ

2014年リマスター

Aライムハウス・ブルース／Bジャーニー／Cクロス・タイムズ／
Dブローク・ブルース／E昔は良かったね／Fムーヴィン・アウト
／Gブルース・ルーツ
デイヴ・ブルーベック（p, honkey tonk piano）、ジャック・シックス（b）、アラン・ドーソン（ds）、ジェリー・
マリガン（bs）　【録音】1968年10月、12月

約15年間続いたアルト・サックス奏者ポール・デスモンドとのコンビを解消し、バリトン・
サックス奏者ジェリー・マリガンをパートナーに迎えた“新生”デイヴ・ブルーベックの意欲
作。アルバムのテーマをブルースに求め、これまでにないほど土の匂いを感じさせるサウ
ンドを繰り広げる。アメリカン・ルーツ・ミュージックのファンにもお勧めしたい一枚。

No.66
ブルーベックがジェリー・マリガンとタッグを組んだ第２弾
アルバム。ブルースをテーマに聞かせるブルーベックの新境地！

SICP 4256
1969年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

デイヴ・ブルーベック&
ジェリー・マリガン

ブルース・ルーツ

2014年 DSDマスタリング

A時さえ忘れて／Bタイム・アフター・タイム／Cエヴリ・タイム／Dさよ
ならを言うたびに／Eジャスト・イン・タイム／Fサマータイム／Gタイム・
オン・マイ・ハンズ／Hマザー・タイム／Iファザー・タイム／Jイッツ・ア
バウト・タイム
フィル・ウッズ（as）、ゲイリー・バートン（vib）、ジョン・バンチ（p）、ジーン・チェリコ（b）、ジョー・モレロ（ds）
【録音】1961年　N.Y.

Aオープニング～間奏曲 : シャベル～生き残った人々～柩列車／B死者名簿／C夜明
け（パート1）／D間奏曲 : 哀悼～幕間音楽／E黙想の春／Fファンファーレ～死者の
母親／Gある挽歌／H夜明け（パート2）／I新葬送行進曲／J新国歌～生き残った人々
ゲイリー・バートン（vib）、ラリー・コリエル（g）、スティーヴ・スワロウ（b）、ロンサム・ドラゴン（ds）、ス
ティーヴ・レイシー（ss）、マイク・マントラー（tp）、ガトー・バルビエリ（ts）、ジミー・ネッパー（tb）、ハワード・
ジョンソン（tub, brs）、カーラ・ブレイ（cond, p, og）　【録音】1967年、1968年

このアルバムは、1956年から11年間にわたってデイヴ・ブルーベック・カルテットのドラ
マーを務めたジョー・モレロをリーダーとする、リラックスしたジャズの快演集である。サイド
メンの面白さも手伝ってモレロの真価を発揮したものになっている。

絶頂期のゲイリー・バートンが、作編曲家カーラ・ブレイと組んだ壮大なコンセプト・アルバ
ム。ソリストをバートンとラリー・コリエルに限定し、スティーヴ・レイシーやガトー・バルビエ
リを含むホーン・セクションが絶妙なバックグラウンドを提供する。アドリブとアンサンブル
の融合、そしてジャズ・ロックとフリー・ジャズの蜜月を捉えた、まさしく揺れ動く時代の空気
を感じさせる一枚。

No.67 No.68
知的なセンスと天性のリズム感を駆使し、名手ウッズを
フィーチャーした快演集。

革新的な演奏が頂点に達した時期に作編曲家カーラ・ブレイ
と組んで制作された野心的で壮大なコンセプト・アルバム。

SICP 4257
1962年作品／ Label：RCA／解説：中山康樹
Stereo

SICP  4258
1968年作品／ Label：RCA／解説：中山康樹
Stereo

ジョー・モレロ ゲイリー・バートン

イッツ・アバウト・タイム 葬送

2014年 DSDマスタリング 2002年リマスター

2014年9月 24日 発売10月22日 発売

日本初CD化

日本初CD化

日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004255
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004256
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004257
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004258
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004259
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004260
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Disc-1 Aサムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム／Bライザ／Cバトン・
アップ
Disc-2 Aフェブラリー・モーメント（２月の出来事）／B処女航海／Cラ・
フィエスタ
ハービー・ハンコック（p）、チック・コリア（p）　【録音】1978年

Aゴッド・バード・チェンジ／Bエレクトリック・ランデヴー／Cパッション、
グレイス＆ファイア／Dクルージン／Eブラック・キャット・シャッフル／
Fナイト・リズム／Gソマリア／Hジュエル・インサイド・ア・ドリーム
アル・ディ・メオラ（g）、ヤン・ハマー（key）、フィリップ・セス（key）、スティーヴ・ガッド（ds）、アンソニー・
ジャクソン（b）、ミンゴ・ルイス（perc）、パコ・デ・ルシア（g）　【録音】1982年

Aアスパン／Bオリエント・ブルー・スイート／Cチキート／Dシ
チア／Eデイヴィッド／Fパッション、グレイス＆ファイア
ジョン・マクラフリン（g）、アル・ディ・メオラ（g）、パコ・デ・ルシア（g）
【録音】1983年

Aウィザード／B白夜の大地／Cサラバンド～ J.S. バッハ「無伴奏ヴァ
イオリン・パルティータ第１番ロ短調BWV1002」／Dラヴ・テーマ・フロ
ム“ピクチャー・オブ・ザ・シー”／E組曲「黄金の夜明け」／Fショート・テイ
ルズ・オブ・ザ・ブラック・フォレスト
アル・ディ・メオラ（g）、チック・コリア（key）、スタンリー・クラーク（b）、レニー・ホワイト（ds）、ジャコ・パ
ストリアス（b）、スティーヴ・ガッド（ds）　【録音】1975年

60年代からジャズ・ピアノ界をリードし続ける2大ヒーローが開催した、夢のアコースティッ
ク・デュオ・コンサートの記録。互いの代表曲をメドレーにした「処女航海～ラ・フィエスタ」、
スタンダード・ナンバー「いつか王子様が」等のナンバーを、ときにロマンティックに、とき
にスリリングにプレイ。卓越したテクニックとエンタテインメント性を持ち合わせたふたりだ
からこそ可能な、極上のピアノ・デュオ世界が広がる。

情熱的でエネルギッシュな超絶技巧に一段の磨きをかけた、ディ・メオラ80年代の大傑
作。エレクトリック、アコースティックの両方を駆使しながら狂おしいまでの世界を演出す
る。ヤン・ハマー、アンソニー・ジャクソン、スティーヴ・ガッドからなる黄金のリズム・セクショ
ン、スペインの天才ギター奏者パコ・デ・ルシアと再会した「パッション、グレイス&ファイ
ア」等、聴きどころ満点の仕上がり。

ギターの歴史を変革した3名が集結した夢のユニット、“スーパー・ギター・トリオ”による
貴重なスタジオ録音。狂おしいまでにメロディアスなプレイから、レゲエやラテンのフィー
リングを生かしたアプローチ、そして火の出るような超絶技巧を駆使したバトルまで、ア
コースティック・ギターの可能性の限界に挑むようなプレイを楽しむことができる。

チック・コリア率いるリターン・トゥ・フォーエヴァー（RTF）から飛び出した神技ギタリスト、
アル・ディ・メオラの歴史的なデビュー・アルバム。チック、スタンリー・クラーク、レニー・ホワ
イトらRTFのメンバーが総出でバックアップし、さらにウェザー・リポート加入前後のジャ
コ・パストリアスも参加。「ショート・テイルズ・オブ・ザ・ブラック・フォレスト」を筆頭として、
すべてのレパートリーに壮絶なプレイの応酬が聴かれる。

現代最高のピアニスト2人がアコースティック・ピアノ
だけで共演した、ぜいたくで豊饒なサウンド・ジャーニー。

超絶技巧にあふれるほどの音楽性。一世を風靡したギタ
リストによる、80年代を代表する圧巻のアルバム。

人呼んでスーパー・ギター・トリオ。この三人が唯一残したス
タジオ・アルバムは、あらゆる音楽を内包して心を揺さぶる！

リターン・トゥ・フォーエヴァーのメンバーやジャコ・パ
ストリアスも参加した、衝撃的なファースト・アルバム。

No.71

No.73

No.72

No.74

SICP 4261～２
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

SICP 4264
1982年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

SICP 4263
1983年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

SICP 4265
1976年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

ハービー・ハンコック＆
チック・コリア

アル・ディ・メオラ

ジョン・マクラフリン、アル・
ディ・メオラ、パコ・デ・ルシア

アル・ディ・メオラ

イン・コンサート

エレクトリック・ランデヴー

パッション、グレイス＆
ファイア～情炎

白夜の大地

2010年デジタル・リマスター

2006年 DSDマスタリング

2001年 DSDマスタリング

1997年デジタル・リマスター

Aブルー・モントルー／Bロックス／Cアイム・ソーリー／Dマジッ
ク・カーペット／Eバズ／Fフローティング／Gザ・ヴァージン・
アンド・ザ・ジプシー
マイケル・ブレッカー（ts）、ランディ・ブレッカー（tp）、マイク・マイニエリ（vib）、ウォーレン・バーンハート（p）、ラリー・コ
リエル（g）、スティーヴ・カーン（g）、スティーヴ・ジョーダン（ds）、トニー・レヴィン（b）　【録音】1978年7月21日、22日

ブレッカー・ブラザーズ、マイク・マイニエリ、ラリー・コリエル、ウォーレン・バーンハートらアリスタ・
レコード所属の精鋭たちが、「モントルー・ジャズ・フェスティヴァル」に集結。グルーヴ感あふ
れるタイトル曲、超絶技巧の限りを尽くす「ロックス」、マイケル・ブレッカーのソロが炸裂する
「フローティング」等、すべてが名演といっても過言ではない。70年代ジャズ～フュージョン
を総括し、来たる80年代を予見した永遠の金字塔 ！

ブレッカー・ブラザーズ、マイク・マイニエリ、ラリー・コリエルなどアリスタ・
レコード所属の精鋭たちが集結したモントルー・ジャズ・フェスでの歴史的録音。No.75

SICP 4266
1978年作品／ Label：Arista ／解説：村井康司
Stereo

アリスタ・オール・スターズ

ブルー・モントルー 

2005年リマスター

Aロタール／Bブルース・フォー・ジェリー／Cタイム・ワズ／Dバッシュフリー／
Eエストロヴェールソ／Fティー・タイム／Gミティガティ／Hソフトリー／Iウォー
キング・イン・ザ・ナイト／Jレネー／Kディアーロゴ／Lリコルダンド・レステール 
ジャンニ・バッソ（ts）、オスカー・ヴァルダンブリーニ（tp）、レナート・セラーニ（p）、ジョルジオ・アゾリー
ニ（b）、ジャンニ・カルゾーラ（ds）　【録音】1960年5月、6月

イタリア・モダン・ジャズ史上に燦然と光り輝くバッソ＝ヴァルダンブリーニ・クインテットの
代表作。力強いジャンニ・バッソのサックス、リリカルで滑らかなオスカー・ヴァルダンブリー
ニのトランペットが絶妙な対比を描きながら、シックで華麗な世界を演出する。アメリカ西
海岸のウエスト・コースト・サウンドと、東海岸のハード・バップが融合したような音作りが
快い。

イタリア・モダン・ジャズ史上に燦然と光り輝くバッソ＝
ヴァルダンブリーニ・クインテットの代表作。No.76

SICP  4267
1960年作品／ Label：RCA／解説：岡崎正通
Mono

バッソ=ヴァルダンブリーニ・
クインテット

ウォーキング・ザ・ナイト

2006年リマスター

2014年 9月 24日 発売 10月22日 発売

2枚組

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004261
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004263
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004264
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004265
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004266
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004267
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A ジャンプ・フォー・ミー／ B トプシー／ C イッツ・サンド・マン／
Dベイシー・アイズ／Eドッギン・アラウンド／Fダウン・フォー・ダブ
ル／Gオーヴァー・アンド・アウト／HＨ＆Ｊ／Iタップス・ミラー／Jティ
クルトゥ／Kスインギン・ザ・ブルース／Lウォーク・ドント・ラン
ショーティ・ロジャース・アンド・ヒズ・オーケストラ　【録音】1954年2月、3月

Aスポージン／B星降るアラバマ／C真実の時まで／Dマイ・オールド・フレーム／Eユー・
キャン・ディペンド・オン・ミー／Fザット・オールド・フィーリング／G恋のチャンスを 
／Hイフ・ユー・ワー・マイン／Iベイビー、ベイビー・オール・ザ・タイム／Jピカルディ
のバラ　〈ボーナス・トラック〉Kユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ
フランキー・レイン（vo DKを除く）、バック・クレイトン（tp）、バド・ジョンソン（ts）、J.J.ジョンソン（tb）、
サー・チャールズ・トンプソン（p）、ミルト・ヒントン（ｂ）、ジョー・ジョーンズ（ds） 他　【録音】1955年

ウエスト・コースト・ジャズの代名詞といえるトランペット奏者／作編曲家のショーティ・ロ
ジャースが、ビッグ・バンド・ジャズの王者カウント・ベイシーに捧げた渾身の一枚。元ベイ
シー楽団のトランペット奏者ハリー・エディソンや、レスター・ヤングを敬愛するズート・シム
ズを含む特別編成のオーケストラを率いて、ベイシーゆかりの名曲を軽やかに再解釈し
ている。

「ローハイド」の大ヒットで知られるアメリカの国民的シンガーが、カウント・ベイシー楽団
出身のスター・トランペッターと組んだ名盤中の名盤。フランキー・レインの男性的な歌声と、
バック・クレイトンの小粋なトランペットが一体となって、“これぞスウィングのエッセンス”と
いうべき世界が展開される。ジョン・コルトレーンに影響を与えたビッグ・ニック・ニコラスの
参加も貴重。

No.81 No.82
ウエスト・コースト・ジャズの代表作とされる１枚。カウント・
べイシーの愛奏曲を爽快に奏でたモダン・スウィング決定盤。

“ローハイド”で知られるアメリカの国民的シンガーがバック・クレイトンをリー
ダーに有名ジャズ・ミュージシャンをバックにスタンダードを歌った意欲作！

SICP 4272
1954年作品／ Label：RCA／解説：岡崎正通
Mono

SICP 4273
1956年作品／ Label：Columbia ／解説：三具保夫
Mono

ショーティ・ロジャース フランキー・レイン＆
バック・クレイトン

コーツ・ザ・カウント ジャズ・スペクタキュラー＋１

2002年リマスター 1999年リマスター 日本初CD化

Aドクター・ジェキル／Bコルトレーン・スタイル／Cイン・ユア・
オウン・スウィート・ウェイ／Dモノトニア／Eジュビレーション
／Fビニーズ・コンポネンツ／Gアー・ユー・リアル
ジャンニ・バッソ（ts）、オスカー・ヴァルダンブリーニ（tp）、ディノ・ピアナ（tb）、レナート・セラーニ（p）、ジョ
ルジオ・アゾリーニ（b）、ライオネロ・ビオンダ（ds）　【録音】1962年

ヨーロッパ・ジャズ好きのみならず、クラブ・ミュージック・ファンをも夢中にさせる黄金コ
ンビ“バッソ＝ヴァルダンブリーニ”の最高傑作。ジョン・コルトレーンに捧げた「コルトレー
ン・スタイル」、アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズの人気曲をカヴァーした「アー・
ユー・リアル」はイタリアン・ハード・バップの代表的名演に数えられる。スタイリッシュな
ジャケット・デザインも魅力。

1962年度イタリア・モダン・ジャズの最優秀コンボにも選出
されたバッソ＝ヴァルダンブリーニ・セクステットの最高傑作。No.77

SICP 4268
1962年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Mono

バッソ=ヴァルダンブリーニ・
セクステット

バッソ=ヴァルダンブリーニ・
セクステット

2006年リマスター

Aイージー・トゥ・ラヴ／Bリトル・ガール・ブルー／Cラッシュ・
ライフ／Dスクイーズ・ミー／Eマイ・ファニー・ヴァレンタイン／
Fグッド・モーニング・ハートエイク
ジミー・ジョーンズ（p）、ジョー・ベンジャミン（b）、ロイ・ヘインズ（ds）
【録音】1954年10月　パリ

いまなお全ジャズ・ファンが探し求める究極の１枚。復刻の度にあっという間に市場から
姿を消す、Vogueの歴史に燦然と輝くピアノ・トリオの最高傑作。サラ・ヴォーンの伴奏者
としてヨーロッパ・ツアーに同行した1954年10月、パリでリーダーを除くレギュラーのピアノ・
トリオで録音したのが、この「ジミー・ジョーンズ・トリオ」である。

No.78
いまなお全ジャズ・ファンが探し求める究極の１枚。
Vogue の歴史に燦然と輝くピアノ・トリオの最高傑作。

SICP 4269
1955年作品／ Label：Vogue ／解説：原田和典
Mono

ジミー・ジョーンズ

ジミー・ジョーンズ・トリオ

2014年 DSDマスタリング

Aボディ・アンド・ソウル／Bワンス・イン・ア・ホワイル／Cペニーズ・フロム・
ヘヴン／D星影のステラ／Eあなただけを／Fイエスタデイズ／G忘られ
ぬ君　〈ボーナス・トラック〉Hボディ・アンド・ソウル（Alt. Take）／I星影の
ステラ（Alt. Take） ／J星影のステラ（Alt. Take） ／Kゼアル・ネヴァー・
ビー・アナザー・ユー（Alt. Take） ／Lイエスタデイズ（Alt. Take） 
ジミー・レイニー（g）、ソニー・クラーク（p）、レッド・ミッチェル（b）、ボビー・ホワイト（ds）　【録音】1954年2月6日　パリ

A四月の思い出／Bレコード・ショップ・スエイ／Cリー・チー／Dヤング・リー／Eユード・
ビー・ソー・ナイス／Fフォー・ピー・エム／Gロスト・アンリ　〈ボーナス・トラック〉H四月
の思い出（マスター・テイク）／I四月の思い出（オルタナティヴ・テイク1）／J四月の思い
出（オルタナティヴ・テイク2）／Kオール・ザ・シングス・ユー・アー（オルタナティヴ・テイク2）
リー・コニッツ（as）、ジミー・ガーリー（g）、アンリ・ルノー（p）、ドン・バグリー（b）、スタン・リーヴィー（ds）
【録音】1953年9月18日　パリ

本作『ヴィジッツ・パリス Vol.1』はツアー途中の1954年2月6日、パリのスタジオで録音された。メンバーのうちレイニー（ギター）とレッド・ミッチェル
（ベース）はノーヴォ・トリオ、ソニー・クラーク（ピアノ）とボビー・ホワイト（ドラムス）はデフランコ・カルテットからの選抜だ。スタン・ゲッツやテディ・チャー
ルズのサイドマンとして吹き込んだレコードがヨーロッパでも親しまれていたこと、レイニーに傾倒するルネ・トーマやジミー・ゴアリーがフランスで頭角
を現していたことなどが、ヴォーグ・レコードのスタッフをこのギタリストのアルバム制作に向かわせたのだろう。レイニーは1927年8月生まれだから
当時26歳。クラークにいたっては弱冠22歳だった。そんな若者たちが、こんなに渋く、コクのあるジャズをプレイしているのである。

鬼才アルト・サックス奏者、リー・コニッツのアドリブ魔術が満喫できる究極の1枚が改めてCD化された。しかも今回は日本初公開
の4テイクを追加した11トラック入りでの登場だ。とはいっても実質的に収められている楽曲は「四月の思い出」、「オール・ザ・シン
グス・ユー・アー」、「ジーズ・フーリッシュ・シングス」、「ユード・ビー・ソー・ナイス」というスタンダード・ナンバー4種のみ。そのいずれか
のコード進行に従いながら、コニッツは無限のイマジネーションを楽器から導き出す。なんという創造性、なんという多彩性。この時期
のコニッツなら同じコード進行で100回続けて演奏しても、そのつど個性と魅力にあふれるヴァージョンを作りあげたに違いない。

No.79 No.80
1954年のツアー中にパリで録音された、ジミー・レイニー弱冠26
歳の快演。5曲のオルタナティヴ・トラックを収録した、日本初CD化。

レニー・トリスターノの門下生として絶頂期にあった若きコニッツが、異郷の地
パリで吹き込んだ充実の名盤。ワン・ホーン・クインテットで流麗なソロを展開。

SICP 4270
1954年作品／ Label：Vogue ／解説：原田和典
Mono

SICP 4271
1953年作品／ Label：Vogue ／解説：原田和典
Mono

ジミー・レイニー・カルテット リー・コニッツ

ヴィジッツ・パリス
Vol.1+5 リー・コニッツ・プレイズ+4

2014年 DSDマスタリング 2008年リマスター

2014年9月 24日 発売10月22日 発売

日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004268
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004269
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004270
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004271
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004272
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004273
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A ハックル・バック／Bロビンズ・ネスト
バック・クレイトン（tp）、ジョー・ニューマン（tp）、ヘンダーソン・チェンバース（tb）、アービー・グリーン（tb）、
レム・デイヴィス（as）、ジュリアン・ダッシュ（ts）、チャーリー・フォークス（bs）、サー・チャールズ・トンプ
ソン（p）、フレディ・グリーン（g）、ウォルター・ペイジ（b）、ジョー・ジョーンズ（ds） 他

【録音】1953年12月16日

カウント・ベイシー・オーケストラ出身の人気トランペッター、バック・クレイトンの名物企画
“ジャム・セッション・シリーズ”を代表する一枚。フレディ・グリーン、ジョー・ジョーンズなど
ベイシー時代の同僚に加え、サー・チャールズ・トンプソンやジョー・ニューマンの快演もフィー
チャー。1曲あたりの演奏にたっぷり時間をかけながら、くつろいだアドリヴ・ソロ、コクの
あるアンサンブルを堪能させてくれる。

ジョン・ハモンド、ジョージ・アヴァキャン・プロデュースによるジャム・セッション・アルバム。ジャ
ズ・インプロの極致と評されるサプライズにみちた至福のレコーディング・セッション、初ＣＤ化。No.83

SICP 4274
1954年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

バック・クレイトン

ハックル・バック

2014年 DSDマスタリング

Disc-1 Aイントロダクション／Bジャンプ・モンク／CE.S.P.／Dエクルージアスティックス／Eエクリプス／Fアス・
イズ・トゥー／Gトーラス・イン・ジ・アリーナ・オブ・ライフ／Hミンガス・ブルース／Iイントロダクション・トゥ・リトル・
ロイヤル・スイート／Jリトル・ロイヤル・スイート
Disc-2 Aイントロダクション・トゥ・ストローリン／Bストローリン／Cジ・アイ・オブ・ハリケーン・スー／DE's・フラット、
Ar's・フラット・トゥー／Eウール・ヤ・クー／Fポートレイト／Gドント・ビー・アフレイド、ザ・クラウンズ・アフレイド・トゥー
ビル・コスビー（host）、チャールズ・ミンガス（b）、エディ・プレストン（tp）、ジェリー・マリガン（bs）、ハワード・ジョンソン（s）、リー・コニッツ（as）、
ランディ・ウェストン（p）、ディジー・ガレスピー（scat singing）、テオ・マセロ（cond） 他　【録音】1972年２月４日　Ｎ.Ｙ.ライヴ録音

巨星、ここに蘇る！60年代後半から第一線を退いていたチャールズ・ミンガスの完全復
活を捉えた歴史的コンサートの記録。ディジー・ガレスピー、ジェリー・マリガン、リー・コニッ
ツ、ジーン・アモンズ等の豪華ゲストを迎え、「ジャンプ・モンク」、「エクリプス」等の自作
曲を痛快にパフォーマンス。ブランクを吹き飛ばすような強靭なベース・プレイに打ちのめ
される。

No.84
72年２月4日、ニューヨークで行われたミンガス復活ライヴの記録。D.ガレスピー、マリガン
等ミンガス・ワールドを形成してきた友人たちと縦横無尽に奏でる歴史的公演の全貌がここに。

SICP 4275～6
1973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・アンド・フレンズ・
イン・コンサート

2014年リマスター

Aフォレスト・フラワー／Bハウ・キャン・アイ・テル・ユー？／Cリトル・ピー
ス／Dビザーレ／E酒とバラの日々／Fスイート・ジョージア・ブライト
／Gラヴ・ソング・トゥー・ア・ベイビー／Hオール・ファイヴ・スポット
チャールス・ロイド（ts, fl）、ドン・フリードマン（p）、エディ・カーン（b）、ロイ・ヘインズ（ds）、リチャード・
デイヴィス（b）、J.C. モーゼス（ds）　【録音】1964年　N.Y.

A風のささやき／Bソング・フォー・ユー／Cニコール／Dおも
いでの夏／E愛のプレリュード／Fアイ・ウォズ・ボーン・イン・ラヴ・
ウィズ・ユー／G月の光／Hイメージ
ミシェル・ルグラン（cond, p）、フィル・ウッズ（as）、ジャック・ロススタイン（concert master）、デレク・
ワトキンス（tp）、ドン・ラッシャー（tb）、ロイ・ウィロックス（woodwinds）、ロン・マシューソン（b）、ケニー・
クレア（ds）、ジャド・プロクター（g）、アルマンド・ミジアーニ（bs）  他　【録音】1975年2月

Disc-1 Aファイナル・アナリシス／BエクスカージョンⅡ／Cザ・マジック・バス・エイ
ト・マイ・ドーナッツ／Dザ・ブルース／Eサルバトール・サム／Fロック・オデッセイ
Dsic-2 Aヘイ・ジュード／Bアンティア／C老人の涙／Dグレイト・ディバイド／Eプッ
シィー・ウィグル・ストンプ
ドン・エリス（tp, ds）、ジェイ・グレイドン（g）、ジョン・クレマー（sax）、ジョン・ローゼンバーグ（tp）、アーニー・カールソ
ン（tb）、トム・ガーヴィン（p）、デニス・パーカー（b）、ラルフ・ハンフリー（ds） 他　【録音】1970年6月18日～ 21日　

Aドゥ・アイ・ムーヴ・ユー／Bデイ・アンド・ナイト／Cイン・ザ・ダーク／Dリアル・リアル／Eあの人は
死んでしまった／Fバックラッシュ・ブルース／Gアイ・ウォント・ア・リトル・シュガー／Hバック／Iシ
ンス・アイ・フェル・フォー・ユー／J朝日のあたる家／Kブルース・フォー・ママ　〈ボーナス・トラック〉 Lドゥ・
アイ・ムーヴ・ユー（Second Version）／Mホワットエヴァー・アイ・アム（ユー・メイド・ミー）
ニーナ・シモン（vo, p）、ルディ・スティーヴンソン（g）、エリック・ゲイル（g）、バーナード・パーディー（ds）、
ボブ・ブッシュネル（b）、アーニー・ヘイズ（og）　【録音】1966年12月、1967年1月、1969年8月

60年代ジャズが生んだ最大のスターのひとり、チャールス・ロイドの記念すべき初リーダー
作。生涯を代表するレパートリー「フォレスト・フラワー」のスタジオ・ヴァージョンに加え、ジョ
ン・コルトレーンからの影響を滲ませる「酒とバラの日々」、ロイ・ヘインズと壮絶なバトル
を繰り広げる「オール・ファイヴ・スポット」等、すべてのナンバーが後年の大成を予感さ
せる。

“ヨーロピアン・リズム・マシーン”解散直後のフィル・ウッズが、名盤『ルグラン・ジャズ』や
「シェルブールの雨傘」等のサウンドトラックで知られる旧友ミシェル・ルグランと合作し
たグラミー受賞アルバム。ルグラン畢生の名曲「風のささやき」「おもいでの夏」に加え、
カーペンターズで有名な「愛のプレリュード」や「ソング・フォー・ユー」を、この上なく美しく
解釈している。

ロックの殿堂“フィルモア”を沸かせたジャズ・ミュージシャンはマイルス・デイビスとチャー
ルス・ロイドだけではなかった。夭折の鬼才トランペッター、ドン・エリス率いるオーケスト
ラが繰り広げた熱狂的ステージをディスク2枚に網羅。ビートルズの「ヘイ・ジュード」、ジャ
ズ・ロックの極致というべき「ロック・オデッセイ」等を、電化ホーン・セクションを駆使しな
がらダイナミックに聴かせる。

黒人女性としての誇りと尊厳を歌いあげた伝説のシンガー、ニーナ・シモンの記念すべき
RCAレーベル移籍第1弾。いわゆるブルース・ナンバーに加え、「朝日のあたる家」、「あ
の人は死んでしまった」等もブルース・フィーリングたっぷりに解釈。公民権運動へのメッ
セージをこめた絶唱「バックラッシュ・ブルース」も大きな聴きものだ。エリック・ゲイル、バー
ナード・パーディーらの参加も見逃せない。

No.85

No.87

No.86

No.88

60年代ジャズが生んだ最大のスターのひとり、チャール
ス・ロイドの記念すべき初リーダー作。

第18回グラミー賞“最優秀インストゥルメンタル作曲賞”を受賞した不朽の名
作。ルグランの美しいオーケストレーションにウッズの泣きのメロディが映える。

夭折の鬼才トランペッター、ドン・エリス率いるオーケストラが
繰り広げた熱狂的ステージの模様を収めた極めつきの決定盤。

RCA移籍第1弾。ブルースの伝統を踏まえつつ、ゴスペ
ルやモダン・ジャズの要素も取り入れたニーナの野心作。

SICP 4277
1964年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

SICP 4280
1975年作品／ Label：RCA／解説：高田敬三
Stereo

SICP 4278～9
1970年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

SICP 4281
1967年作品／ Label:RCA
解説：高田敬三、英文ライナー訳／Stereo　

チャールス・ロイド

フィル・ウッズ&
ミシェル・ルグラン楽団

ドン・エリス・オーケストラ

ニーナ・シモン

ディスカヴァリー！

イメージ

ドン・エリス・アット・フィルモア

シングス・ザ・ブルース+2

2014年 DSDマスタリング

2002年リマスター

2014年 DSDマスタリング

2005年リマスター

2014年 9月 24日 発売 10月22日 発売

世界初CD化

日本初CD化
2枚組

2枚組

日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004274
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004275
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004277
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004278
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004280
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004281
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Aコールデン・スランパー・アンド・キャリー・ザット・ウェイト／Bシーズ・
リーヴィング・ホーム／Cフォー・ノー・ワン／Dエリナー・リグビー／Eルー
シー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ／Fヘイ・ジュード／Gグッド・
ナイト／Hブラックバード／Iノーウェア・マン（ひとりぼっちのあいつ）
ルイス・ヴァン・ダイク（org）　【録音】1970年

A メヌエット・サーカ 61 ／ B ブルース・フォー・ロビン・マーク／
Cヒルダス・アンイーヴン・ムード／Dニコレット／Eブルーゼット／
Fザッツ・オール／G恋とは何でしょう／Hブルース・フォー・カール
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）、カール・シュルツェ（vibes）
【録音】1964年6月17日、18日

アン・バートンやリタ・ライスの伴奏ピアニストとしても不動の支持を得るオランダ屈指の
ジャズ・ミュージシャン、ルイス・ヴァン・ダイクが満を持して制作したビートルズ・ソングブック。
「フォー・ノー・ワン」、「ゴールデン・スランバー」、「ヘイ・ジュード」などビートルズ中後期
のメロディアスなナンバーを、パイプ・オルガンの無伴奏ソロでロマンティックに聴かせる。

アン・バートンの金字塔『ブルー・バートン』の影の立役者としても知られる名ピアニスト、
ルイス・ヴァン・ダイクが1964年に制作したデビュー・アルバムが世界初CD化。エリッ
ク・ドルフィー『ラスト・デイト』参加直後のジャック・ショールスを含む興味深いメンバー
を率いて、スタンダード・ナンバー「恋とは何でしょう」から書き下ろしのオリジナル曲ま
でバラエティに富んだ楽想を披露。

No.93 No.94
アン・バートンやリタ・ライスの伴奏ピアニストとしても不動の支持を得るオランダ屈指の
ジャズ・ミュージシャン、ルイス・ヴァン・ダイクが満を持して制作したビートルズ・ソングブック。

アン・バートンの金字塔『ブルー・バートン』の影の立役者としても知られ
る名ピアニスト、ルイス・ヴァン・ダイクの記念すべきデビュー・アルバム。

SICP 4287
1970年作品／ Label：Columbia ／解説：中山康樹
Stereo

SICP 4288
1964年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ルイス・ヴァン・ダイク ルイス・ヴァン・ダイク

プレイズ・
レノン＝マッカートニー トリオ／カルテット

2014年 DSDマスタリング 2014年 DSDマスタリング

Aイット・ビーズ・ザット・ウェイ・サムタイム／B恋の面影／C地獄へ行け／
Dラヴ・オー・ラヴ／Eチェリッシュ／F自由になりたい／Gターン・ミー・オ
ン／Hターニング・ポイント／Iサム・セイ／Jコンサメイション　〈ボーナス・
トラック〉 Kホワイ・マスト・ユア・ラヴ・ウェル・ビー・ソー・ドライ／Lセイヴ・ミー
ニーナ・シモン（vo, p）、ルディ・スティーヴンソン（g）、エリック・ゲイル（g）、ジーン・テイラー（b）、アーニー・
ヘイズ（p）、バーナード・パーディー（ds） 他　【録音】1967年6月12日、21日、1969年8月25日、26日

R&B ～ソウル・ミュージックの装いを全面的に取り入れたニーナ・シモンのRCAレーベ
ル第2弾。グラミー賞のベスト女性R&Bパフォーマンスにノミネートされた「地獄へ行け」
を筆頭に、後にソロモン・バークやレイ・チャールズも取りあげた「自由になりたい」、バート・
バカラック作「恋の面影」といった名曲の数々にもニーナならではのディープな解釈が施
されている。

RCA移籍第2弾。太くソウルフルな声で圧倒的な歌唱力を見せる60年代の代表作。
ニーナならではのディープな解釈でバカラックをはじめ名曲の数々を歌いあげている。No.89

SICP 4282
1967年作品／ Label:RCA
解説：原田和典、英文ライナー訳／Stereo

ニーナ・シモン

シルク＆ソウル+2

2005年リマスター

A52丁目のテーマ／Bスムース・アズ・ア・ウインド／Cパッション・
フラワー／ D マフィン／ E ヴァーダンディ／ F ルビー・マイ・ディ
ア／Gベスお前は俺のもの／Hハッスル・バッスル／Iトーメント
トミー・フラナガン（p）、ロン・カーター（b）、ロイ・ヘインズ（ds）
【録音】1976年10月、11月　N.Y.

トミー・フラナガン、ロン・カーター、ロイ・ヘインズによるオールスター・セッションが遂に初
CD化。古典的名盤『オーヴァーシーズ』の人気レパートリーである「ヴァーダンディ」の再
演に加え、セロニアス・モンク作「ルビー・マイ・ディア」やタッド・ダメロン作の隠れ名曲「ス
ムース・アズ・ア・ウインド」も収録。プロデュースはテオ・マセロ。

No.90
トミー・フラナガン、ロン・カーター、ロイ・ヘインズによ
るオールスター・セッションが遂に初CD化。

SICP 4283
1977年作品／ Label：CBS SONY／解説：原田和典
Stereo

トミー・フラナガン

白熱

2014年 DSDマスタリング

Aムーン・アンド・サンド／Bイマジネーション／Cユアー・マイ・スリル／Dフォー・ヘヴンズ・
セイク／Eさよならを言うたびに／Fゴースト・オブ・ア・チャンス／Gデイドリーム／Hポー
トレイト・イン・ブラック・アンド・ホワイト／Iブレイム・イット・オン・マイ・ユース／Jマイ・
ワン・アンド・オンリー・ラヴ／Kエヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー／Lオールモスト・ブルー
チェット・ベイカー（vo, tp）、フランク・ストラッゼリ（p）、ジョン・レフトウィッチ（b）、ラルフ・ペンランド 
（ds, perc）、ニコラ・スティロ（g, fl）　【録音】1987年1月～ 5月

Disc-1 Aジンジャーブレッド・ボーイ／Bリトル・レッズ・ファンタジー／Cフェ
ニア／Dイン・ケース・ユー・ハヴント・ハード／Eイッツ・ユー・オア・ノー・ワン
Disc-2 Aレッツ・ゲット・ダウン／Bラウンド・ミッドナイト／Cバックステ
アーズ　〈ボーナス・トラック〉Dフライド・バナナズ／Eホディ・アンド・ソウル
デクスター・ゴードン（ts）、ウディ・ショウ（tp, fl）、ロニー・マシューズ（p）、スタッフォード・ジェイムス（b）、
ルイス・ヘイズ（ds）　【録音】1976年12月11日、12日 N.Y.『ヴィレッジ・ヴァンガード』ライヴ録音

カリスマ的な支持を誇るトランペッター/ヴォーカリスト、チェット・ベイカー。その波乱万
丈の人生を描いたドキュメンタリー映画『レッツ・ゲット・ロスト』（ブルース・ウェーバー監
督）のサウンドトラックが約25年ぶりに国内盤として登場。エルヴィス・コステロが提供
した「オールモスト・ブルー」、アントニオ・カルロス・ジョビン作「ポートレイト・イン・ブラック・
アンド・ホワイト」等を収録。

約15年に及んだヨーロッパ滞在を終えて、母国アメリカに帰還。人気再燃中のデクス
ター・ゴードンを捉えた、ニューヨークの名門ジャズ・クラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」での
ライヴ。70年代のジャズ・トランペット界をフレディ・ハバードと二分したウディ・ショウら凄
腕を従えて、「ラウンド・ミッドナイト」や「フライド・バナナズ」等を快演している。

No.91 No.92
カリスマ的な支持を誇るチェット・ベイカーの波乱万丈の人生を描いたドキュ
メンタリー映画『レッツ・ゲット・ロスト』のサウンドトラックが待望の再CD化。

20世紀のジャズ・ジャイアントが約15年ぶりにヨーロッパから戻って繰り広げた伝説のライヴ。母
国アメリカのジャズ・シーンに復帰した喜び、人生のそのものが聴こえる音による見事なドキュメント。

SICP 4284
1989年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

SICP 4285～6
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

チェット・ベイカー デクスター・ゴードン

レッツ・ゲット・ロスト
～オリジナル・サウンドトラック

ホームカミング：ライヴ・アット・
ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード＋２

2014年 DSDマスタリング 2014年リマスター

2014年9月 24日 発売10月22日 発売

日本初CD化 世界初CD化

2枚組

世界初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004282
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004283
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004284
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004285
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004287
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004288
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A悲しみは鐘の音と共に／Bペーパー・マシェ／C世界の窓に光を
／D雨にぬれても／Eア・ハウス・イズ・ノット・ア・ホーム／F愛
の想い出／Gアルフィー／H遥かなる影／I恋よ、さようなら／
J涙でさようなら／Kサン・ホセへの道／Lディス・ガール
リタ・ライス（vo）、ロジャー・ヴァン・オッテルロー（指揮、アレンジ）、オーケストラ　【録音】不詳

アン・バートンと実力を二分するオランダの歌姫リタ・ライスが、アメリカを代表する作曲
家のひとりであるバート・バカラックの名曲をとりあげたファン垂涎の一枚。「雨にぬれて
も」、「アルフィー」、「恋よ、さようなら」「サン・ホセへの道」等の定番を、あるときは優雅
に、あるときはドラマティックに歌いあげている。プロデューサーはオランダ屈指のベース
奏者、ルード・ヤコブ。

オランダの歌姫リタ・ライスが、かのバート・バカラックの名
曲をしっとりと、時にはドラマティックに歌い上げた名作。No.95

SICP 4289
1971年作品／ Label：Columbia ／解説：三具保夫
Stereo

リタ・ライス

シングス・バート・バカラック

1992年デジタル・リマスター

Aダット・ディア／Bアイ・アム・ザ・ガール／Cノー・ティアーズ（イン・ジ・
エンド）／Dミーニング・オブ・ザ・ブルース／Eイット・クッド・ハプン・トゥ・
ユー／Fサッド・ソング／Gアイ・ディドント・ノウ・ホワット・タイム・イッ
ト・ワズ／Hムーンダンス／Iラウンド・アバウト・ミッドナイト／Jジャズ・
エイント・ナッシン・バット・ソウル
笠井紀美子（vo）、シダー・ウォルトン（p）、サム・ジョーンズ（b）、ビリー・ヒギンズ（ds）　【録音】1974年

ソウルフルな歌声で70～80年代の日本ジャズ・ヴォーカル界を牽引した笠井紀美子が、
ジョン・コルトレーンやアート・ブレイキーとの共演で知られる名ピアノ奏者シダー・ウォルト
ンを迎えて行なった新宿「ピットイン」ライヴ。ヴァン・モリソン作「ムーンダンス」、ノーマン・
マップ作「ジャズ・エイント・ナッシン・バット・ソウル」を始めとするナンバーの数々を、グルー
ヴ感たっぷりに歌い綴る。

世界にはばたいた歌姫KIMIKOがシダー・ウォルトン・トリオとの
コラボレーションでスタンダードをたっぷり聴かせる実況録音盤。No.99

SICP 4293
1975年作品／ Label：SONY／解説：原田和典
Stereo

笠井紀美子with
シダー・ウォルトン・トリオ

キミコ・イズ・ヒア

2006年 DSDマスタリング

Aワンス・アポン・ア・サマータイム／Bアスク・ユアセルフ・ホワイ／Cこ
れからの人生／Dシェルブールの雨傘／Eブライアンズ・ソング／Fホエ
アー・イズ・ザ・ラヴ／Gおもいでの夏／Hウォッチ・ホワット・ハプンズ／
Iわが青春の年／J風のささやき／K夢のかけら
リタ・ライス（vo）、ルイス・ヴァン・ダイク（p）、トゥーツ・シールマンス（harm）、セム・ニーヴェン（vn）、レティ・デ・ヨング
（vo）、メアリー・ダイス（vo）、マリアン・デ・ジョヴァンニ（vo）、ロジャー・ヴァン・オッテルロー（cond, arr）　【録音】不詳

「シェルブールの雨傘」、「これからの人生」、「おもいでの夏」を始めとするフランスのマ
エストロ＝ミシェル・ルグランの名曲を、オランダの歌姫リタ・ライスが熱唱。サポート・ミュー
ジシャンにはトゥーツ・シールマンスやルイス・ヴァン・ダイクも参加し、歌と伴奏が一体となっ
てロマンティックな世界を演出する。ルグランの書き下ろしライナーノーツも話題を集めた。

No.96
『シングス・バート・バカラック』に続いてオランダの歌姫
が取り組んだ、ルグランのロマンティックな世界。

SICP 4290
1972年作品／ Label：Columbia ／解説：高田敬三
Stereo

リタ・ライス

シングス・ミシェル・ルグラン

1992年デジタル・リマスター

Aミスター・ハピゴン／Bマイ・フーリッシュ・ハート／Cアロー
ン・トゥゲザー／Dいるかに乗った少年／Eマイ・リトル・エンジェ
ル／F恋はフェニックス／Gグリーン・ドルフィン・ストリート／
Hマイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ
大野雄二（p）、池田芳夫（b）、岡山和義（ds）　【録音】1971年

TVアニメや映画のサウンドトラック、シンガーとのコラボレーション等、多方面で才能を
発揮し続ける大野雄二が残した初リーダー・アルバム。全編をアコースティック・ピアノで
通し、清新なモダン・ジャズを展開している。オリジナル曲、スタンダード・ナンバーの両面
で類まれなメロディ・センスを発揮。ジャズ・ピアニストとしての原点を記したファン必携盤！

No.98
テレビや映画の音楽でもおなじみの大野雄二が、ピアニ
ストとしての実力をいかんなく発揮したトリオ作品。

SICP  4292
1971年作品／ Label：RCA／解説：岡崎正通
Stereo

大野雄二トリオ

マイ・リトル・エンジェル

2006年デジタル・リマスター

Aバルセロナの風／Bスカボロー・フェア／Cストーンド・ソウル・ピクニック
／Dワン・フォー・ウェス／Eアイ・セイ・ア・リトル・プレイヤー／Fゲイリーズ・
チューン／Gホワット・ザ・ワールド・ニーズ・ナウ／Hバルセロナの風 -テーマ-
増尾好秋（g）、杉本喜代志（g）、鈴木良夫（b）、渡辺文男（ds）、宮田英夫（fl）、八城一夫（org, p）、ラリー須長
（perc）、鈴木信宏（vib, marimba）　【録音】1969年

渡辺貞夫グループの一員として頭角を現し、ニューヨーク移住後はエルヴィン・ジョーンズ
やソニー・ロリンズらと共演。世界規模で活躍を続けるギタリスト、増尾好秋の初リーダー
作が再びCD化（１９６９年録音）。吹き込みの前年に亡くなった巨星ウェス・モンゴメリー
への敬愛を滲ませながら、歌心と親しみやすさに溢れたギター・プレイを聴かせる。

No.97
日本ジャズ・シーンに新風を吹き込んだ若き才能。ポップ・
ジャズ誕生の瞬間が刻まれたエヴァーグリーンな1枚。

SICP 4291
1969年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

増尾好秋と彼のグル－プ

バルセロナの風

2007年 DSDマスタリング

Aユーズ・ミー／Bカム・レイン・オア・カム・シャイン／Cハッピー・トゥギャザー／Dグッド・
ライフ／Eラヴ・フォー・セール／F枯葉／Gランプ・イズ・ロウ／Hアンド・ロージィーズ・アンド・
ロージィーズ／Iアイ・ウィッシュ・アイ・クド・ウォーク・アウェイ／Jリトル・シングス
笠井紀美子（vo）、リー・コニッツ（as）、スタン・ゲッツ（ts）、アル・コーン（ts）、ボビー・スコット（key, 
vo）、ジョー・べック（g）、コーネル・デュプリー（g）、ジェリー・フリードマン（g）、ボブ・クランショウ（b）、
ビリー・ラヴォーナ（ds）、アラン・シュワルツバーグ（ds）　【録音】1975年

70年代の日本ジャズ・ヴォーカル界を牽引した歌姫、笠井紀美子のニューヨーク・レコーディ
ングがCDで復活。マイルス・デイビスとのコラボレーションで知られるテオ・マセロをプロ
デューサーに迎え、サポートにはスタン・ゲッツ、リー・コニッツ、コーネル・デュプリー、ボビー・
スコットら超豪華メンバーが終結。笠井の代表作であるのみならず、日本ジャズ・アルバ
ム史上にも光り輝くドリーム・プロジェクト。

No.100
ファンシー・キミコ！　ニューヨーク。女。生活。歌。豪華
ミュージシャンをバックに世界のキミコが奔放に歌う。

SICP 4294
1975年作品／ Label：SONY／解説：原田和典
Stereo

笠井紀美子

マイ・ラヴ

2014年 DSDマスタリング 世界初CD化

2014年 9月 24日 発売 10月22日 発売

日本初CD化 日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004289
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004290
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004291
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004292
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004293
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICP000004294
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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

デイヴ・ブルーベック ニューヨークの印象 4189 6 2 ■

デイヴ・ブルーベック&ジェリー・マリガン ブルース・ルーツ 4256 66 15 ■

デクスター・ゴードン ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード +2 ★ 4285～6 92 19 ■

デニー・ザイトリン ライヴ・アット・ザ・トライデント 4219 35 8 ■

デニー・ザイトリン カセクシス +2 4220 36 8 ■

デューク・エリントン ジャズ・アット・ザ・プラザVol.2 4243 55 12 ■

デューク・ジョーダン デューク・ジョーダン・トリオ +3 4198 14 4 ■

トニー・スコットfeat.ビル・エヴァンス タッチ・オブ・トニー・スコット 4200 16 4 ■

トニー・パーキンス トニー・パーキンス+7 4203 19 5 ■

トニー・ベネット 霧のサンフランシスコ 4204 20 5 ■

トニー・ベネット ビート・オブ・マイ・ハート +6 4205 21 6 ■

トミー・フラナガン 白熱 4283 90 19 ■

ドン・エリス・オーケストラ ドン・エリス・アット・フィルモア ★ 4278～9 86 18 ■

ニーナ・シモン シングス・ザ・ブルース+2 4281 88 18 ■

ニーナ・シモン シルク＆ソウル+2 4282 89 19 ■

バーデン・パウエル 孤独    4221 37 9 ■

ハービー・ハンコック カルテット  4190 7 2 ■

ハービー・ハンコック ザ・ピアノ    4191 8 2 ■

ハービー・ハンコック＆チック・コリア イン・コンサート ★    4261～2 71 16 ■

ハービー・マン ラテン・マン    4222 38 9 ■

バック・クレイトン ハックル・バック 4274 83 18 ■

バッソ=ヴァルダンブリーニ・クインテット ウォーキング・ザ・ナイト 4267 76 16 ■

バッソ=ヴァルダンブリーニ・セクステット バッソ=ヴァルダンブリーニ・セクステット 4268 77 17 ■

バルネ・ウィラン ティルト+6 4197 13 3 ■

フィル・ウッズ ウォーム・ウッズ     4213 29 7 ■

フィル・ウッズ＆ジーン・クイル フィル・トークス・ウィズ・クイル     4214 30 7 ■

フィル・ウッズ&ミシェル・ルグラン楽団 イメージ  4280 87 18 ■

フランキー・レイン＆バック・クレイトン ジャズ・スペクタキュラー +1 4273 82 17 ■

マイルス・デイビス プラグド・ニッケル （Vol.1+Vol.2） ★ 4180～1 1 1 ■

マイルス・デイビス ブラック・ビューティー ★ 4182～3 2 1 ■

マイルス・デイビス ライヴ･アット･ザ･フィルモア･イースト～イッツ･アバウト･ザット･タイム ★ 4184～5 3 1 ■

マイルス・デイビス イン・コンサート ★ 4236～7 51 12 ■

マイルス・デイビス ダーク・メイガス ★    4238～9 52 12 ■

マイルス・デイビス ライヴ・イヴル ★ 4240～1 53 12 ■

マイルス・デイビス ジャズ・アット・ザ・プラザVol.1 4242 54 12 ■

増尾好秋と彼のグループ バルセロナの風 4291 97 20 ■

ラルフ・シャロン・トリオ トニー・ベネット・ソングブック 4206 22 6 ■

リー・コニッツ ステレオコニッツ 4215 31 8 ■

リー・コニッツ リー・コニッツ・プレイズ +4 4271 80 17 ■

リタ・ライス ザット・オールド・フィーリング 4224 40 9 ■

リタ・ライス シングス・バート・バカラック 4289 95 20 ■

リタ・ライス シングス・ミシェル・ルグラン 4290 96 20 ■

ルイ・アームストロング サッチ・プレイズ・ファッツ +11 4251 62 14 ■

ルイ・アームストロング アンバサダー・サッチ+3 4252 63 14 ■

ルイス・ヴァン・ダイク パヴァーヌ 4225 41 9 ■

ルイス・ヴァン・ダイク プレイズ・レノン＝マッカートニー 4287 93 19 ■

ルイス・ヴァン・ダイク トリオ／カルテット 4288 94 19 ■

渡辺貞夫 パストラル   4231 46 10 ■

渡辺貞夫 ソング・ブック    4232 47 11 ■

渡辺貞夫 ラウンド・トリップ    4233 48 11 ■

チェック
欄

ナ

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 プレイズ・ザ・グレイト・ジャズ・ヒッツ 4209 25 6 ■

アート・ブレイキー ザ・ジャズ・メッセンジャーズ ＋5 4244 56 12 ■

アート・ブレイキー（ザ・ジャズ・メッセンジャーズ） ハード・バップ ＋4 4245 57 13 ■

アーマッド・ジャマル アーマッド・ジャマル・トリオ 4210 26 7 ■

アーマッド・ジャマル ポインシアナ 4211 27 7 ■

アリスタ・オール・スターズ ブルー・モントルー     4266 75 16 ■

アル・ディ・メオラ エレクトリック・ランデヴー   4264 73 16 ■

アル・ディ・メオラ 白夜の大地 4265 74 16 ■

アン・バートン シングス・フォー・ラヴァーズ 4223 39 9 ■

ウェザー・リポート ウェザー・リポート      4226 42 9 ■

ウェザー・リポート アイ・シング・ザ・ボディ・エレクトリック 4227 43 10 ■

ウェザー・リポート スウィートナイター       4228 44 10 ■

ウェザー・リポート ライヴ・イン・トーキョー ★      4229～30 45 10 ■

大野雄二トリオ マイ・リトル・エンジェル 4292 98 20 ■

オスカー・ピーターソン ディス・イズ・オスカー・ピーターソン ★ 4253～4 64 14 ■

小曽根真 OZONE 4234 49 11 ■

小曽根真 スプリング・イズ・ヒア 4235 50 11 ■

笠井紀美子 マイ・ラヴ 4294 100 20 ■

笠井紀美子 with シダー・ウォルトン・トリオ キミコ・イズ・ヒア 4293 99 20 ■

キース・ジャレット エクスペクテイションズ 4260 70 15 ■

クリフォード・ブラウン コンプリート・パリ・セッションVol.1 4194 10 2 ■

クリフォード・ブラウン コンプリート・パリ・セッションVol.2 4195 11 3 ■

クリフォード・ブラウン コンプリート・パリ・セッションVol.3 4196 12 3 ■

ゲイリー・バートン ダスター 4216 32 8 ■

ゲイリー・バートン テネシー・ファイアーバード 4217 33 8 ■

ゲイリー・バートン 葬送 4258 68 15 ■

ゲイリー・バートン ロフティ・フェイク・アナグラム 4259 69 15 ■

ケニー・バレル ウィーヴァー・オブ・ドリームス 4207 23 6 ■

ケニー・バレル ブルージン・アラウンド 4208 24 6 ■

ジェリー・マリガン ホワット・イズ・ゼア・トゥ・セイ 4255 65 15 ■

ジェレミー・スタイグ フルート・フィーヴァー +1 4218 34 8 ■

ジミー・ジョーンズ ジミー・ジョーンズ・トリオ 4269 78 17 ■

ジミー・レイニー・カルテット ヴィジッツ・パリス Vol.1 +5 4270 79 17 ■

ショーティ・ロジャース コーツ・ザ・カウント 4272 81 17 ■

ジョー・スタッフォード JO+JAZZ 4202 18 5 ■

ジョー・モレロ イッツ・アバウト・タイム 4257 67 15 ■

ジョージ・ラッセル feat.ビル・エヴァンス ジャズ・ワークショップ+2 4199 15 4 ■

ジョニー・コールズ・カルテット ウォーム・サウンド +2 4212 28 7 ■

ジョン・マクラフリン、アル・ディ・メオラ、パコ・デ・ルシア パッション、グレイス&ファイア～情炎 4263 72 16 ■

セロニアス・モンク ストレイト・ノー・チェイサー+3 4248 60 13 ■

セロニアス・モンク ライヴ・アット・ジ・イット・クラブ ★ 4249～50 61 13 ■

ソニー・ロリンズ アフター・ザ・ブリッジ ★ 4192～3 9 2 ■

ソニー・ロリンズ ホワッツ・ニュー 4246 58 13 ■

ソニー・ロリンズ ソニー・ミーツ・ホーク 4247 59 13 ■

チェット・ベイカー レッツ・ゲット・ロスト～オリジナル・サウンドトラック 4284 91 19 ■

チャーリー・パーカー サミット・ミーティング・アット・バードランド 4201 17 5 ■

チャールズ・ミンガス ミンガス・アンド・フレンズ・イン・コンサート ★ 4275～6 84 18 ■

チャールス・ロイド ディスカヴァリー！ 4277 85 18 ■

デイヴ・ブルーベック・カルテット ライヴ・アット・カーネギー・ホール ★ 4186～7 4 1 ■

デイヴ・ブルーベック 日本の印象    4188 5 1 ■
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