


　ジャズの幅広さ、奥深さ、楽しさ、面白さを幅広い音
楽ファンにアピールする“ジャズ・コレクション1000シ
リーズ”の第5弾＆第6弾、堂々の登場である。久しく
流通が途絶えていた名盤や、国内盤CD化の要望が
高かったコレクターズ・アイテムの中から厳選された
100タイトル。CBS/コロムビア、RCA、エピック等のメ
ジャー・レーベルが多彩な視点で記録した膨大なカタロ
グから、“いまこそ聴かれるべきジャズ”が市場に並ぶ。
　今回、セレクトされた作品の特徴を箇条書きにする
と、こうなるだろうか。
１）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。V.S.O.P.ザ・クイン
テットの歴史的な田園コロシアム公演（1979年7月
26日）の“曇りの昼の部”と“豪雨の夜の部”の全曲が
国内盤として登場するのは、これが初めて。

２）あらゆる編成のアルバムを収録。無伴奏ソロ・ピアノ
からビッグ・バンドまで、アコースティック楽器だけの
演奏からエレクトリック楽器を多用したサウンドまで、
ジャズの広がりを実感する絶好の機会。

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。エラ・フィッツジェラルド、
カーメン・マクレエ、ヘレン・メリル等、ジャズ史上に輝
く伝説的ヴォーカリストの傑作もリーズナブルな価格
で蘇った。

４）リッチー・バイラークの『バラッド』二部作や、マル・
ウォルドロンの『アンド・アローン』等、長く入手困難
だった国内制作盤も約30年ぶりに復活。海外コレク
ターからの需要にも応えた。

５）エッダ・マグナソン主演の伝記映画「ストックホルム
でワルツを」のモデルであるモニカ・ゼタールンド、
ゾーイ・サルダナ主演の伝記映画「Nina」の国内公
開も待たれるニーナ・シモン、今年で生誕100年を迎
えるフランク・シナトラやビリー・ホリデイ等、再評価
高まるアーティストの重要アルバムも収録。

６）2013年に“Legacy Recordingsシリーズ”で
リリースした大定番の名盤から、ベニー・グッドマン
『カーネギー・ホール・コンサート』、ビリー・ホリデイ
『レディ・イン・サテン』、デイヴ・ブルーベック『デイ
ヴ・ディグス・ディズニー』など10数タイトルを、当シ
リーズに投入。

　加えて、“今の視点から見ると、とんでもなく貴重な
アイテム”が充実しているのも今回の特徴といえよう
か。デイヴ・グルーシンは、「卒業」などの映画音楽や
GRPレーベル等から発表した数々のフュージョン・ア
ルバムで知られるアメリカ音楽界の超大物だが、『カ
レイドスコープ』はモダン・ジャズに取り組んだ実に貴
重なアルバムだ。しかも共演者にはカウント・ベイシー

楽団の花形プレイヤーであるサド・ジョーンズやフラ
ンク・フォスターの名があり、演奏曲目にはセロニア
ス・モンクの「ブルー・モンク」や「ストレート・ノー・チェ
イサー」のカヴァーが含まれているのだから、興味は
尽きない。
　ジョン・コルトレーンのバンドで頭角を現し、独立後も
シリアスなアコースティック・ジャズ一筋にストイックな
までの活動を続ける…というイメージのあるマッコイ・
タイナーも、『ルッキング・アウト』では異色すぎる姿を披
露する。シンガーのフィリス・ハイマン、ロック・ギタリスト
のカルロス・サンタナをゲストに迎えて、とてつもなくダ
ンサブルでポップな世界を繰り広げているのだ。しかも
マッコイはピアノだけではなく、シンセサイザーまで弾
いている！ ハイマンは1985年までアリスタ・レコードの
ソウル・ミュージック（ブラック・コンテンポラリー）部門を
牽引した人物。彼女と入れ替わるようにアリスタと契約
したのがホイットニー・ヒューストンである。ホイットニー
同様、フィリスも若くして亡くなってしまったが、そのつ
ややかな歌声は語り継がれてしかるべきだ。
　80歳を過ぎた現在も精力的に活動を続ける日本ジャ
ズの象徴が、自身のグループを率いて初のヨーロッパ・
ツアーに出た途中、スイスの有名なジャズ祭で吹き込
んだのが『モントルー・ジャズ・フェスティヴァルの渡辺貞
夫』だ。今やジャズ界の重鎮である増尾好秋や鈴木良
雄の若き日の姿も嬉しいし、つのだ☆ひろ（当時20歳）
のプレイも鮮烈。ジャックス脱退後、「メリー・ジェーン」
の発表やサディスティック・ミカ・バンド加入前の彼が叩く
“ジャズ”はアグレッシヴそのものだ。
　アグレッシヴといえばジャック・ディジョネットが初来日
時に残した『ハヴ・ユー・ハード』もすごい。ゲイリー・ピー
コックのベース・プレイがまた、ディジョネットのドラムス
に負けじと熱い。1983年から2014年までキース・ジャ
レット・トリオのメンバーとしても活動したディジョネット
とピーコックだが、この初共演レコーディングの時点か
ら相性の良さは際立っていた。今回はピーコックのリー
ダー作『イーストワード』『ヴォイセズ』も一緒に復刻され
る。去る7月に惜しまれつつ他界したピアニスト、菊地雅
章の若き日のプレイも満喫することができる。
　ほかにもアルト・サックス奏者レニー・ハンブロの
『メッセージ・フロム・ハンブロ』や『ネイチャー・オブ・
シングス』、キャノンボール・アダレイの参加曲を追加
して新装CD化されるバド・パウエル＆ドン・バイアス
の『キャノンボールに捧ぐ』など、聴きこむごとに魅力
が増すアイテムも満載。初心者にもマニアにも手応え
たっぷり、“音楽の秋”がさらに充実したものになるこ
と間違いなし！ 

201５年8月　原田和典

［ジャズ・チャートを独占した大好評プロジェクトが、今年も始動する。 ］
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No.2No.1

2013年リマスター

Aラウンド・ミッドナイト／Bアー・リュー・チャ／Cオール・オブ・
ユー／Dバイ・バイ・ブラックバード／Eタッズ・デライト／Fディ
ア・オールド・ストックホルム
マイルス・デイビス（tp）、ジョン・コルトレーン（ts）、レッド・ガーランド（p）、ポール・チェンバース（b）、フィ
リー・ジョー・ジョーンズ（ds）　【録音】1955年、1956年

マイルス伝説の開花を告げるColumbia移籍第1弾。ミュート・トランペット奏法の極致というべき「ラウンド・ミッ
ドナイト」（セロニアス・モンク作）を筆頭に、「バイ・バイ・ブラックバード」、「ディア・オールド・ストックホルム」等、
すべてが歴史に刻まれる名演。まだ無名に近かったジョン・コルトレーンやレッド・ガーランド等、錚々たるメンバー
の才能が開花する瞬間を、いち早く捉えたレコーディングとしても計り知れない価値を持つ。2013年にリリース
されたCD BOX『オリジナル・モノ・レコーディングス』の音源（アナログマスターからの最新リマスター）を採用。

マイルス伝説の開花を告げるColumbia 移籍第1弾。

SICJ 11
1957年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

マイルス・デイビス

ラウンド・アバウト・
ミッドナイト （MONO）

2013年リマスター

Aスプリングスヴィル／Bカディスの乙女／Cザ・デューク／Dマイ・シップ
／Eマイルス・アヘッド／Fブルース・フォー・パブロ／Gニュー・ルンバ／Hザ・
ミーニング・オブ・ザ・ブルース／Iラメント／Jアイ・ドント・ワナ・ビー・キスト
マイルス・デイビス（flh）、ギル・エヴァンス（arr, cond）、バーニー・グロウ、アーニー・ロイヤル、ルイス・ムッチ、タフト・ジョーダン、ジョン・カリシ（tp）、フランク・
リハク、ジミー・クリーヴランド、ジョー・ベネット（tb）、トム・ミッチェル（b, tb）、ウィリー・ラフ、トニー・ミランダ、ジミー・バフィントン（hr）、ビル・ハーバー（tu）、リー・
コニッツ（as）、ダニ・バンク（b-cl）、ロメオ・ペンク、シド・クーパー、エドヴィン・ケイン（fl, cl）、ポール・チェンバース（b）、アート・テイラー（ds）　【録音】1957年

“ジャズの帝王”マイルス・デイビスと、“音の魔術師”ギル・エヴァンス。40年代からの盟友ふたりが、初めて本
格的に繰り広げたコラボレーション・アルバムがこれだ。マイルスはフリューゲルホーン（トランペットよりも、まろや
かな音が出る大型の楽器）に専念し、ギルはホルンやクラリネット等も導入した特別編成のオーケストラを率い
て幻想的なバックグラウンドを提供。ジャズにおける叙情とは何か…その答えがここにある。2013年にリリースさ
れたCD BOX『オリジナル・モノ・レコーディングス』の音源（アナログマスターからの最新リマスター）を採用。

マイルスとエヴァンス。盟友ふたりが、初めて本格的に繰り広
げたコラボレーション・アルバム。

SICJ 12
1957年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

マイルス・デイビス

マイルス・アヘッド （MONO）

No.3

2013年リマスター

Aアランフェス協奏曲／Bウィル・オ・ザ・ウィスプ／Cザ・パン・
パイパー／Dサエタ／Eソレア
マイルス・デイビス（tp, flh）、ギル・エヴァンス（arr, cond）、ポール・チェンバース（b）、ジミー・コブ（ds）、
エルビン・ジョーンズ（perc） 他
【録音】1959年、1960年

マイルス＆ギル、黄金コンビのコラボレーション第3弾はスペインがテーマ。作曲家ホアキン・ロドリーゴがクラシッ
ク・ギターのために書いた「アランフェス協奏曲」は、このアルバムで演奏されたことによって幅広いリスナー
やミュージシャンに広まった。ドラマティックなメロディ、そして哀愁と熱情に満ちたオーケストラ・サウンド。マイ
ルスのトランペットとギルのアレンジが描く、ジャンルを超えた音楽の美学がここにある。2013年にリリースさ
れたCD BOX『オリジナル・モノ・レコーディングス』の音源（アナログマスターからの最新リマスター）を採用。

マイルスのトランペットとギルのアレンジが描く、ジャンル
を超えた音楽の美学がここにある。

SICJ 13
1960年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

マイルス・デイビス

スケッチ・オブ・スペイン
（MONO）

No.4

2000年 DSDマスタリング

A不思議の国のアリス／B口笛吹いて／Cハイ・ホー／D星に願
いを／Eいつか王子様が／Fワン・ソング／G大変良い忠告／Hこ
れが恋かしら
デイヴ・ブルーベック（p）、ポール・デスモンド（as）、ノーマン・ベイツ（b）、ジョー・モレロ（ds）
【録音】1957年6月、8月

国民的ジャズ・ピアニストと、国民的キャラクターの出会い。アメリカを代表する雑誌「タ
イム」の表紙を飾ったことでも知られるブルーベックが、「いつか王子様が」、「ハイ・ホー」、
「不思議の国のアリス」などディズニー映画ゆかりのナンバーを軽やかにジャズ化する。
ミッキーマウスやドナルドダックが登場するジャケット、ポール・デスモンドの流麗なサック
スやジョー・モレロの洒落たドラム・プレイも大きな魅力。

ディズニー・カヴァー・アルバムの元祖としても知られるエンタテイメントと
ジャズが融合したベスト・セラー。ブルーベックのセンス溢れるプレイ満載。

SICJ 14
1957年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

デイヴ・ブルーベック

デイヴ・ディグズ・
ディズニー ＋２

No.5

1999年 DSDマスタリング

Aオードリー／Bジーパーズ・クリーパーズ／C天国からの銅貨／Dホワイ・ドゥ・
アイ・ラヴ・ユー／Eストンピン・フォー・ミリ／Fキーピン・アウト・オブ・ミスチー
フ・ナウ／Gファイン・ロマンス／Hブラザー、キャン・ユー・スペア・ア・ダイム
デイヴ・ブルーベック（p）、ポール・デスモンド（as）、ボブ・ベイツ（b）、ジョー・ドッジ（ds）
【録音】1954年

アメリカを代表する雑誌「タイム」の表紙に選ばれたデイヴ・ブルーベックが、それを記
念して制作した極め付きの1枚。ピカソ等のポートレイトで知られる写真家ジョン・ミリ
に捧げた自作「ストンピン・フォー・ミリ」、サックス奏者ポール・デスモンドが女優オード
リー・ヘプバーンに捧げて書いたとされる「オードリー」など、話題性に富んだパフォーマ
ンスが並ぶ。

時代を超えて愛される若き日のブルーベック＆デスモンドが織りなすクールなス
ウィング・サウンド！ ジャズ史に残る初期ブルーベック・カルテットの名演を永久保存。

SICJ 15 
1955年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

デイヴ・ブルーベック

ブルーベック・タイム

No.6

2015年リマスター

Aエース・イン・ザ・ホール／Bアウト・オブ・ノーホエア／Cユー・ゴー・
トゥ・マイ・ヘッド／Dフーズ・アフレイド／Eシカゴ／Fルード・オー
ルド・マン／Gジャクポット／Hウィン・ア・フュー、ルーズ・ア・フュー
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】1966年６月14日、15日 ライヴ録音

頂点に達したデイヴ・ブルーベックとポール・デスモンドのコンビネーションを捉えたラスベ
ガス・ライヴ。ジーン・ライト、ジョー・モレロも彼らに負けず劣らず快演を繰り広げ、ラスト・
ランへとひた走る“黄金カルテット”の凄味がダイレクトに伝わってくる。ラスベガスに因
み、ギャンブルをテーマにした「エース・イン・ザ・ホール」が演奏されているのも興味深い。

66年6月ラスベガスの“ホテル・トロピカーナ”で行われたライヴ録音、世界初
ＣＤ化！ 後期カルテットがくつろいだ雰囲気の中で味わい深い名演を聴かせる。

SICJ 16
1967年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

デイヴ・ブルーベック

ジャックポット

世界初ＣＤ化

※ヴォーカル・アルバムに歌詞・対訳は掲載しておりません。

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000011
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000012
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000013
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000014
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000015
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000016
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No.8

2002年リマスター

Aライザ／Bパリの４月（テイク６）／Cチルドレンズ・ソング（ザット・オー
ルド・マン）／Dアイ・ラヴ・ユー（スウィートハート・オブ・オール・マイ・ドリー
ムス）／Eジャスト・ユー、ジャスト・ミー／Fパノニカ （リテイク2）／Gテ
オ　〈ボーナス・トラック〉Hパリの４月（テイク１）／Iパノニカ（テイク２）
／Jメドレー：ジャスト・ユー、ジャスト・ミー～ライザ
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3月～10月

セロニアス・モンクの米Columbiaにおける第4作目の作品。「イッツ・モンクス・タイム」
～セロニアス・モンクにとって魔法の1964年と呼ばれるこの年、ラリー・ゲイルズをベー
スに迎えたセロニアス・モンク・カルテットは、このアルバムをたった3日間でレコーディング
（「テオ」をのぞく）、その後西海岸のツアーに出かけることになる。まさにノリに乗ってい
たモンク・カルテットの演奏が聴ける名演の詰まったアルバムだ。

ノリに乗っていたモンク・カルテットの名演が詰まった米
Columbiaにおける第４作めのアルバム。

SICJ 19
2002年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

セロニアス・モンク

モンク. +3

No.9

1996年リマスター

Aアイ・カム・フロム・ジャマイカ／Bアイダ・レッド／Cウォーキ
ン／Dチュニジアの夜／Eドナ・リー
クリフォード・ブラウン（tp）、ジギー・ヴァインス（ts）、ビリー・ルート（ts）、サム・ドッケリー（p）、エース・ティ
ゾーン（b）、エリス・トーリン（ds） 他
【録音】1952年、1955年

わずか25歳の若さで自動車事故死した伝説のジャズ・トランペッター、クリフォード・ブラ
ウンの貴重な演奏を集めたアルバム。R&Bバンドの一員として行なわれた初レコーディ
ング（1952年）と、世を去る1年前に行なわれたジャム・セッション（55年）をカップリング
し、その魅力に多角的に迫っている。フレディ・ハバード、ウイントン・マルサリスら、数多く
の後進に限りないインスピレーションを与えた天才の至芸がここに。

1952年彗星のごとくデビューし、わずか４年の活動中にジャズ・トランペット界の地図を塗り替え
た天才、その伝説のプレイを収録した話題作。あまりに短い生涯に残した貴重なセッションの記録。

SICJ 20
1973年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

クリフォード・ブラウン

ザ・ビギニング・アンド・
ジ・エンド

No.10

2015年 DSDマスタリング

Aイッツ・オンリー・ア・ペーパームーン／Bポールズ・パル／Cフォー・
ヘヴンス・セイク／Dコミュテイション／Eハーヴェイズ・ハウス／
Fザット・タイアード・ルーティン・コールド・ラヴ／Gビー・マイ・ラ
ヴ／Hクライ・ミー・ア・リヴァー／Iニッケルズ・アンド・ダイムス
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11、12、26日 NY

ミスター・ジャズ・トロンボーンことＪ．Ｊ．ジョンソンが、スタンダード・ナンバーを中心に名人
芸を披露した人気盤。先にＣＤ化された『ブルー・トロンボーン』と同じくトミー・フラナガン、
ポール・チェンバース、マックス・ローチがバックを務め、「クライ・ミー・ア・リヴァー」、「イッ
ツ・オンリー・ア・ペーパームーン」等の名曲を極上のモダン・ジャズに再生する。

ジャズ・トロンボーンと言えばこのひとJ.J.ジョンソン。彼が豪華メン
バーとともに作り上げた極上のスタンダード・ナンバーをご賞味あれ。

SICJ 21
1957年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Mono

J.J. ジョンソン

ファースト・プレイス

No.11

1997年リマスター

Aティー・ポット／Bバルバドス／Cイン・ア・リトル・プロヴィンシャル・タウン／Dセッ
テ・チョーズ／Eブルー・ヘイズ／Fラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ／Gソー・ソーリー・プリー
ズ／Hイット・クッド・ハプン・トゥ・ユー／Iバード・ソング／Jオールド・デヴィル・ムーン
J.J. ジョンソン（tb）、ボビー・ジャスパー（sax, fl）、トミー・フラナガン（p）、ウィルバー・リトル（b）、エル
ヴィン・ジョーンズ（ds） 【録音】1957年1月、5月 NY

ジャズ・トロンボーンの最高峰、J.J.ジョンソンがキャリアの頂点で放った飛び切りの1枚。
彼自身のプレイも絶好調なら、当時まだ無名同然だったトミー・フラナガンやエルヴィン･
ジョーンズも瑞 し々いアプローチで後年の大成を予感させる。トロンボーンとドラムスのバ
トルが熱い「ティー・ポット」、ラテン・リズムを導入した「オールド・デヴィル・ムーン」等、す
べてのトラックに躍動感がみなぎる。

モダン・トロンボーンの第一人者による最高傑作。トロンボーンとい
う楽器の可能性がこの1枚に。名手揃いのクインテットの演奏も凄い。

SICJ 22
1958年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

J.J. ジョンソン

ダイアルJ.J.5

SICJ 17～18
1998年作品／ Label：Columbia
解説：原田和典
Stereo

Disc-1 Aボディ・アンド・ソウル （リメイク・テイク2）／Bジャスト・ア・ジゴロ （テイク1）／Cドント・ブレイム・ミー （リメイク・テイク1）／Dナイス・ワー
ク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット （テイク3）／Eメモリーズ・オブ・ユー （テイク1）／Fアイ・ラヴ・ユー・スウィートハート・オブ・オール・マイ・ドリームス （テ
イク2）／Gアイ・サレンダー、ディア （テイク1）／Hスウィート・アンド・ラヴリー （テイク2）／Iエヴリシング・ハプンス・トゥ・ミー （テイク3）／Jアイ・
シュッド・ケア （テイク1）／Kノース・オブ・ザ・サンセット （テイク1）／Lディーズ・フーリッシュ・シングス （リマインド・ミー・オブ・ユー）（テイク3）／Mアイ・
ハドント・エニワン・ティル・ユー （テイク4）／Nダイナ （テイク2）／Oアイム・コンフェッシン （ザット・アイ・ラヴ・ユー）（テイク2）／Pモンクス・ポイン
ト （テイク1）／Qアスク・ミー・ナウ （テイク2）／Rルビー、マイ・ディア（テイク3）
Disc-2 Aラウンド・ミッドナイト （テイク2）／Bビトウィーン・ザ・デヴィル・アンド・ザ・ディープ・ブルー・シー （テイク1）／Cディス・イズ・マイ・ストーリー、
ディス・イズ・マイ・ソング （テイク1）／Dイントロスペクション （テイク4）／Eダーン・ザット・ドリーム （テイク1）／Fボディ・アンド・ソウル （リメイク・
テイク3）／Gボディ・アンド・ソウル （テイク3）／Hドント・ブレイム・ミー （テイク1）／Iアイ・ラヴ・ユー・スウィートハート・オブ・オール・マイ・ドリーム
ス （テイク1）／Jスウィート・アンド・ラヴリー （テイク1）／Kエヴリシング・ハプンス・トゥ・ミー （テイク1）／Lエヴリシング・ハプンス・トゥ・ミー （テイ
ク2）／Mアイ・ハドント・エニワン・ティル・ユー （テイク2）／Nダイナ （テイク1）／Oアイム・コンフェッシン （ザット・アイ・ラヴ・ユー）（テイク1）／Pア
スク・ミー・ナウ （テイク3）／Qエヴリシング・ハプンス・トゥ・ミー （テイク3）／Rイントロスペクション （テイク3）／Sルビー、マイ・ディア （テイク1）
セロニアス・モンク（p） 【録音】1962年、1963年、1964年、1965年、1966年、1967年、1968年

CBS在籍時代のソロ・パフォーマンス37トラックを完全収録。モンク・ワールドのエッセンスが凝縮された珠玉のパフォーマンス！

何と37トラック中14テイクが未発表！スティングはじめ、多くのロック・ミュージシャンにも影響を与えたセロニアス・モンク。そのエッセンスが凝縮さ
れたCBS在籍時のソロ・レコーディングのすべてがここにある。ジャズ・シーンに衝撃を与えたアルバム。

セロニアス・モンク

モンク・アローン～コンプリート・ソロ・レコーディングス

1998年リマスター

2枚組

No.7

日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000017
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000019
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000020
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000021
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000022
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No.12

2000年 DSDマスタリング

Aティー・フォー・トゥー／Bセント・ルイス・ブルース／Cタイガー・ラグ／Dソフィスティ
ケイテッド・レディ／Eハウ・ハイ・ザ・ムーン／Fユーモレスク／Gサムワン・トゥ・ウォッ
チ・オーヴァー・ミー／Hイエスタデイズ／Iアイ・ノウ・ザット・ユー・ノウ／Jウィロウ・
ウィープ・フォー・ミー／Kテイタム・ポール・ブギ／Lケリー・ダンス／M私の彼氏
アート・テイタム（p） 【録音】1933年3月21日、1949年春　LA

現代につながるジャズ・ピアノの巨大水脈はここからスタートした。バド・パウエル、オス
カー・ピーターソン、チック・コリア等、数えきれないほどの後進を触発した“ジャズ・ピアノ
の神様”アート・テイタムの真髄を捉えた名盤が待望の再CD化。伝説的名演「タイガー・
ラグ」を含む初リーダー・セッションと、ジャズ・フェスで行なわれた貴重なライヴ・レコーディ
ングをカップリング。天才ならではの研ぎ澄まされた音世界が、歳月を超えて訴えかける。

ピアノ・ソロ・アルバム好きなら必携といえるアルバム。海外ジャズ
評論誌でも5つ星の付く名盤として長く愛されてきたヴィンテージ。

SICJ 23
1968年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

アート・テイタム

ピアノ・スターツ・ヒア

No.13

Aキング・ポーター・ストンプ／Bイフ・アイ・クッド・ビー・ウィズ・ユー・ワン・
アワー・トゥナイト／Cハニーサックル・ローズ／Dソフィスティケイテッド・
レディ／Eロゼッタ／Fワン・オクロック・ジャンプ／Gサニー・モーニン
グ／Hラウンド・ミッドナイト／Iアーティストリー・イン・リズム／Jバー
ドランドの子守唄／Kミスティ／Lザ・デューク
テディ・ウィルソン（p）、メイジャー・ホリー（b）、バート・ダーランダー（ds） 【録音】1959年12月3日～12日

アート・テイタム、アール・ハインズと共に現代ジャズ・ピアノの礎を築いた巨星テディ・ウィ
ルソンが、ピアニストの作曲したナンバーばかりを演奏した名作が日本初ＣＤ化。セロニ
アス・モンク「ラウンド・ミッドナイト」、デューク・エリントン「ソフィスティケイテッド・レディ」、
エロール・ガーナー「ミスティ」等、極め付きのナンバーがウィルソン独特のピアノ・タッチ
で生まれ変わる。

アート・テイタムと並んで現代ジャズ・ピアノの礎を築いた巨星テディ・ウィ
ルソンが、ピアニストの作曲したナンバーをとりあげた名作が日本初ＣＤ化。

SICJ 24
1960年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

テディ・ウィルソン

アンド・ゼン・ゼイ・ロート

No.15

2015年 DSDリマスター

AイグジビットＡ／Bカプリ／Cスプリッティン／Dバード・イン・
ハンド／Eパッシェイド／Fエルゴ・ザ・ブルース
ジジ・グライス（as）、ドナルド・バード（tp）、ハンク・ジョーンズ（p）、ポール・チェンバース（b）、アート・テ
イラー（ds）
【録音】1957年7月、8月

短命に終わったジジ・グライスとドナルド・バードのグループ“ジャズ・ラブ（＝ジャズ研究
室）”の貴重盤がついにCDで登場。1957年に録音されたものの当時は未発表に終わ
り、70年代初頭に日本で初レコード化。以来、世界中のコレクターから探し求められてき
た。ますます冴えわたるグライスのアルト・サックス、華麗なバードのトランペットが極上の
ハード・バップを届ける。

50年代を飾る名グループ、ジャズ・ラブのハード・バップの精神を伝える快演。
1957年に録音されたものの当時は未発表に終わった貴重な作品がCDで登場。

SICJ 26
1972年作品／ Label：RCA／解説：岡崎正通
Mono

ジジ・グライス＆
ドナルド・バード

ニュー・フォーミュラ・
フロム・ジャズ・ラブ

世界初CD化

No.16

2015年 DSDリマスター

Aアイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー／Bザ・ロンリー・ワン／Cムー
ン・スリッパーズ／Dイージー・トゥ・ラヴ／Eフーフ・ビーツ／Fスレイヴ・
ガール／Gムーンライト・ビカムズ・ユー／Hヒート・ウェイヴ／Iイマジ
ネーション／Jメッセージ・イン・ミラー／Kサナトプシス
レニー・ハンブロ（as）、ウェイド・レギー（p）、ディック・ガルシア（g）、クライド・ロンバルディ（b）、メル・ゼ
ルニック（ds）　【録音】1955年6月、7月

流麗な音色と類まれな歌心。真のジャズ好きを魅了するサックス奏者、レニー・ハンブロ
の力作が遂に日本登場。ナット・キング・コールの名唱でも知られる「ザ・ロンリー・ワン」
の自作自演、「イージー・トゥ・ラヴ」や「イマジネーション」をはじめとするスタンダード等、
サックスと作曲の両面でピークを迎えていた彼の快演に触れることができる。

真のジャズ好きを魅了するサックス奏者、レニー・ハンブロの力作。ナット・キ
ング・コールの名唱でも知られる「ザ・ロンリー・ワン」の自作自演は聴きもの。

SICJ 27
1956年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Mono

レニー・ハンブロ

メッセージ・フロム・ハンブロ

日本初CD化

SICJ 25
1956年作品／ Label：RCA
解説：岡崎正通
Mono

Aメディオリスティック／Bクライミア・リヴァー／Cニュー・モーン／Dモーメンツ・ノーティス／Eマイ・ブルー
ス／Fサンディーズ・スイング／G誰かが私を愛してる／Hモア・ブレッド／Iシャームズ・タームズ／Jフロム・
A・トゥ・Z／Kイースト・オブ・ザ・サン／Lテナー・フォー・トゥー・プリーズ・ジャック
〈ボーナス・トラック〉Mマイ・ブルース（別テイク）／Nモア・ブレッド（別テイク）／Oテナー・フォー・トゥー・プリー
ズ・ジャック（別テイク）／P誰かが私を愛してる（別テイク）  
アル・コーン（ts）、ズート・シムズ（ts）、ディック・シャーマン（tp）、ハンク・ジョーンズ（p）、デイヴ・マッケンナ（p）、ミルト・ヒントン（b）、オシー・ジョンソン（ds）
【録音】1956年1月23日、24日 NY

白人２テナー・チームの代名詞というべきアル＆ズートが残した最高傑作。淀みないソロとアンサンブルの絶妙なバランスが実現した
定評のある名盤。

ジャズ史上に輝く名テナー・サックス・コンビ“アル＆ズート”の発足第1作。逞しい音色で作編曲にも手腕を発揮するアル・コーン、暖かなトーンで無
類のスウィング感を示すズート・シムズ。いわゆるテナー・バトルとは一味違う音の語らいが繰り広げられている。ハンク・ジョーンズ以下のサイドメン
も絶妙なサポートを披露。CD化にあたってはオリジナル・アナログ盤未収録のナンバーも加え、セッションの全貌に迫った。

アル・コーン＝ズート・シムズ

フロム・A・トゥ・Z +4

2003年リマスター

No.14

日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000023
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000024
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000025
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000026
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000027
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No.18

2002年リマスター

Aハーマンズ・ブルース／Bヴォラーレ／Cラヴァー・マン／Dホエン・
アイ・フォール・イン・ラヴ／Eストレンジ／Fエンジェル・アイズ
ハーマン・フォスター（p）、アール・メイ（b）、フランキー・ダンロップ（ds）
【録音】1960年9月

ルー・ドナルドソンやキング・カーティスのサポートで頭角を現したピアニストが、主役とし
て魅力を全開した一枚。十八番のブルース・ナンバー「ハーマンズ・ブルース」を筆頭に、
バラード・プレイヤーとしての本領を発揮する「エンジェル・アイズ」、イタリアのポップ・ソ
ング「ヴォラーレ」のカヴァー等、どの曲でも最高にグルーヴィーなプレイで楽しませてくれる。

ルー・ドナルドソンのサポートで名を上げたグルーヴィーなピアニストに
よるアグレッシヴでソウルフルでブルージーな名作がついに本邦初登場！

SICJ 29
1961年作品／ Label：Epic ／解説：岡崎正通
Stereo

ハーマン・フォスター

ハヴ・ユー・ハード

No.19

2012年リマスター

Aスロップ・ジャー／Bリトル・オールド・マングース／Cイーヴァッ
ド・スマード／Dブルース・フォー・J.P.
デイヴ・ベイリー（ds）、チャーリー・ラウズ（ts）、クラーク・テリー（flh, tp）、カーティス・フラー（tb）、ペック・
モリソン（b）、ホレス・パーラン（p）
【録音】1960年10月26日、27日

味わい深いプレイで50 ～ 60年代のジャズ・シーンを活気づかせたドラム・マスター、デイ
ヴ・ベイリーの会心作。デューク・エリントン楽団脱退直後のクラーク・テリー、セロニアス・
モンク・カルテット入団まもないチャーリー・ラウズ、名盤『アス・スリー』録音数か月後のホ
レス・パーランら強力メンバーを迎え、ハード・バップの快感にあふれたパフォーマンスを
届ける。

Epic からの三部作の第二作として登場したドラマー、デイヴ・ベイリーの
セクステットによる好盤。名手たちの脂の乗り切った名演が日本初CD化！

SICJ 30
1960年作品／ Label：Epic ／解説：岡崎正通
Stereo

デイヴ・ベイリー

ゲッティン・イントゥ・
サムシング

No.20

2012年リマスター

Aワン・フット・イン・ザ・ガター／Bウェル・ユー・ニードント／Cサン
ドゥ／Dブラウニー・スピークス
デイヴ・ベイリー（ds）、ジュニア・クック（ts）、クラーク・テリー（tp）、カーティス・フラー（tb）、ペック・モ
リソン（b）、ホレス・パーラン（p）
【録音】1960年7月19日、20日　NY

ジェリー・マリガン、グラント・グリーン、クリス・コナーら数多くの巨星に愛されたドラマー、
デイヴ・ベイリーが主役を務めたジャズ喫茶の人気盤。レコーディング・スタジオに観客を
集め、リラックスした雰囲気の中で小気味よいハード・バップが繰り広げられる。ホレス・
シルヴァー・クインテット在籍中のジュニア・クック、ジャズ・メッセンジャーズ加入前年のカー
ティス・フラーも快演。

リラックスしたモダン・ジャズの面白み。クラーク・テリーやホレス・パーラン
を含むご機嫌なジャム・セッションが繰り広げられる。ボーナストラックも収録！

SICJ 31
1961年作品／ Label：Epic ／解説：村井康司
Stereo

デイヴ・ベイリー

ワン・フット・イン・
ザ・ガター+1

No.21

1999年 DSDマスタリング

Aカミン・ホーム・ベイビー／Bトゥー・フィート・イン・ザ・ガター
／Cシャイニー・ストッキングス／Dレディ・アイリスB／Eコー
ヒー・ウォーク
デイヴ・ベイリー（ds）、ビル・ハードマン（tp）、フランク・ヘインズ（ts）、ベン・タッカー（b）、ビリー・ガード
ナー（p）　【録音】1961年10月6日　NY

ハービー・マンの演奏で大ヒットした「カミン・ホーム・ベイビー」（ベン・タッカー作）の初演
を収めた1枚。元ジャズ・メッセンジャーズのビル・ハードマン、若くして世を去ったフランク・
ヘインズが抜群のアドリブ・プレイを繰り広げ、ベイリーのドラムスも冴えわたる。カウン
ト・ベイシー楽団で有名な名曲「シャイニー・ストッキングス」も抜群のハード・バップに生
まれ変わっている。

趣味のよいサポートが光るデイヴ・ベイリーの代表的アルバ
ム。ブルージーなブロウに包まれた良きモダン・ジャズの香り。

SICJ 32
1962年作品／ Label：Epic ／解説：原田和典
Stereo

デイヴ・ベイリー

トゥー・フィート・イン・
ザ・ガター

SICJ 28
1957年作品／ Label：Epic
解説：岡崎正通
Mono

Aカミン・スルー／Bエイント・シー・スウィート／Cアイ・マリード・アン・エンジェル／Dマイ・フューチャー・ジャ
スト・パスト／Eラヴ・レターズ／Fマイ・フーリッシュ・ハート／Gスウィート・スー、ジャスト・ユー／Hライク・
サムワン・イン・ラヴ／Iアイ・ラヴ・ユー・マッチ・トゥー・マッチ／Jライベイション・フォー・セレブレイション／
Kブルー・ライト／Lゴースト・オブ・ア・チャンス
レニー・ハンブロ（as）、エディ・コスタ（p）、バリー・ガルブレイス（g）、サル・サルヴァドール（g）、アーノルド・フィシュキン（b）、クライド・ロンバルディ（b）、ガス・ジョンソン（ds）、
ハロルド・グラノウスキー（ds）
【録音】1956年5月、12 月

アルト・サックスの魅力を体現する名手、レニー・ハンブロの隠れ名盤。スタンダード・ナンバーを中心に、甘美なプレイで魅了する。

ニュー・グレン・ミラー楽団の花形ソリストとしても活躍。アルト・サックスの魅力を体現する名手、レニー・ハンブロの隠れ名盤が待望の国内初CD化。
「マイ・フーリッシュ・ハート」、「ライク・サムワン・イン・ラヴ」等のスタンダード・ナンバーを中心に、甘美なプレイで魅了する。サル・サルヴァドール、エ
ディ・コスタらサイドメンの好演も聴きのがせない。

レニー・ハンブロ

ネイチャー・オブ・シングス

2015年 DSDリマスター

日本初CD化

No.17

日本初CD化 日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000028
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000029
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000030
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000031
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000032
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No.22

2001年リマスター

Aクロックワイズ／Bサマータイム／Cエイント・ザット・ペキュリアー／Dジャガー／Eウィロウ・ウィー
プ・フォー・ミー／Fア・フォギー・デイ／Gハロー・バーディー／Hブルファイト／Iストーミー・ウェザー
／Jイターナリー／Kマイナ・バード・ブルース　〈ボーナス・トラック〉LJ.H. ボサ・ノヴァ／Mクロッ
クワイズ（別テイク）／Nイターナリー（ショート・ヴァージョン）／Oサイドマン／Pマイナー・チャント
ジョージ・ベンソン（g, vo）、ロニー・スミス（org）、ロニー・キューバー（b）、ジミー・ラヴレイス（ds）、ブルー・ミッチェル（tp） 他
【録音】1966年、1967年

20世紀のジャズ～ポップス・シーンを代表するエンターテイナー、ジョージ・ベンソンの原
点がここに。ロニー・キューバー、ロニー・スミス等を擁するレギュラー・グループによる、ソウ
ルフルでグルーヴィーなアルバムがボーナス・トラックつきでCD化。超絶技巧を駆使し
たギター・プレイ、すでに完成の域にあるヴォーカルを満喫することができる。

ジョージ・ベンソン20代前半の、ジョン・ハモンド・プロデュースによるメジャー・デビュー・アル
バム。ロニー・キューバー、ロニー・スミス等との共演で聴く若き日のベンソンのプレイがここに。

SICJ 33
1966年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ジョージ・ベンソン

イッツ・アップ・タウン ＋5

No.23

2001年リマスター

Aザ・クッカー／Bベニーズ・バック／Cボッサ・ロッカ／Dオール・オブ・ミー／Eビッグ・ファット・レディ
／Fベンソンズ・ライダー／Gレディ・アンド・エイブル／Hザ・ボルジア・スティック／Iリターン・
オブ・ザ・プロディガル・サン（放蕩息子の帰還）／Jジャンピン・ウィズ・シンフォニー・シッド　〈ボーナス・
トラック〉Kザ・マン・フロム・トレド／Lスロー・シーン／Mレット・ゼム・トーク／Nグッドナイト
ジョージ・ベンソン（g, vo）、ロニー・スミス（org）、ロニー・キューバー（b）、ジミー・ラヴレイス、マリオン・
ブッカー（ds）、ベニー・グリーン（tb）、ブルー・ミッチェル（tp） 他　【録音】1966年

若き日のジョージ・ベンソンを象徴するソウルフルな1枚がボーナス・トラック入りで登場。
ソウル・ジャズの定番「放蕩息子の帰還」からスタンダード・ナンバー「オール・オブ・ミー」
まで、ワン＆オンリーのギター＆ヴォーカルで魅了する。『ブリージン』『ギヴ・ミー・ザ・ナイト』
といった後年の快進撃をすでに予感させる、飛び切りゴージャスなパフォーマンスを網羅。

ソウル・ジャズ・テイスト溢れるオリジナルを中心にボサノヴァ風作品までバラエティ豊かなサ
ウンド・キャンパスを展開。グルーヴ感がたっぷりの味付けが今も新鮮に響くベンソンの神技！

SICJ 34
1967年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo ＊歌詞・対訳は掲載しておりません。

ジョージ・ベンソン

ザ・ジョージ・ベンソン・
クックブック ＋４

No.24

Aイフ・オンリー・ウィ・ニュー／Bスパニッシュ・レディ
ジョン・ハンディ（as）、マイケル・ホワイト（vn）、ジェリー・ハーン（g）、ドン・トンプソン（b）、テリー・クラー
ク（ds）
【録音】1965年9月18日　モンタレー

アメリカ西海岸有数のフェス「モンタレー・ジャズ祭」を熱狂の渦に巻き込んだ黄金のパ
フォーマンスが日本初CD化。チャールズ・ミンガス・バンド出身のサックス奏者、ジョン・
ハンディによる一世一代のプレイを収めた大ヒット作品。ジャズ、フラメンコ、そしてロック
をも飲み込んだサウンドが時代を超えて胸に迫る。のちに“フォース・ウェイ”を結成する
マイケル・ホワイトも参加。

アメリカ西海岸有数のフェス「モンタレー・ジャズ祭」を熱狂の
渦に巻き込んだ黄金のパフォーマンスがついに日本初CD化！

SICJ 35
1996年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ジョン・ハンディ

ライヴ・アット・モンタレー・
ジャズ・フェスティバル

日本初CD化

No.25

2006年 DSDマスタリング

Aレッスニング／Bナンシ／Cチェンジング／Dワン・アップ／
Eイーストワード／Fリトル・アビ／Gムーア
ゲイリー・ピーコック（b）、菊地雅章（p）、村上寛（ds）
【録音】1970年2月4日、5日　川口市民会館

ビル・エヴァンス、アルバート・アイラー、キース・ジャレット等との共演でも名声を博すベー
シスト、ゲイリー・ピーコックが日本滞在中に吹き込んだ初リーダー作。菊地雅章、村上寛
という当時の日本ジャズ界きっての気鋭と共に、スリリングかつ詩情あふれるトリオ・ミュー
ジックを展開している。菊地が書き下ろした名バラード「リトル・アビ」の決定版もここに
収録。

名ベーシストが東洋思想への傾倒から日本に在住していた当時に録
音された初リーダー作にして幻の名盤。菊地雅章のピアノも凄まじい。

SICJ 36
1970年作品／ Label：SMJI ／解説：原田和典
Stereo

ゲイリー・ピーコック

イーストワード

No.26

2007年 DSDマスタリング

Aイシ（意思）／B梵鐘／Cホローズ／Dヴォイス・フロム・ザ・パー
スト／E鎮魂歌／FAE. AY.
ゲイリー・ピーコック（b）、菊地雅章（p, el-p）、富樫雅彦（ds）、村上寛（ds）
【録音】1971年4月5日　東京

『イーストワード』に続く、名手ゲイリー・ピーコックのリーダー・アルバム第2弾。当時京都
に住んでいた彼の上京時に制作された。メンバーには前作に引き続き菊地雅章と村上
寛を起用、さらに富樫雅彦を起用。鬼才４名による“音の対話”が綴られている。深い余
韻を残すベース・プレイ、そこに絡みつくかのようにプレイする菊地、村上、富樫。ジャズな
らではの美がここにある。

東洋に傾倒する名手と70年代和ジャズの鬼才たち。運命の
出会いが生んだ奇蹟の名作第2弾。

SICJ 37
1971年作品／ Label：SMJI ／解説：村井康司
Stereo

ゲイリー・ピーコック

ヴォイセズ

No.27

1998年リマスター

Aローズウッド／Bエヴリタイム・アイ・シー・ユー／Cエジプト王の伝説
／Dラサーンズ・ラン／Eサンシャワーズ／Fマキシンのテーマ　〈ボーナス・
トラック〉Gイサベル、ザ・リベレーター／Hジョシュア C. ／Iホワイ？
ウディ・ショウ（tp, flh）、ジョー・ヘンダーソン（ts）、カーター・ジェファーソン（ts, ss）、オナージェ・アラン・
ガムス（p）、ラリー・ウィリス（p）、クリント・ヒューストン（b）、スタッフォード・ジェイムス（b）、ビクター・
ルイス（ds）　【録音】1977年12月15日～19日、1979年12月

ホレス・シルヴァー・クインテット、アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ等、数多くの
名門バンドで腕を磨いたトランぺッター、ウディ・ショウの米Columbia 移籍第1弾。録
音当時のレギュラー・グループに加え、シルヴァーの許で同僚だったジョー・ヘンダーソンを
はじめとする豪華メンバーがゲスト参加。トランペット、作編曲のすべてでフルに才能を
発揮した文字通りの代表作。

ホレス・シルヴァー・クインテット、アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャー
ズ等、数多くの名門バンドで腕を磨いたトランぺッター、ウディ・ショウの代表作。

SICJ 38
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

ウディ・ショウ

ローズウッド +3

日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000033
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000034
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000035
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000036
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000037
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000038
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No.28

2005年リマスター

Aステッピング・ストーン／Bイン・ア・カプリコーニアン・ウェイ／Cセヴンス・
アヴェニュー／Dオール・シングス・ビーイング・イコール・アー・ノット／Eエス
ケイプ・ベロシティ／Fブルース・フォー・ボール／Gマキシンのテーマ
ウディ・ショウ（tp, flh）、カーター・ジェファーソン（ts, ss）、オナージェ・アラン・ガムス（p）、クリント・ヒュー
ストン（b）、ビクター・ルイス（ds）　【録音】1978年8月5日、6日

ディジー・ガレスピーやマイルス・デイビスら先輩トランぺッターからも賞賛を集める鬼才、ウディ・ショウが名門ジャズ・クラブ「ヴィレッジ・
ヴァンガード」で残した渾身のパフォーマンス。盟友オナージェ・アラン・ガムスを含むクインテット編成で、火の出るようなアドリブの応
酬から軽やかなバラードまで、これぞジャズの醍醐味というべき演奏で魅了する。尚、今回は2005年にUSでCD化された時の内
容に基づいており、アナログ盤のB面トップを飾っていた「イット・オール・カムズ・バック・トゥ・ユー」がカットされ、替わりに「エスケイプ・
ベロシティ」、「オール・シングス・ビーイング・イコール・アー・ノット」、「ブルース・フォー・ボール」が追加されたヴァージョンとなる。

鬼才、ウディ・ショウが名門ジャズ・クラブ「ヴィレッジ・ヴァン
ガード」で残した渾身のパフォーマンスを収録したライヴ盤。

SICJ 39
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ウディ・ショウ

ステッピング・ストーンズ：ライヴ・
アット・ヴィレッジ・ヴァンガード

日本初CD化

No.29

1998年20bitリマスタリング

Aイントロダクション／Bシークレット・ラヴ／Cイントロダクション／D情事の
終り／Eイントロダクション／Fモア・ザン・ユー・ノウ／Gイントロダクション／
Hブルース・アップ・アンド・ダウン／Iイントロダクション／Jチーズケイク
デクスター・ゴードン（ts）、ジョニー・グリフィン（tsH，J）、ジョージ・ケイブルス（p）、ルーファス・リード
（b）、エディ・グラッデン（ds）　【録音】1978年9月23日　カーネギー・ホール（Live）

長くヨーロッパで暮らしていた名テナー・サックス奏者、デクスター・ゴードンの健在ぶりを
アメリカのファンに知らしめた1978年のカーネギー・ホール公演を捉えたアルバム。やは
りヨーロッパ生活が長かったジョニー・グリフィンとのテナー・バトルを中心に貫禄たっぷり、
円熟の極致というべきプレイで魅了する。生涯の愛奏曲「チーズケイク」収録。

伝説のテナー・マン、カーネギー・ホール・リサイタルの輝き。
ジョニー・グリフィンとのテナー共演も熱く盛り上がる！

SICJ 40
1998年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

デクスター・ゴードン

カーネギー・ホール1978

No.30

2004年リマスター

Aペント・アップ・ハウス／Bコンダード・ビーチ／Cレッツ・コール・
ジス／Dソー・ソーリー・プリーズ／Eバラード／Fマイルストー
ンズ
トミー・フラナガン（p）、レジー・ワークマン（b）、ジョー・チェンバース（ds）
【録音】1978年11月21日

ハンク・ジョーンズ率いるグレイト・ジャズ・トリオの対抗馬として人気を集めた、トミー・フラ
ナガン率いるスーパー・ジャズ・トリオのデビュー作。元ジョン・コルトレーン・バンドのレジー・
ワークマン、いわゆるブルーノート新主流派の花形ドラマーだったジョー・チェンバースをリ
ズム・セクションに迎え、痛快で重厚なモダン・ジャズの世界へと案内する。

トミー・フラナガンをリーダーに結成された強力無比な“スーパー・ジャズ・
トリオ”のデビュー作。痛快で重厚なモダン・ジャズの世界へと案内する。

SICJ 41
1979年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

スーパー・ジャズ・トリオ

スーパー・ジャズ・トリオ

No.31

2004年リマスター

A朝日のようにさわやかに／Bチュニジアの夜／Cいつか王子様
が／D枯葉／Eイッツ・オールライト・ウィズ・ミー／Fエンジェル・
アイズ／Gストレート・ノー・チェイサー
トミー・フラナガン（p）、レジー・ワークマン（b）、ジョー・チェンバース（ds）
【録音】1980年2月14日

トミー・フラナガン、レジー・ワークマン、ジョー・チェンバースが集まったオールスター・ユニッ
ト“スーパー・ジャズ・トリオ”のラスト・アルバムにして唯一のスタンダード・ナンバー集。「枯
葉」、「いつか王子様が」、「エンジェル・アイズ」といった人気の高いナンバーを、ベテラ
ン・ミュージシャンならではの安定感で料理している。これぞ、職人芸の極み。

トミー・フラナガン、レジー・ワークマン、ジョー・チェンバースが集まったオー
ルスター・ユニット“スーパー・ジャズ・トリオ”のスタンダード・ナンバー集。

SICJ 42
1980年作品／ Label：RCA／解説：岡崎正通
Stereo

スーパー・ジャズ・トリオ

ザ・スタンダード

No.32

2015年 DSDリマスター

Aザ・ハッピー・ライフ／Bセレナーデ／Cザ・ハバナ・サン／Dウォー
ク・スピリット、トーク・スピリット／Eザ・サーチ
マッコイ・タイナー（p）、ヒューバート・ロウズ（fl）、ボビー・ハッチャーソン（vib, marimba）、パキート・デ
リベラ （as, ss）、チコ・フリーマン（ts）、マーカス・ベルグレイブ（tp, flh）、アベリー・シャープ（b）、イグナ
チオ・ペロア（ds）、ダニエル・ポンス（per） 他
【録音】1981年

ジョン・コルトレーン・カルテットで頭角を現し、独立後も自身のバンドで数々の金字塔を
打ち建てたマッコイ・タイナーの米Columbia 移籍第１作。ホーン・セクションやパーカッ
ションも大きくフィーチャーしながら、マッコイならではの鮮烈なラテン・ジャズを繰り広げる。
生涯の代表曲「ウォーク・スピリット、トーク・スピリット」の再演も嬉しい。

ジョン・コルトレーン・カルテットで頭角を現し、独立後も自身のバンドで数々の金
字塔を打ち建てたマッコイ・タイナーの米Columbia移籍第１作が日本初CD化。

SICJ 43
1981年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

マッコイ・タイナー

ザ・リジェンド・オブ・
ジ・アワー

日本初CD化

No.33

2015年 DSDリマスター

Aラヴ・サラウンド・アス・エヴリホエア／Bハンニバル／Cアイル・ビー・
アラウンド／Dセニョール・カルロス／Eイン・サーチ・オブ・マイ・ハート
／Fアイランド・バーディー
マッコイ・タイナー（p, synth）、スタンリー・クラーク（b）、カルロス・サンタナ（g）、チャールス・ジョンソン 
（g）、バディ・ウイリアムス（ds）、レオン・チャンクラー（ds）、デジタル・ミラー（synth）、ゲイリー・バーツ 
（as）、ジェリー・ゴンザレス（perc）、フィリス・ハイマン（vo）　【録音】1982年3月9日～4月22日

モダン・ジャズを代表する名ピアニスト、マッコイ・タイナーがファンク～ラテンに取り組ん
だ異色傑作。夭折の歌姫、フィリス・ハイマンをフィーチャーしたナンバーから、カルロス・
サンタナのギターと激しい応酬を繰り広げるセッションまで内容は多彩そのもの。他のア
ルバムではなかなかうかがい知れないマッコイの幅広い音楽性がここに。

モダン・ジャズを代表する名ピアニスト、マッコイ・タイナーがファンク～ラテ
ンに取り組んだ異色傑作が日本初CD化。カルロス・サンタナの参加も注目。

SICJ 44
1982年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

マッコイ・タイナー

ルッキング・アウト

日本初CD化

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000039
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000040
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000041
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000042
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000043
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000044
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No.35

2006年 DSDマスタリング

Aスターダスト／Bレイジー・アフタヌーン／Cフォー・オール・ウィ・ノウ
／D星に願いを／Eジャンゴ／Fメランコリア／Gホット・ハウス・フラ
ワーズ／Hアイム・コンフェッシン
ウイントン・マルサリス（tp）、ブランフォード・マルサリス（ts, ss）、ケニー・カークランド（p）、ロン・カーター
（b）、ジェフ・ワッツ（ds）、ケント・ジョーダン（fl）、ストリングス・オーケストラ
【録音】1984年5月30日、31日　NY

80年代のジャズ界に彗星のごとく現れたトランぺッター、ウイントン・マルサリスのサード・
アルバム。ハリー・ベラフォンテ、リナ・ホーン、ポール・サイモン等とのコラボレーションで
も知られる名匠ボブ・フリードマンをアレンジャーに迎え、モダン・ジャズとストリングス（弦
楽合奏）の融合を華麗に演じる。「スターダスト」、「星に願いを」、「ジャンゴ」等、親しみ
やすい選曲も魅力。

この時ウイントン、弱冠23歳。ストリングスをバックに、スタンダード・
ナンバーを新たな解釈で歌い上げ、さまざまな賞を総なめにした名作。

SICJ 47
1984年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ウイントン・マルサリス

スターダスト

No.36

Aオール・アローン／Bアイ・ソート・アバウト・ユー／Cポルカ・ドッツ・ア
ンド・ムーンビームス／Dユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ／Eイット・
ネヴァー・エンタード・マイ・マインド／Fファイアー・ワルツ／Gマイ・オー
ルド・フレイム／Hイエスタデイズ／Iラヴァー・マン／Jレフト・アローン
マル・ウォルドロン（p）　【録音】1985年9月1日、2日　東京

日本で最も高い人気を誇るジャズ・ピアニストのひとりであり、大の親日家としても知られ
るマル・ウォルドロンが東京で残したソロ・ピアノ作品。彼を代表する２大自作曲「レフト・
アローン」、「オール・アローン」に加え、「ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ」、「ラヴァー・
マン」などビリー・ホリデイゆかりのナンバーもふんだんに収録。

「レフト・アローン」の名演で日本でも人気の高いジャズ・ピアニス
ト、マル・ウォルドロンがここ日本で録音したソロ・ピアノの名作。

SICJ 48
1986年作品／ Label：SMJI ／解説：原田和典
Stereo

マル・ウォルドロン

アンド・アローン

SICJ 45～46
1988年作品／ Label：Columbia
解説：村井康司
Stereo

Disc-1
Aノーズ・モウ・キング／Bジャスト・フレンズ／Cノーズ・モウ・キング（インタールード）／Dホワン／Eチェ
ロキー／Fデルフィーヨのジレンマ／Gチェンバース・オブ・テイン／Hホワン（E.MUSTAAD）
Disc-2
Aオー・プリヴァーヴ／Bノーズ・モウ・キング（インタールード）／C懐かしのニューオーリンズ／Dホワン（SKIP 
MUSTAAD）／E枯葉／Fノーズ・モウ・キング（インタールード）／Gスケインズ・ドメイン／Hマッチ・レイター
ウイントン・マルサリス（tp）、マーカス・ロバーツ（p）、ボブ・ハースト（b）、ジェフ・ワッツ（ds）
【録音】1986年12月19日、20日　ブルース・アレイ、ワシントンでのライヴ録音

マーカス、ボブ、ワッツのリズム隊を率いてのワン・ホーン・カルテット。80年代ジャズを代表するウイントン初のライヴ・アルバム。

永遠のベスト・セラー『スタンダード・タイム』の興奮がライヴで蘇る。80年代のアコースティック・ジャズ・シーンを牽引したウイントン・マルサリスが、ワン・
ホーン・カルテットで熱演を繰り広げた伝説のクラブ・ギグ。初期の代表曲「ノーズ・モウ・キング」の再演や、スタンダード・ナンバー「ジャスト・フレンズ」
等を収録。ジェフ・テイン・ワッツ、マーカス・ロバーツらとの強烈なインタープレイも聴きものだ。

ウイントン・マルサリス

ライヴ・アット・ブルース・アレイ

1993年デジタル・リマスター

2枚組

No.34

SICJ 49～50 
1950年作品／ Label：Columbia
解説：原田和典
Mono

※歌詞・対訳は掲載しておりません。

Disc-1 Aベニー・グッドマン・1950・イントロダクション／Bその手はないよ／Cサムタイムズ・アイム・ハッピー／Dワン・オクロック・ジャンプ／E拍手喝采～ 「トウェ
ンティ・イヤーズ・オブ・ジャズ」 へ／Fディキシーランド・ワン・ステップ （センセイション・ラグ）／G私はヴァージニアへ／H僕の恋人が笑いかけたら／Iシャイン／J恋
しき幻想／K拍手喝采～ 「ベニー・グッドマン・オーケストラ」 へ／L人生がパーティに／Mジャム・セッション準備／Nハニーサックル・ローズ／O拍手喝采～ 「ベニー・グッ
ドマン・スモール・グループ」 の準備／P身も心も／Q拍手喝采～ライオネル・ハンプトン登場／Rアヴァロン／S私の彼氏／Tアイ・ガット・リズム／Uポーズ・トラック
Disc-2 Aブルー・スカイズ／Bロック・ロモンド／C拍手喝采～ベニー・グッドマンによる 「ノー・アンコール」 アナウンス／Dブルー・ルーム／Eロッキーでスウィング／
F拍手喝采～マーサ・ティルトン、ステージへ／G素敵なあなた／H拍手喝采～ 「ベニー・グッドマン・スモール・グループ」 の準備／Iチャイナ・ボーイ／Jサヴォイでスト
ンプ／K拍手喝采～プログラム変更～ベニー・グッドマン・カルテット／Lディジー・スペルズ／M拍手喝采～ベニー・グッドマン・オーケストラによるフィナーレへ／Nメド
レー：シング・シング・シング～クリストファー・コロンブス／O拍手喝采～アンコールへ／Pイフ・ドリームズ・カム・トゥルー／Q拍手喝采～2回目のアンコールへ／Rビッグ・
ジョンズ・スペシャル／Sポーズ・トラック／Tイントロダクション／Uベニー・グッドマンによる 「その手はないよ」 の紹介／Vベニー・グッドマンによる 「トウェンティ・イ
ヤーズ・オブ・ジャズ」 の紹介／Wベニー・グッドマンによる 「恋しき幻想」 の紹介／Xベニー・グッドマンによる 「人生がパーティに」 の紹介／Yベニー・グッドマンによる「ボ
ディ・アンド・ソウル」の紹介／Zベニー・グッドマンによる 「アヴァロン」 の紹介／[ベニー・グッドマンによる 「ロッキーでスウィング」 の紹介／\終演
【録音】1938年1月16日 ライヴ録音

20世紀を代表するジャズの歴史的名盤にしてベスト・セラー！ベニー・グッドマン絶頂期の歴史的公演1938年１月16日カーネギー・
ホール・ライヴ。

全米を席巻したクラリネット奏者、ベニー・グッドマンが絶頂期にクラシックの殿堂「カーネギー・ホール」で開催したコンサートの記録。自身のオーケ
ストラだけではなく、デューク・エリントン楽団やカウント・ベイシー楽団のメンバーも招き、一大スウィング・セッションを繰り広げる。ジャズ史上の金字
塔にして、20世紀アメリカン・ミュージックを代表する名盤。

ベニー・グッドマン

ライヴ・アット・カーネギー・ホール 1938 ［完全版］

2000年リマスター

2枚組

No.37

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000045
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000047
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000048
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000049
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No.38

2003年デジタル・リマスター

Aロッキーのテーマ／Bミスター・メロウ／Cスター・トレックのテー
マ／D征服者／E荒鷲の如く飛び立て／Fザ・フライ
メイナード・ファーガソン（tp）、マイク・リグリオール（ss, as）、マーク・コルビー（ts, ss）、ボビー・ミリテ
ロ（bs, fl）、ピーター・アースキン（ds）、ゴードン・ジョンソン（b）、ビフ・ハノン（key） 他
【録音】1976年10月～12月　NY、SF

ハイノート（超高音）を駆使した演奏でジャズ～フュージョン界のみならず、ブラス・ロック
のフィールドにも大きな影響を与えたメイナード・ファーガソンの大ヒット作。「ロッキーのテー
マ」はサントラ盤以上の評判を集め、「スター・トレックのテーマ」はテレビ番組「アメリカ
横断ウルトラクイズ」のテーマ曲として使用された。超人的なトランペット・プレイに、誰も
が圧倒されること間違いなし。

伝説のハイノート（超高音）が炸裂！　「ロッキーのテーマ」「ス
ター・トレックのテーマ」など人気曲が収録された彼の代表作。

SICJ 51
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

メイナード・ファーガソン

征服者～ロッキーのテーマ

No.39

2008年デジタル・リマスター

Aカーニヴァル／B宇宙のファンタジー／Cギャラクティカのテー
マ／D星影のステラ／Eバードランド／Fベイカー・ストリート
／Gハウ・ヤ・ドゥーイン・ベイビー／H虹の彼方に
メイナード・ファーガソン（tp）、ピーター・アースキン（ds）、スタン・マーク（tp）、ジョー・モセロ（tp）、ゴー
ドン・ジョンソン（b）、ビフ・ハノン（key） 他　【録音】1978年6月、7月　NY

トランペットの極限に挑む名手、メイナード・ファーガソンが放つビッグ・バンド・ファンクの
真髄。ウェザー・リポートの「バードランド」、アース・ウィンド＆ファイアーの「宇宙のファン
タジー」といった録音当時の話題曲から、スタンダード・ナンバー「虹の彼方に」まで躍動
感たっぷりに料理する。ウェザー加入直前のピーター・アースキンのドラムスも聴きもの。

だれもが憧れたウルトラ・ハイノート・トランペッター、メイナード・ファー
ガソン。名作『征服者』の次々作にあたる本作でもその音楽性は健在だ！

SICJ 52
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

メイナード・ファーガソン

カーニヴァル

No.40

2005年リマスター

Aダンシング・メン／Bザ・ワード／Cセント・マークス・スクエア
（ア・スペシャル・デイ）／Dザッツ・イナフ／Eリトル・トレイン／
Fトゥ・ベース・ヒット／Gテーマ・フロム“ラヴ・ストーリー”／Hタ
イム・ビーイング／Iバディ・リッチ・スピークス
バディ・リッチ（ds）、パット・ラバーベラ（sax, fl）、ブルース・ポールソン（tb） 他　【録音】1971年12月 ライヴ録音

ジャズ・ドラムの王者、バディ・リッチがロンドンの名門ジャズ・クラブ「ロニー・スコッツ」で
行なった熱狂のステージをパッケージ。ジョン・ラバーベラ、ビル・ホルマン、マイク・ギブス
等がアレンジを担当、スピード感抜群のアンサンブルとリッチの超絶技巧がぶつかりあっ
て猛烈な興奮を生む。リッチ・ファンなら知らぬ者のいない「ダンシング・メン」、「タイム・
ビーイング」収録。

ジャズ・ドラムの王者、バディ・リッチがロンドンの名門ジャズ・クラ
ブ「ロニー・スコッツ」で行なった熱狂のステージを収録したライヴ盤。

SICJ 53
1972年作品／ Label：RCA／解説：村井康司
Stereo

バティ・リッチ

リッチ・イン・ロンドン

No.41

2005年リマスター

Aヤ・ガッタ・トライ／Bテイルズ・オブ・ローダ・ラット／Cラウ
ンド・アバウト・ミッドナイト／Dタイム・アウト／Eノー・ジャイ
ヴ／Fラッシュ・ライフ／Gパーティ・タイム／Hコング／Iミッ
キー・マウス
バディ・リッチ（ds）、バディ・リッチ・オーケストラ 他　【録音】1977年2月

才人サックス奏者／作編曲家ボブ・ミンツァーの加入を経て、さらにパワーアップしたリッチ・
オーケストラを捉えた永遠の名盤。大定番「ヤ・ガッタ・トライ」を筆頭に、「ノー・ジャイヴ」、
「テイルズ・オブ・ローダ・ラット」等、これぞビッグ・バンド、これぞジャズ・ドラムの醍醐味
というべきナンバーが続く。若くして亡くなったピアニスト、バリー・カイナーの快演も貴重。

最強の演奏で綴られたビッグ・バンドの諸作の中でも、屈指の
傑作と呼ぶに相応しいバディ・リッチ・オーケストラの代表作。

SICJ 54
1977年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

バティ・リッチ

プレイズ・アンド・プレイズ・
アンド・プレイズ

SICJ 55
1967年作品／ Label：Columbia
解説：村井康司
Stereo

Aインディアン・レディ／Bアローン／Cターキッシュ・バス／Dオープン・ビューティー／Eニュー・ホラ
イゾン　〈ボーナス・トラック〉Fターキッシュ・バス（Single Version）／Gインディアン・レディ（Single 
Version）
ドン・エリス（leader, tp）、グレン・スチュアート（tp）、ロン・マイヤーズ（tb）、ルーベン・レオン（as, ss, fl）、アイラ・シュルマン（ts, fl, cl）、ジョン・マグレーダー（bs, fl, cl）、
マイク・ラング（p）、レイ・ネアポリタン（b）、スティーヴ・ボハノン（ds）、チノ・ヴァルデス（perc） 他
【録音】1967年9月19日、20日

60年代のビッグ・バンド・シーンに忽然と現れ、ロック・ファンをも魅了した鬼才ドン・エリスのベスト・セラー・アルバム。

60年代のビッグ・バンド・シーンに忽然と現れ、ロック・ファンをも魅了した鬼才ドン・エリスのベスト・セラー・アルバム。インド音楽に触発された「イン
ディアン・レディ」を筆頭に、超絶技巧を駆使したアンサンブル、変拍子を取り入れたリズムが聴き手を陶酔の世界に運ぶ。ＣＤ化にあたって、シング
ル盤用に編集されたテイクをボーナス・トラックとして追加。

ドン・エリス・オーケストラ

エレクトリック・バス +2

1998年リマスター

日本初CD化

No.42

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000051
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000052
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000053
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000054
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000055
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SICJ 56
1958年作品／ Label：Columbia
解説：原田和典
Stereo/Mono

※歌詞・対訳は掲載しておりません。

A恋は愚かと言うけれど／Bお願いだから／C恋を知らないあなた／Dあなたなしでも暮らせるわ／Eフォー・
オール・ウィ・ノウ／Fコートにすみれを／G心変わりしたあなた／Hイージー・トゥ・リメンバー／Iバット・
ビューティフル／J不幸でもいいの／Kアイル・ビィ・アラウンド／L恋路の果て（モノラル・ヴァージョン）
／M恋は愚かと言うけれど（テイク３）／N恋は愚かと言うけれど（テイク２）／O恋路の果て（ジ・オーディオ・
ストーリー）／P恋路の果て（ステレオ・ヴァージョン）／Qポーズ・トラック
演奏：レイ・エリス＆ヒス・オーケストラ
【録音】1958年

女性ジャズ・ヴォーカリスト最高峰の“レディ・デイ”が晩年に録音したラヴ・バラード集。生きること、愛することの切なさが聴く者の心に
ささる、白鳥の歌。

ジャズ史上最高峰の女性シンガーにして、ジャニス・ジョプリン、ダイアナ・ロス、エリカ・バドゥら幅広いジャンルの歌い手からもリスペクトを受けるビ
リー・ホリデイが残した“白鳥の歌”。「恋は愚かと言うけれど」、「心変わりしたあなた」、「恋路の果て」等のラヴ・バラードを、流麗なストリングスを
バックにじっくりと表現する。歌うことへの執念が胸を打つ、感動の大傑作。

 ビリー・ホリデイ

レディ・イン・サテン ＋４

2000年リマスター

No.43

 SICJ 58～59
1973年作品／ Label：Columbia
解説：高田敬三
Stereo

Disc-1 Aオープニング・アナウンスメント・バイ・エディ・ベアフィールド／レッツ・ゲット・トゥゲザー／Bストンピン・アット・
ザ・サヴォイ／Cア・ティスケット・ア・タスケット／Dインディアン・サマー／Eスムース・セイリング／Fエディ・ベアフィー
ルド・オリジナル／Gバンド・イントロダクションズ／レッツ・ゲット・トゥゲザー／Hアナウンスメント・バイ・ジョージ・ウェ
イン／Iユー・ターンド・ザ・テーブルス・オン・ミー／Jナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット／Kアイヴ・ガット・ア・
クラッシュ・オン・ユー／Lイントロダクション・オブ・ジャズ・アット・カーネギー／Mサムバディ・ラヴズ・ミー／Nメドレー：
言い出しかねて／ザ・ヤング・マン・ウィズ・ザ・ホーン／ラウンド・ミッドナイト／Oスターダスト／Pアヴァロン
Disc-2 AＣジャム・ブルース／Bイントロダクションズ・オブ・エラ・フィッツジェラルド・バイ・ジョージ・ウェイン・アンド・カー
メン・マクレエ／Cアイヴ・ガッタ・ビー・ミー／Dダウン・イン・ザ・デプス／Eグッド・モーニング・ハートエイク／Fホワッ
ツ・ゴーイン・オン／Gミス・オーティス・リグレッツ／Hドント・ウォーリー・バウト・ミー／Iディーズ・フーリッシュ・シン
グス／Jエニー・オールド・ブルース／K恋のチャンス／L恋の気分で／Mレモン・ドロップ／Nア・ティスケット・ア・タスケッ
ト（抜粋）／Oサム・オブ・ディーズ・デイズ／Pピープル／Qア・ティスケット・ア・タスケット（抜粋）
エラ・フィッツジェラルド（vo）、アル・グレイ（tb）、エディ・ロックジョウ・デイヴィス（ts）、ロイ・エルドリッジ（tp）、トミー・フラナガン（p）、ジョー・パス（g）、キーター・ベッツ
（ds）、フレディ・ウェイツ（ds）、エリス・ラーキンス（p）、チック・ウェップ・オーケストラ　【録音】1973年７月５日

ジャズ・ヴォーカルの女王エラのキャリアを集大成した1973年７月５日、殿堂ニューヨーク・カーネギー・ホール・ライヴを完全収録。
トミー・フラナガン、ジョー・パス等も参加しており、往年のヒットからマーヴィン・ゲイ作品までカヴァーした記念碑的アルバム。

1930年代に彗星のごとくデビュー、ビリー・ホリデイと共に女性ジャズ・ヴォーカルの礎を築いた“ファースト・レディ・オブ・ソング”ことエラ・フィッツジェ
ラルドの伝説的なカーネギー・ホール公演を集大成。トミー・フラナガン、ジョー・パス、エリス・ラーキンスら極上のサポーターを従え、初期のヒット曲「ア・
ティスケット・ア・タスケット」から、マーヴィン・ゲイの「ホワッツ・ゴーイン・オン」まで幅広いレパートリーを縦横無尽に歌う。

エラ・フィッツジェラルド

ライヴ・アット・カーネギー・ホール

1995年リマスター

2枚組

No.45

SICJ 57
1962年作品／ Label：Columbia
解説：高田敬三
Stereo

＊歌詞・対訳は掲載しておりません。

Aゼム・ゼア・アイズ／Bイエスタデイズ／C心を閉ざして／D奇妙な果実／Eミス・ブラウン・トゥ・ユー／
Fマイ・マン／Gアイ・クライド・フォー・ユー／Hラヴァー・マン／Iトラヴェリン・ライト／Jサム・アザー・
スプリング／K月光のいたずら／Lゴッド・ブレス・ザ・チャイルド
〈ボーナス・トラック〉Mイフ・ザ・ムーン・ターンズ・グリーン／Nザ・クリスマス・ソング
カーメン・マクレエ（vo）、ナット・アダレイ（cor）、エディ・ロックジョウ・デイヴィス（ts）、ノーマン・シモンズ（p）、ボブ・クランショウ（b）、マンデル・ロウ（g）、ウォルター・パー
キンス（ds）　【録音】1961年6月、７月

20世紀の偉大なるジャズ・シンガー、カーメン・マクレエがビリー・ホリデイに尊敬と感謝をこめて捧げたヴォーカル名盤。レディ・デイの
代表作がズラリとそろい、その歌唱の素晴らしさに胸をうたれる60年代を代表するアルバム。

“ビリー・ホリデイ以降に頭角を現した最も優れた女性ジャズ・シンガーのひとり”に数えられるカーメン・マクレエが、キャリアの絶頂期に取り組んだビ
リー愛唱曲集。ヴォーカルのサポートにはとくに定評のあるピアノ奏者ノーマン・シモンズをパートナーに迎え、「奇妙な果実」、「月光のいたずら」、「ゴッ
ド・ブレス・ザ・チャイルド」等の定番ナンバーにカーメンならではの彩りを付け加える。

カーメン・マクレエ

ラヴァー・マン ＋２

1997年リマスター

No.44

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000056
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000057
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000058
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No.47

2001年リマスター

A恋に飽きることはない／Bみんな私のせいよ／Cきょうは雨／Dみんな
月へ行ってしまった／E代償（つぐない）／F私はだれ／G春がまた来た／
H人間のふれ合い／Iあなたなんかいなくても／Jデスペレット・ワンズ　
〈ボーナス・トラック〉Kミュージック・フォー・ラヴァーズ／Lイン・ラヴ・イン・
ヴェイン／Mアイル・ルック・アラウンド／Nザ・マン・ウィズ・ザ・ホーン 
ニーナ・シモン（vo, p）　【録音】1968年9月、10月

ジャズ、ゴスペル、クラシック、ブルースを自在に横断し、ヒップホップ・アーティストからも
神格化されているニーナ・シモン。彼女が弾き語りという原点に還り、これまで培った音
楽生命のすべてを注ぎ込んだのがこのアルバムだ。キャロライン・フランクリン（アレサの
妹）作「恋に飽きることはない」、ランディ・ニューマン作「きょうは雨」等のカヴァー曲や自
作「代償（つぐない）」を魂の歌とピアノで聴かせる。

ジャズ、ゴスペル、クラシック、ブルースなど、ジャンルを超越したヴォーカルを聴か
せるニーナ。弾き語りという原点に還り、魂の歌とピアノで披露した傑作アルバム。

SICJ 61
1969年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

ニーナ・シモン

ニーナとピアノ +4

No.48

2004年リマスター

Aヒア・カムズ・ザ・サン／Bジャスト・ライク・ア・ウーマン／Cウー・
ウー・チャイルド／Dミスター・ボージャングル／E新しき夜明け／
F朝（あした）の天使／Gハウ・ロング・マスト・アイ・ワンダー／
Hマイ・ウェイ
ニーナ・シモン（vo, p）、ハロルド・ウィーラー（arr, cond）、コーキー・ヘイル（harp）　【録音】1971年2月

エリカ・バドゥ、アリシア・キーズ等、数々のディーヴァたちからリスペクトを受ける“ソウル
の高僧（High Priestess of Soul）”、ニーナ・シモンの代表作。ジョージ・ハリスンがビー
トルズ時代に発表したタイトル曲、ボブ・ディラン作の「ジャスト・ライク・ア・ウーマン」、フ
ランク・シナトラで知られる「マイ・ウェイ」等の超有名曲を、ワン＆オンリーの解釈で披露。
溢れるエモーション、破格のスケールが強く心を打つ。

数々のディーヴァたちからリスペクトを受ける不世出の女性シンガー、ニーナ・
シモンの代表作。溢れるエモーション、破格のスケールが強く心を打つ名盤。

SICJ 62
1971年作品／ Label：RCA／解説：村井康司
Stereo

ニーナ・シモン

ヒア・カムズ・ザ・サン

No.49

2000年 DSDマスタリング

Aシェリル／B空が落ちてきたらどうしよう／Cジョージア・オ
ン・マイ・マインド～ザ・テーマ／Dジス・ガイズ・イン・ラヴ・ウィズ・
ユー／Eノー・モア・ブルース／Fヒアズ・ザット・レイニー・デイ／
Gグラニーズ・サンバ～フェリシダージ
渡辺貞夫（as, sopranino）、増尾好秋（g）、鈴木良雄（b）、渡辺文男（ds）　【録音】1969年12月26日、27日　東京

銀座にあった伝説のジャズ・クラブ「ジャンク」を熱狂の渦に巻き込んだ渡辺貞夫カルテッ
トのライヴ・レコーディング。充実の一途をたどっていた渡辺のサックス、後年の大成を予
感させる若き増尾好秋や鈴木良雄の快演がビ・バップやボサノヴァ・ナンバーに映える。
渡辺の代表作のひとつであるばかりではなく、日本ジャズ史上に輝くマスト・アイテム。

銀座のジャズ・クラブ「ジャンク」でライヴ・レコーディングされた
白熱の演奏。当時の最強コンボのエネルギーがあふれだす1枚。

SICJ 63
1970年作品／ Label：SMJI ／解説：岡崎正通
Stereo

渡辺貞夫

ライヴ・アット・ジャンク

No.50

2000年 DSDマスタリング

Aラウンド・トリップ：ゴーイング・アンド・カミング／Bラメント
／C東京組曲：サンセット／Dパストラル（テーマ）
渡辺貞夫（as, sopranino, fl）、増尾好秋（g）、鈴木良雄（b）、つのだ☆ひろ（ds）
【録音】1970年6月18日　モントルー（ライヴ）

圧倒的なエネルギーとテンションがみなぎる、渡辺貞夫モントルー・ジャズ祭初登場の記
録。増尾好秋、鈴木良雄、角田ヒロ（現つのだ☆ひろ）という当時２０代の精鋭たちを従
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熱いソロを繰り広げる。２０分
を超える「東京組曲」、録音当時を象徴する人気ナンバー「パストラル」等を収録。

1970年6月18日。伝説のモントルー・ジャズ・フェスティヴァルの
ステージに立った渡辺貞夫カルテットによる白熱の演奏がここに。

SICJ 64
1971年作品／ Label：SMJI ／解説：原田和典
Stereo

渡辺貞夫

モントルー・ジャズ・
フェスティヴァルの渡辺貞夫

SICJ 60
1961年作品／ Label：RCA
解説：原田和典
Mono

Aイタリア詩 朗読／B夜も昼も／Cイタリア詩 朗読／Dエヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー／Eイタリア詩 朗
読／Fニューヨークの秋／Gイタリア詩 朗読／Hどうしてそんなに／Iイタリア詩 朗読／J君は恋を知らな
い／Kイタリア詩 朗読／Lジーズ・フーリッシュ・シングス／Mイタリア詩 朗読／Nパリの四月／Oイタリア
詩 朗読／Pあなたはしっかり私のもの／Qイタリア詩 朗読／Rソリチュード／Sイタリア詩 朗読／T柳よ泣
いておくれ／Uイタリア詩 朗読／Vあなたの恋人が行ってしまったら
ヘレン・メリル（vo）、ニニ・ロッソ（tp）、ニノ・クラッソ（tp）、ジノ・マリナッツィ（fl, bs）、ピエロ・ウミリアーニ（p, celesta）、エンツォ・グリリーニ（g）、ベルト・ピサーノ（b）、
トニノ・フェレルリ（b）、セルジオ・コンティ（ds）、ラルフ・フェラロ（ds）　イタリア詩 朗読：フェルナンド・カジャティ　【録音】1960年

“ニューヨークのため息”ことヘレン・メリルが、絶頂期にイタリアで吹き込んだ1枚。名曲の数々をハスキー・ヴォイスで情感豊かに歌う。

“ニューヨークのため息”ことヘレン・メリルが、絶頂期にイタリアで吹き込んだ1枚。のちにムード・ミュージックの世界で大成するニニ・ロッソ（トランペット）
や、「マナ・マナ」の作曲者としても知られるピエロ・ウミリアーニ（ピアノ）を含むバンドをバックに、名曲の数々をハスキー・ヴォイスで情感豊かに歌う。
今回のCD化では朗読部分と音楽部分のチャプターが分けられており、偶数トラックだけ選べば絶頂期のヘレンの歌を集中して楽しむことも可能。

ヘレン・メリル

ローマのナイト・クラブで

2003年リマスター

No.46

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000060
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000061
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000062
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000063
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000064
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Aファンカレロ／Bトゥー・ロンリー・ピープル／Cシュガー・プラム／Dワルツ・
フォー・デビー／ET.T.T. ／Fリ・パーソン・アイ・ニュー／Gコムラード・
コンラッド　〈ボーナス・トラック〉Hワルツ・フォー・デビー（別テイク）／Iリ・
パーソン・アイ・ニュー（別テイク）／Jファンカレロ（別テイク）
ビル・エヴァンス（p）、エディ・ゴメス（b）、マーティ・モレル（ds）　【録音】1971年

グラミー賞で2部門を制覇したビル・エヴァンスのベストセラー・アルバム。ベース奏者エ
ディ・ゴメスとのコンビネーションには更なる磨きがかかり、全曲を自作で占めるなどコン
ポーザーとしての魅力も全開している。アコースティック・ピアノとエレクトリック・ピアノを
併用、まったく新しいアレンジに衣替えした代表曲「ワルツ・フォー・デビー」が最大の聴き
もの。

ジャズ・ピアニストの代名詞、ビル・エヴァンス後期の名盤。エレクトリック・ピアノで演奏
し話題となった「ワルツ・フォー・デビー」をはじめ全曲オリジナルによる重要アルバム。No.51

SICJ 65
1971年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

ビル・エヴァンス

ビル・エヴァンス・
アルバム +3

1997年リマスター

Aモーニン・グローリー／Bアップ・ウィズ・ザ・ラーク／Cイエスタデイ・アイ・ハー
ド・ザ・レイン／Dマイ・ロマンス／Eホェン・オータム・カムズ／FT.T.T.T. ／
Gハロー・ボリナス／Hグロリアズ・ステップ／Iグリーン・ドルフィン・ストリート
ビル・エヴァンス（p）、エディ・ゴメス（b）、マーティ・モレル（ds）
【録音】1973年１月20日　東京　郵便貯金ホール ライヴ録音

1973年に行なわれた伝説の初来日公演から全9曲を収録。「アップ・ウィズ・ザ・ラーク」
をはじめとする当時の新レパートリーから、「グロリアズ・ステップ」、「マイ・ロマンス」、「グ
リーン・ドルフィン・ストリート」等の十八番まで、どの曲にもエヴァンス独特のリリシズム
が息づいている。エディ・ゴメスのベース、マーティ・モレルのドラムスとのコンビネーション
も申しぶんない。

1973年１月20日、伝説の初来日公演ライヴ！ ビル・エヴァ
ンス・トリオ、感動の東京公演を永久保存。No.52

SICJ 66
1973年作品／ Label：SMJI ／解説：原田和典
Stereo

ビル・エヴァンス

ライヴ・イン・トーキョー

1996年リマスター

Aシンス・ラヴ・ハド・イッツ・ウェイ／Bキング・フォー・ア・デイ／Cザ・リアル・アン
バサダー／Dゼイ・セイ・アイ・ルック・ライク・ゴッド／Eディジー・ディティー／Fカ
ルチュラル・エクスチェンジ／Gグッド・レヴューズ／Hブランデンブルク・ゲート
デイヴ・ブルーベック（p）、ポール・デスモンド（as）、ジョー・モレロ（ds）、ジーン・ライト（b）
【録音】1962年12月３日　コンセルトヘボウ ライヴ録音

長く未発表に終わっていたヨーロッパ・ライヴが、待望のCD化。「カルチュラル・エクス
チェンジ」、「グッド・レヴューズ」等、上演されずに終わった幻のミュージカル「ザ・リアル・
アンバサダーズ」からのナンバーが多数収められており、いつもとは一味違うレパートリー
による黄金期ブルーベック・カルテットのステージを味わうことができる。

1962年12月３日、オランダ、アムステルダムでの黄金カル
テットによるライヴ、待望の初CD化。No.55

SICJ 69
1968年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

デイヴ・ブルーベック

ブルーベック・イン・
アムステルダム

世界初CD化2015年リマスター

Aイントロダクション／Bシエリート・リンド／Cラ・パロマ・アスル／D

オーヴァー・ザ・ウェイヴ／Eベサメ・ムーチョ／Fノスタルジア・デ・メキ
シコ／Gポインシアナ／Hアラ・エン・エル・ランチョ・グランデ／Iフレ
ネシ／Jエストレリータ／Kラ・バンバ
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】1967年 ライヴ録音

アルト・サックスの詩人、ポール・デスモンドとの約15年にわたるコンビネーションの締め
くくりを記録した南米ツアーの記録。「べサメ・ムーチョ」、「ポインシアナ」などジャズ・スタ
ンダードとしてもおなじみのラテン・ナンバーを、曲によって現地のサポート・ミュージシャン
もフィーチャーしながらプレイ。ブルーベック流のラテン・ジャズが楽しめる。

1967年のメキシコ・ツアーで熱狂的大声援に迎えられたブ
ルーベック・カルテットの歴史的ライヴ！No.56

SICJ 70
1967年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

デイヴ・ブルーベック

ブラボー！
ブルーベック！ ＋１

2015年リマスター

Aホワイ・ノット／Bイン・ア・センチメンタル・ムード／Cバイアー
ド・ブルース／Dベサメ・ムーチョ／Eワイルド・イズ・ザ・ウィンド
デイヴ・パイク（vib）、ビル・エヴァンス（p）、ハービー・ルイス（b）、ウォルター・パーキンス（ds）
【録音】1961年

ラテン・ジャズの世界でも絶大な人気を博するデイヴ・パイクが、活動再開直後のビル・エ
ヴァンスを迎えて放った生涯の代表作。ラテンの定番「ベサメ・ムーチョ」から、ジョン・コ
ルトレーン「インプレッションズ」と同じメロディを持つモード・ジャズ曲「ホワイ・ノット」まで、
様々なタイプのナンバーをヴィブラフォンとピアノの巧みなコラボレーションで楽しませてく
れる。

エヴァンスを迎えて録音されたデイヴ・パイクの代表作。クラブ・ミュージック・ファンからも
高い人気を誇るデイヴ・パイクとエヴァンスのピアノの比類なく美しいアンサンブルが見事。No.53

SICJ 67
1962年作品／ Label：epic ／解説：原田和典
Stereo

デイヴ・パイク・カルテット
with ビル・エヴァンス

パイクス・ピーク

1997年リマスター

Aラヴァー／Bリトル・ガール・ブルー／Cさよならアナベル／Dサムタイムス・アイム・
ハッピー／Eザ・デューク／Fインディアナ／Gラヴ・ウォークト・イン　〈ボーナス・
トラック〉Hテイキング・ア・チャンス・オン・ラヴ／Iクロージング・タイム・ブルース
デイヴ・ブルーベック（p）、ポール・デスモンド（as）、ボブ・ベイツ（b）、ジョー・ドッジ（ds）
【録音】1954年、1955年　NY ライヴ録音

ニューヨークのナイト・クラブ「ベイズン・ストリート」で行なわれた、初期デイヴ・ブルーベッ
ク・カルテットのプレイを収めたアルバム。ポール・デスモンドのサックス・プレイが光るス
タンダード・ナンバーの数々に加え、マイルス・デイビスが『マイルス・アヘッド』でとりあげ
た「ザ・デューク」の、ブルーベックによる決定的自作自演も収録。

1955年ニューヨークの一流ジャズ・スポットでのライヴ。ブ
ルーベックの繊細なタッチが紡ぐ至福のひととき。No.54

SICJ 68
1955年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Mono

デイヴ・ブルーベック

ジャズ・レッド・ホット＆
クール ＋２

2001年リマスター

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000065
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000066
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000067
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000068
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000069
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000070
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Aテイク・テン／Bエル・プリンス／Cアローン・トゥゲザー／D埠頭／
E黒いオルフェ／Fナンシー／Gオルフェのサンバ／Hザ・ワン・アイ・ラ
ヴ　〈ボーナス・トラック〉Iアウト・オブ・ノーホエア／J埠頭／Kエル・プ
リンス
ポール・デスモンド（as）、ジム・ホール（g）、ジーン・チェリコ（b）、ユージン・ライト（b）、コニー・ケイ（ds）
【録音】1963年6月

デイヴ・ブルーベック・カルテットの花形サックス奏者にして、同バンドに「テイク・ファイヴ」
の大ヒットをもたらしたポール・デスモンド。彼がリーダーとして本領を発揮した1枚がこれ
だ。「テイク・ファイヴ」の続編にあたるタイトル曲を筆頭に、「アローン・トゥゲザー」、「オ
ルフェのサンバ」等の名旋律が、こよなく美しいトーンで奏でられる。ジム・ホールのギター
も快演。3曲のボーナス・トラック収録。

大ヒット曲「テイク・ファイヴ」の続編ともいうべきタイトル曲「テイク・テ
ン」を筆頭に、極め付きの美旋律をリリカルに奏でるデスモンドの代表作。No.57

SICJ 71
1963年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

ポール・デスモンド

テイク・テン +3

1994年リマスター

Aホエン・ジョアンナ・ラヴド・ミー／Bザット・オールド・フィーリング／Cポルカ・
ドッツ・アンド・ムーンビームズ／Dヒアズ・ザット・レイニー・デイ／Eイージー・リヴィ
ング／Fあの娘に慣れた／Gビウィッチト／Hブルース・フォー・ファン　〈ボーナス・
トラック〉Iオール・スルー・ザ・ナイト／Jルード・オールド・マン
ポール・デスモンド（as）、ジム・ホール（g）、ジーン・ライト（b）、ジーン・キャリコー（b）、パーシー・ヒース（b）、
コニー・ケイ（ds）　【録音】1963年6月、1964年7月、9月、1965年6月

ジャズ界が生んだ最もリリカルなコンビのひとつ、ポール・デスモンドとジム・ホールの卓越
した“音の語らい”が満喫できる1枚。人気ミュージカル「マイ・フェア・レディ」からの「あ
の娘に慣れた」を筆頭とする名曲の数々が、これ以上ないほど端麗に解釈されていく。デ
イヴ・ブルーベック・カルテットのジーン・ライト、モダン・ジャズ・カルテットのパーシー・ヒー
ス＆コニー・ケイ等、共演者にも最高の顔ぶれが揃う。2曲のボーナス・トラック収録。

ポール・デスモンドが名ギタリスト、ジム・ホールとのコンビ
で、名曲の数々をリリカルに美しい音色で紡いだ極上の１枚。No.58

SICJ 72
1965年作品／ Label：RCA／解説：村井康司
Stereo

ポール・デスモンド

イージー・リヴィング +2

1997年リマスター

Aオフ・マイナー／Bゼア・ウィル・ネヴァー・ビィ・アナザー・ユー
／Cルビー、マイ・ディア／Dノー・ネーム・ブルース／Eセロニア
ス／Fモンクス・ムード／Gアイ・エイント・フーリン／Hスクアッ
ティ　〈ボーナス・トラック〉Iスクアッティ（未発表テイク）
バド・パウエル（p）、ピエール・ミシュロ（b）、ケニー・クラーク（ds）　【録音】1961年12月　パリ

パリ滞在中のバド・パウエルが、旧友セロニアス・モンクの書いたナンバーを中心に取り
上げた人気盤。40年代のニューヨーク・モダン・ジャズを共にリードしたケニー・クラーク（ド
ラムス）、マイルス・デイビス「死刑台のエレベーター」のサウンドトラック参加でも知られ
るフランスの気鋭ピエール・ミシュロ（ベース）と共に、歌心にあふれたプレイを聴かせる。

天才ピアニスト、バド・パウエルが旧友セロニアス・モンクの
書いたナンバーを中心に取り上げた人気盤。No.59

SICJ 73
1965年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

バド・パウエル

ポートレイト・オブ・
セロニアス +1

1997年 DSDリマスター

Aジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス／Bジャッキー・マイ・リトル・キャット
／Cチェロキー／Dアイ・リメンバー・クリフォード／Eグッド・ベイト／Fジェニュ
イ／Gオール・ザ・シングス・ユー・アー／Hミス／Iジャッキー・マイ・リトル・キャッ
ト（別ヴァージョン）　〈ボーナス・トラック〉Jチェロキー（未発表別ヴァージョン）
バド・パウエル（p）、ドン・バイアス（ts）、ケニー・クラーク（ds）、ピエール・ミシュロ（b）、アイドリース・シュ
リーマン（tp）、キャノンボール・アダレイ（as）[J]　【録音】1961年

パリに長期滞在していたバド・パウエルとドン・バイアスが、ヨーロッパ・ツアー中だったキャ
ノンボール・アダレイのプロデュースで吹き込んだ再会セッション。やはり欧州を拠点とし
ていたアイドリース・シュリーマン（トランペット）、ケニー・クラーク（ドラムス）と共に、くつ
ろいだプレイを展開する。復刻にあたり、キャノンボールも演奏に参加した「チェロキー（未
発表別ヴァージョン）」を追加収録。

天才ピアニスト、バド・パウエルと伝説のテナー奏者ドン・バイアスが
キャノンボール・アダレイのプロデュースで吹き込んだ貴重なセッション。No.60

SICJ 74
1979年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

バド・パウエル＆
ドン・バイアス

キャノンボールに捧ぐ +1

1997年リマスター

SICJ 75～76
1982年作品／ Label：Columbia
解説：岡崎正通
Stereo

Disc-1 Aドント・ブレイム・ミー／Bバルー・ボリヴァー・バルーサー／Cウェル・ユー・ニードント／Dエヴィ
デンス/リズマニング／Eエピストロフィ（テーマ）／Fハッケンサック／Gブライト・ミシシッピ／Hエヴィ
デンス／Iエピストロフィ／Jラウンド・ミッドナイト／Kアイム・ゲッティング・センチメンタル・オーヴァー・
ユー／Lメモリーズ・オブ・ユー／Mジャスト・ユー、ジャスト・ミー／Nエピストロフィ
Disc-2 Aブルー・モンク／Bウェル・ユー・ニードント／Cブライト・ミシシッピ／Dベムシャ・スウィング／
Eラウンド・ミッドナイト／Fナッティ／Gストレイト・ノー・チェイサー／Hセロニアス／Iハッケンサッ
ク／Jミステリオーソ／Kバルー・ボリヴァー・バルーサー／L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11月３日、４日 ライヴ録音

1964年サンフランシスコの名門ジャズ・ワークショップでのライヴを完全収録！「ブルー・モンク」をはじめ代表的レパートリーでモン
クのピアニズムを堪能する。黄金期のプレイを永久保存！

絶好調を維持するセロニアス・モンク・カルテットがサンフランシスコの有名ジャズ・クラブで行なったパフォーマンスが完全版として再登場。CD化
にあたってLP未収録曲を追加するだけではなく、収録時間の問題で短縮されていた箇所も元通りに復元されている。「ラウンド・ミッドナイト」、「ブ
ルー・モンク」等、モンクの代名詞的ナンバーを満喫できる。

セロニアス・モンク

ライヴ・アット・ザ・ジャズ・ワークショップ－コンプリート

2001年リマスター

2枚組

No.61

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000071
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000072
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000074
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000073
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000076
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Aレッツ・クール・ワン／Bリフレクションズ／Cルーティ・トゥーティ／Dつ
かのまの恋／Eブリリアント・コーナーズ／Fコンセキューティヴ・セコンズ／
Gモンクス・ポイント／Hトゥインクル・ティンクル／Iストレート、ノー・チェ
イサー　〈ボーナス・トラック〉Jブルー・モンク／Kラウンド・ミッドナイト
セロニアス・モンク（p）、ボビー・ブライアント（tp）、チャーリー・ラウズ（ts）、ラリー・ゲイルズ（b）、ベン・ラ
イリー（ds）、オリヴァー・ネルソン（arr, cond） 他　【録音】1968年

モンクが米Columbiaに残した最後のオリジナル・アルバム。『ブルースの真実』など
数々の名盤で知られるオリヴァー・ネルソン編曲指揮のオーケストラをバックに、「ブリリ
アント・コーナーズ」や「トゥインクル・ティンクル」等の名曲を痛快なビッグ・バンド・ジャズ
にリメイクしている。ファンキーでダンサブルな「コンセキューティヴ・セコンズ」も楽しい。

モンク美学、ここに昇華！ オリヴァー・ネルソン・アレンジに
よるオーケストラ・サウンドにのせておくる異色のアルバム。No.62

SICJ 77
1968年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo/Mono

セロニアス・モンク

モンクス・ブルース ＋2

1992年リマスター

Aミー・トゥー／Bディシジョン／Cアイヴ・ガット・イット・バッド・アンド・
ザット・エイント・グッド／Dレッド・クロス／Eオールモスト・ライク・ビー
イング・イン・ラヴ／Fスターダスト／Gサイドワインダー／Hゴッド・ブ
レス・ザ・チャイルド／Iスピーク・ロウ
J.J. ジョンソン（tb）、ナット・アダレイ（tp）、ボビー・ジャスパー（fl, ts）、シダ―・ウォルトン（p）、ジェイム
ス“スパンキー”デ・ブレスト（b）、アルバート・ヒース（ds）　【録音】1959年3月18日、19日

ナット・アダレイ、ボビー・ジャスパーを迎えた新ユニットによる隠れ名盤。従来以上に管
楽器のハーモニーを生かし、モード・ジャズをいち早く取り入れるなど、新たな段階に入っ
たＪ．Ｊ．ジョンソンの音作りを楽しむことができる。「スターダスト」、「ゴッド・ブレス・ザ・チャ
イルド」等、美しい旋律を持つナンバーが揃っているのもポイントだ。

ナット・アダレイやボビー・ジャスパーを新たにメンバーに迎え、３
管の厚いハーモニーを生かした新境地を見せるJ.J.の隠れた名作。No.63

SICJ 78
1959年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

J.J. ジョンソン

リアリー・リヴィン

2015年デジタルリマスター

Aドマーム／Bプット・ユア・リトル・フット・ライト・アウト／Cザ・ハイド・
ストリート・ラン／Dヒアズ・ザット・レイニー・デイ／Eアイ・ガット・リズ
ム／F処女航海／Gオフショア・ブリーズ／H夜も昼も／Iミラージュ（パー
ト1）／Jミラージュ（パート2）
デニー・ザイトリン（p）、チャーリー・ヘイデン（b）、ジョー・ハルピン（b）、ジェリー・グラネリ（ds）、オリ
ヴァー・ジョンソン（ds）　【録音】1966年4月、1967年3月

60年代のジャズ界を代表する知性、デニー・ザイトリンの米Columbia 最終作。２部構
成の組曲「ミラージュ」をはじめとする数々のオリジナル・ナンバーに加え、ハービー・ハン
コック作「処女航海」の清新なカヴァー・ヴァージョン、「夜も昼も」等のスタンダードも収録。

60年代のジャズ界を代表する知性、デニー・ザイトリンの米
Columbia最終作が待望の日本初CD化。No.66

SICJ 81
1967年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

デニー・ザイトリン

ザイトガイスト

日本初CD化2015年 DSDリマスター

Aキャロルズ・ガーデン／Bまた逢う日まで／Cスキッピーイング
／Dワンス・アポン・ア・サマータイム／Eカーニヴァル／Fザ・ボーイ・
ネクスト・ドア／Gマイノリティ／Hアフター・ザ・ウォー／Iオール・
ザ・シングス・ユー・アー　〈ボーナス・トラック〉Jアイ・ガット・リズム
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】1964年10月

ビル・エヴァンスやセロニアス・モンクからも絶賛された名ピアニスト、デニー・ザイトリンの
セカンド・アルバム。エヴァンスの愛奏曲「クワイエット・ナウ」と並ぶ代表的自作「キャロ
ルズ・ガーデン」、ジジ・グライスの名曲「マイノリティ」のカヴァー等、まさに才気煥発と呼
ぶにふさわしいプレイで魅了する。チャーリー・ヘイデンの重厚なベースも大きな聴きもの
だ。

ビル・エヴァンスやセロニアス・モンクからも絶賛された名ピアニス
ト、デニー・ザイトリンのセカンド・アルバムが待望の日本初CD化。No.67

SICJ 82
1964年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

デニー・ザイトリン

カーニヴァル +1

日本初CD化2015年 DSDリマスター

AナップタウンUSA／B春の如くに／Cタンブリング・タンブルウィーズ／Dエンジェ
ル・アイズ／Eソーラー／Fオーヴァードライヴ／Gアンディサイデッド／Hネヴァー・
レット・ミー・ゴー／Iチェイシン・ザ・バード／Jキューブ・ステーキ
J.J.ジョンソン（tb）、ボビー・ジャスパー（fl, ts）、ハンク・ジョーンズ（p）、トミー・フラナガン（p）、パーシー・ヒー
ス（b）、ウィルバー・リトル（b）、エルヴィン・ジョーンズ（ds）　【録音】1956年7月24日、25日、27日　ＮＹ

トロンボーン・マスター、Ｊ．Ｊ．ジョンソンの米Columbia 移籍第１弾。他の追随を許さな
い軽快なスライドさばき、粒立ちの良い音色、豊かな歌心、そして卓越した作編曲能力
と、彼の魅力がすべて収められているといっても過言ではない充実した内容。トミー・フラ
ナガン、ハンクとエルヴィンのジョーンズ兄弟などサイドメンも最高のプレイを示す。

トロンボーンの第一人者、米Columbia 移籍第1弾アルバム。多
彩なメンバーとともに創り上げたハイ・レヴェルなブロウを聴け！No.64

SICJ 79
1957年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Mono

J.J. ジョンソン

Ｊ・イズ・フォー・ジャズ

2015年デジタルリマスター

Aベター・ギット・イット・イン・ユア・ソウル／Bグッドバイ・ポーク・パイ・ハット／Cブギー・ストッ
プ・シャッフル／D三色の自画像／Eオープン・レター・トゥ・デューク／Fバード・コールズ
／Gフォーバス知事の寓話／Hプシー・キャット・デューズ／Iジェリー・ロール　〈ボーナス・
トラック〉Jペダル・ポイント・ブルース／KGGトレイン／Lガール・オブ・マイ・ドリームス
チャールズ・ミンガス（b）、ジミー・ネッパー（tb）、ジョン・ハンディ（as, cl）、シャフィ・ハディ（as, ts）、ブッカー・アー
ヴィン（ts）、ホレス・パーラン（p）、ダニー・リッチモンド（ds）、ウィリー・デニス（tb） [B-E]　【録音】1959年5月

モダン・ジャズ界が誇る偉大なベース奏者／作曲家、チャールズ・ミンガスの名声を轟か
せた1枚。人種差別を告発した「フォーバス知事の寓話」、イギリス映画『ビギナーズ』で
リバイバルした「ブギー・ストップ・シャッフル」、ジェフ・ベックやジョニ・ミッチェルもとりあ
げた「グッドバイ・ポーク・パイ・ハット」等、ミンガス史上に残る不滅の名曲群はこのアル
バムから生まれた。3曲のボーナス・トラック収録。

モダン・ジャズ界が誇る偉大なベース奏者／作曲家、チャールズ・
ミンガスの歴史的名盤。重厚な響きが聴くものを圧倒する。No.65

SICJ 80
1959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・アー・アム +3

1997年 DSDリマスター

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000077
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000078
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000079
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000080
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000081
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000082
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Aオン・グリーン・ドルフィン・ストリート／Bメラニー／Cケアフル
／D６つの即興的スケッチ／Eサムシングス・カミング／Fリトル・
ガール・ブルー／Gサマータイム
ゲイリー・バートン（vib）、ジム・ホール（g）、チャック・イスラエル（b）、ラリー・バンカー（ds）
【録音】1963年8月14日～16日　NY

このアルバムを抜きに60年代のゲイリー・バートンは語れない。アート・ファーマー・カル
テットからジム・ホール、ビル・エヴァンス・トリオからチャック・イスラエルとラリー・バンカー
を迎えたオールスター・ユニットによる吹き込みで、ホールの代表的オリジナル「ケアフル」
も収録。のちに名声を博する作曲家、マイク・ギブスのナンバーをいち早くとりあげている
のも話題となった。

ジャズ・ヴァイブの草分けゲイリー・バートン、若き日の記録。卓越したテ
クニックと新鮮なイマジネーション、革新的なイディオムが今なお鮮烈！No.68

SICJ 83
1964年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

ゲイリー・バートン

サムシングス・カミング

Aジョイ・スプリング／B虹の彼方に／Cライク・サムワン・イン・ラ
ヴ／Dマイナー・ブルース／Eアワ・ワルツ／Fソー・メニー・シング
ス／Gサー・ジョン／Hユー・ステップト・アウト・オブ・ア・ドリーム
ゲイリー・バートン（vib）、ジーン・チェリコ（b）、ジョー・モレロ（ds）
【録音】1961年7月6日～7日　NY

パット・メセニーや小曽根真など数多くの鬼才を見出した“現代ジャズ・シーンの首領”、ゲ
イリー・バートンが1961年に残した初リーダー作。当時バートンは18歳。ビル・エヴァン
スのピアノやチェット・アトキンスのギターに触発された清新なプレイで、ジャズ・ヴィブラフォ
ン界に新たな1ページを開いた。デイヴ・ブルーベック・カルテットのドラマー、ジョー・モレ
ロのサポートも極上。

ジャズ・ヴァイブといえばこのひとあり、ゲイリー・バートン。
1961年、まだ18歳の天才が取り組んだ初リーダー・アルバム！No.69

SICJ 84
1962年作品／ Label：RCA／解説：村井康司
Stereo

ゲイリー・バートン

ニュー・ヴァイブ・マン・
イン・タウン

1994年デジタルリマスター

Aデコイ／Bロボット415／Cコード M.D. ／Dフリーキー・ディーキー
／Eホワット・イット・イズ／Fザッツ・ライト／Gザッツ・ホワット・ハプンド
マイルス・デイビス（tp, syn）、ビル・エヴァンス（ss）、ブランフォード・マルサリス（ss）、ロバート・アーヴィ
ングⅢ（syn）、ジョン・スコフィールド（g）、ダリル・ジョーンズ（el-b）、アル・フォスター（d）、ミノ・シネル
（perc）、ギル・エヴァンス（arr）　【録音】1983年

マイク・スターン、マーカス・ミラーといったマイルス復帰時の主要メンバーが去り、80年代
にジャズ・シーンをリードすることになるブランフォード・マルサリスを迎えた、マイルス復活
第4作目となるアルバム。マイルスが向かおうとしていたエレクトリック・ファンクの方向性
がより明確化された作品だ。

シンセサイザーを導入した、マイルス自身のプロデュースに
よる復活後4作目となる快作。No.72

SICJ 87
1984年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

マイルス・デイビス

デコイ

2001年 DSDマスタリング

Aイントロ／Bホワイト／Cイエロー／Dオレンジ／Eレッド／Fグリー
ン／Gブルー／Hエレクトリック・レッド／Iインディゴ／Jヴァイオレット
マイルス・デイビス（tp）、ジョン・マクラフリン（g）、ヴィンセント・ウィルバーン（ds）、トーマス・クローゼ
ン（key）、 オーレ・コック・ハンセン（key）、ケネス・ヌードセン（key）、ビャルネ・ルーペ（ｇ）、ボー・スティー
フ（b）、ニールス・ヘニング（b）、オーステッド・ペデルセン（b）、マリリン・マズール（perc）、エバ・ザイセン
（vo）、パレ・ミケルボルグ（tp, flh） 他　【録音】1985年

マイルス自身が、この作品はマスター・ピースと語る、ソニー・ミュージック時代の最後を飾
るアルバム。ゲストとしてジョン・マクラフリン、ヴィンセント・ウィルバーンを迎え、ニールス・
ヘニング、オーステッド・ペデルセンを含む北欧のミュージシャンを従え作ったギル・エヴァ
ンスとの作品を彷彿とさせるオーケストラ作品。

マイルス自身が、この作品はマスター・ピースと語る、ソニー・
ミュージック時代の最後を飾るアルバム。No.73

SICJ 88
1989年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

マイルス・デイビス

オーラ

2001年 DSDマスタリング

Aカレイドスコープ／Bラヴ・レターズ／Cストレイト・ノー・チェ
イサー／Dホワッツ・ディス／Eイニズ／Fステラ・バイ・スター
ライト／Gゴズウェル／Hブルー・モンク
デイヴ・グルーシン（p）、サド・ジョーンズ（tp）、フランク・フォスター（ts）、ボブ・クランショウ（b）、ラリー・
ローゼン（d）　【録音】1964年11月　NY

デイヴ・グルーシンと言えば、フュージョン・ムーヴメントの旗手として名高いが、60年代半
ばまではモダン・ジャズの主流をゆく名ピアニストであった。その時代の、抜群のテクニッ
クとファンタスティックなアイデアが最大限に表現されたデイヴ・グルーシンの傑作が当
作である。ピアニストとしての才能、作曲・編曲の才能がいずれも最大限に発揮されてい
る。

あのフュージョン・ムーヴメントの旗手、デイヴ・グルーシンの原点という
べき名盤。ラリー・ローゼンとのコラボレーションはここからスタートする。No.70

SICJ 85
1965年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

デイヴ・グルーシン

カレイドスコープ

1997年リマスター

Aカム・ゲット・イット／Bイット・ゲッツ・ベター／Cスピーク／
Dスター・ピープル／Eユー・アンド・アイ／Fスター・オン・シシリー
マイルス・デイビス（tp, key）、ミノ・シネル（perc）、ビル・エヴァンス（ts, ss）、ジョン・スコフィールド
（el-g）、マイク・スターン（el-g）、マーカス・ミラー（el-g）、トム・バーニー（el-g）、アル・フォスター（ds）
【録音】1982年～1983年

マイルス復帰後のスタジオ・レコーディング第2弾。ジョン・スコフィールド、マーカス・ミラー
を迎えた新たなマイルス・サウンド80年代ファンクの色濃い仕上がり。現代ジャズ・シー
ンをリードしていくミュージシャンを次々にメンバーに迎えながら新しい世界を作り上げて
いったマイルスのサウンド・クリエイターとしての能力の凄さが分かる。

マイルス復帰後のスタジオ・レコーディング第2弾。ジョン・スコフィールド、マーカ
ス・ミラーを迎えた新たなマイルス・サウンド80年代ファンクの色濃い仕上がり。No.71

SICJ 86
1983年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

マイルス・デイビス

スター・ピープル

2001年 DSDマスタリング

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000083
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000084
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000085
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000086
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000087
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000088
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Aアイル・ネヴァー・ビー・ザ・セイム／Bレスター・レフト・タウン／Cボディ・アンド・ソ
ウル／Dホワット・アム・アイ・ヒア・フォー／Eセレナーデ・トゥ・スウェーデン／Fザ・チェ
ス・プレイヤーズ／Gザ・ピーコックス／Hマイ・バディ／I別れのとき／Jローズ・マリー
／Kディス・イズ・オール・アイ・アスク／Lスカイラーク／Mモザイク/散歩しようか
スタン・ゲッツ（ts）、ジミー・ロウルズ（p, vo）、バスター・ウィリアムス（b）、エルヴィン・ジョーンズ（ds）、ジョン・ヘンドリック
ス（vo）、ジュディ・ヘンドリックス（vo）、ミシェル・ヘンドリックス（vo）、ビバリー・ゲッツ（vo）　【録音】1975年7月　NY

玄人好みのピアニスト、歌手であるジミー・ロウルズを大きくフィーチャーしたスタン・ゲッ
ツの隠れ名盤。ロウルズの代表的オリジナル曲であるタイトル・ナンバーに加え、ウェイ
ン・ショーター作「レスター・レフト・タウン」などの絶品カヴァーも収録。繊細にして大胆な
エルヴィン・ジョーンズのドラム・プレイ、ジョン・ヘンドリックスのゲスト歌唱も聴き逃せない。

名テナー奏者スタン・ゲッツが旧知のピアニスト、ジミー・ロウル
ズをフィーチャーして自らプロデュースしたハイレベルな名作。No.77

SICJ 93
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

スタン・ゲッツ

ザ・ピーコック

1997年デジタルリマスター

Aドント・クライ・フォー・ミー・アルゼンチン／Bチルドレン・オブ・ザ・ワールド／Cリヴィン・イット・
アップ／Dストリート・タトゥー／Eホップスコッチ／F雨の午後には／Gユー、ミー・アンド・ス
プリング／Hサマー・ポエム／Iザ・ドリーマー／Jアラウンド・ザ・デイ・イン・エイティ・ワールズ
スタン・ゲッツ（ts）、アラン・ラバーン（p, key）、ラロ・シフリン（p）、ポール・ジャクソン（g）、ティム・メイ
（g）、エイブ・ラボリエル（b）、スタンリー・クラーク（b）、ヴィクター・ジョーンズ（ds）、ポーリーニョ・ダ・コ
スタ（perc）、ジョー・ポーカロ（perc） 他　【録音】1979年　LA

1979年の国際児童年にちなんで発表されたスタン・ゲッツのスマッシュ・ヒット・アルバム
が再CD化。ディジー・ガレスピー・バンド出身で映画『燃えよドラゴン』のサウンドトラッ
クでも知られるラロ・シフリンがアレンジを担当、ポップな音作りの中、歌心に富んだゲッ
ツのサックス・プレイが大きくフィーチャーされる。スヌーピーが登場するジャケット・デザイ
ンも楽しい。

クール・テナーの巨人スタン・ゲッツのヒット作。スタンリー・クラークをベース
に迎え、ラロ・シフリン作品を中心にポップでホットなプレイを繰り広げた快作。No.78

SICJ 94
1979年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

スタン・ゲッツ

チルドレン・オブ・ザ・ワールド

2015年デジタルリマスター

Aスケイグリー（テイク2）／Bフィンガー・ペインティング（テイク2）
／Cミュータンツ・オン・ザ・ビーチ／Dサーシ　〈ボーナス・トラック〉
Eスケイグリー（テイク1）／Fフィンガー・ペインティング（テイク1）
ハービー・ハンコック（p）、ウェイン・ショーター（ts, ss）、フレディ・ハバード（tp, fh）、ロン・カーター（b）、
トニー・ウィリアムス（ds）　【録音】1979年7月29日　東京

70年代後半のジャズ界にセンセーションを巻き起こしたオールスター・ユニット、V.S.O.P.ザ・
クインテット唯一のスタジオ・レコーディング。心・技・体のすべてが最充実期にあった5人
のスーパースターが、アコースティック・モダン・ジャズのエッセンスというべき演奏を聴か
せる。再CD化にあたり、「スケイグリー」と「フィンガー・ペインティング」は2種類のテイ
クを収録。

1979年の来日時にレコーディングされた、V.S.O.P.ザ・クインテット唯一のスタジ
オ・アルバム。心・技・体のすべてが最充実期にあった5人の息の合った演奏は必聴。No.75

SICJ 91
1979年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

V.S.O.P. ザ・クインテット

ファイヴ・スターズ

2010年リマスター

Aハヴ・ユー・ハード？／Bフォー・ジェーン／Cネオ・フィリア／
Dパパ・ダディ
ジャック・ディジョネット（ds）、ベニー・モウピン（ts, b-cl, fl）、ゲイリー・ピーコック（b）、市川秀男（p）
【録音】1970年4月　東京

マイルス・グループ在籍時のディジョネットが、1970年の来日時にゲイリー・ピーコック（b）、
ベニー・モウピン等と東京でレコーディングしたアルバム。あの〈スタンダード・トリオ〉のリ
ズムを支える2人の出会いが、鮮やかに刻み込まれている。強烈な存在感と、音楽への
奉仕の心で、数えきれない音楽を作ってきたディジョネット。その中で最もハードかつシリ
アスなプレイを記録した作品と言えるだろう。

マイルス・グループ在籍時のディジョネットが、1970年の来
日時に東京でレコーディングしたアルバム。No.76

SICJ 92
1970年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ジャック・ディジョネット

ハヴ・ユー・ハード?

1997年リマスター

SICJ 89～90
1979年作品／ Label：Columbia
解説：原田和典
Stereo

Disc-1 
Aオープニング／Bアイ・オブ・ザ・ハリケーン／Cティアドロップ／Dドーモ／Eパラ・オリエンテ／Fピー・
ウィー／Gワン・オブ・アナザー・カインド／Hフラジャイル
Disc-2
Aオープニング／Bアイ・オブ・ザ・ハリケーン／Cティアドロップ／Dドーモ／Eパラ・オリエンテ／Fピー・
ウィー／Gワン・オブ・アナザー・カインド／Hフラジャイル／Iステラ・バイ・スターライト／Jオン・グリーン・
ドルフィン・ストリート
ハービー・ハンコック（p）、ウェイン・ショーター（ts, ss）、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】Disc-1:A-H&Disc-2:I,J  1979年7月26日 田園コロシアム 夜公演、Disc-2:A-H  1979年7月26日 田園コロシアム 昼公演 ライヴ録音

空前絶後のメンバーが集まったドリーム・バンド“V.S.O.P. ザ・クインテット”による、今なお語り草となっている田園コロシアム公演を2
枚のCDに完全パッケージ。

ハービー・ハンコック、フレディ・ハバード、ウェイン・ショーター、ロン・カーター、トニー・ウィリアムス。空前絶後のメンバーが集まったドリーム・バンド
“V.S.O.P. ザ・クインテット”、今なお語り草の田園コロシアム公演を2枚のCDに完全パッケージ。好天の中プレイされた昼公演と、豪雨の中で
白熱する夜公演を収録した構成は日本盤初登場。どちらの公演も必聴だ。

V.S.O.P. ザ・クインテット

ライヴ・アンダー・ザ・スカイ伝説

2010年リマスター

2枚組

No.74

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000089
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000091
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000092
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000093
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000094
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Aオサーニャの歌／Bレット・ミー／Cオ・モロ／Dカルディラ
の祈り／E帆／Fローゼス／Gウィズアウト・ユー／Hジュリア
の肖像／Iジェシー／Jオレンジ売りの少年
フィル・ウッズ（as）、クリス・ガニング・オーケストラ 他
【録音】1976年4月

抜群のテクニックと芳醇な音色でアルト・サックスの頂点に立つフィル・ウッズが、俊才ク
リス・ガニングのオーケストラと共演した１枚。バーデン・パウエルの「オサーニャの歌」や
アントニオ・カルロス・ジョビンの「オ・モロ」などを素材に、ウッズ流ボサ・ノヴァ～ラテン・
ジャズというべき世界が繰り広げられる。ケニー・ホイーラー等、豪華サイドメンにも注目し
たい。

抜群のテクニックと芳醇な音色でアルト・サックスの頂点に立つフィル・ウッズと俊才
クリス・ガニング率いるオーケストラの流麗なストリングスとのコラボレーション作品。No.79

SICJ 95
1976年作品／ Label：RCA／解説：岡崎正通
Stereo

フィル・ウッズ＆クリス・
ガニング・オーケストラ

フロレスタ・カント

2006年リマスター

Aザ・サン・スイート／B17才の頃／Cジー／DBサイドD／Eチェ
ルシー・ブリッジ/ジョニー・ホッジス／Fボディ・アンド・ソウル／
Gミミ／Hサクレ・クール
フィル・ウッズ（as）、マイク・メリロ（p）、スティーヴ・ギルモア（b）、ビル・グッドウィン（ds） 他
【録音】1975年10月～12月

50年代から60年代にかけてディジー・ガレスピーやクインシー・ジョーンズのビッグ・バン
ドで花形ソリストを務めたウッズが、改めてオーケストラ・ジャズへの愛情を示した1976
年の意欲作。組曲「ザ・サン・スイート」に加え、デューク・エリントン・オーケストラの巨星サッ
クス奏者に捧げた「チェルシー・ブリッジ/ジョニー・ホッジス」、ジャニス・イアンのカヴァー
「17才の頃」など名演満載。

フィル・ウッズのレギュラー・コンボとオーケストラを組み合
わせ、作編曲家としての手腕も発揮した意欲作。No.80

SICJ 96
1976年作品／ Label：RCA／解説：岡崎正通
Stereo

フィル・ウッズ・カルテット
＆オーケストラ

ザ・ニュー・フィル・ウッズ・
アルバム

2006年リマスター

Aエルム／Bマイ・フーリッシュ・ハート／Cインファント・アイズ／Dブラッ
ド・カウント／Eナイトレイク／Fオン・グリーン・ドルフィン・ストリート／
Gネイマ／Hスモール・ワールド／Iリーヴィング／Jオーヴァー・ザ・レ
インボウ／Kユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ／Lサンデイ・ソング
リッチー・バイラーク（p）　【録音】1986年3月16日、17日　東京

ECMレーベルから彗星のごとく登場したピアニスト、リッチー・バイラークが日本のファン
におくるリリシズムの極致。代表的自作「エルム」や「リーヴィング」を筆頭に、ビル・エヴァ
ンスの愛奏曲「マイ・フーリッシュ・ハート」、ウェイン・ショーターの「インファント・アイズ」
等の名曲を、このうえなく美しいハーモニーとタッチで聴かせてくれる。

70年代初頭から独自のリリシズムを打ち出して静かな人気を誇る
リッチー・バイラークが日本で録音したこのうえなく美しい作品集。No.81

SICJ 97
1986年作品／ Label：SMJI ／解説：原田和典
Stereo

リッチー・バイラーク

バラッド

2000年 DSDマスタリング

Aマイ・ファニー・ヴァレンタイン／Bチェルシー・ブリッジ／Cパール／
Dアローン・トゥギャザー／Eフラメンコ・スケッチ／Fザル／Gヤング・
アンド・フーリッシュ／Hサマー・ナイト／ID.L. ／Jオールド・フォーク
ス／K星影のステラ／Lアンス・デ・フラマン／Mピーコックス／Nナイト・
アンド・デイ
リッチー・バイラーク（p）　【録音】1987年1月20日、21日　NY

ビル・エヴァンス以降に登場した最も詩的なジャズ・ピアニストのひとり、リッチー・バイラー
クがソロ・ピアノで吹き込んだバラード集。「パール」、「ザル」といったバイラーク史上に
残るオリジナル曲や「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」「星影のステラ」等のスタンダード・
ナンバーが、狂おしいまでのリリシズムを伴ってプレイされる。

日本録音の前作『バラッド』の好評を受け、今回はニューヨークで録音されたソロ・
ピアノ第2作。メソニック・テンプルの響きを生かした空前の音響美がここに。No.82

SICJ 98
1987年作品／ Label：SMJI ／解説：村井康司
Stereo

リッチー・バイラーク

バラッドⅡ

2015年デジタル・リマスター

SICJ 99
1949年作品／ Label：RCA
解説：原田和典
Mono

Aアイ・ソー・スターズ／Bアフター・ユーヴ・ゴーン／Cヘヴィ・アーティラリー／Dラ・メール／Eマイナー・ス
イング／Fメニルモンタン／Gブリック・トップ／Hスイング・ギターズ※／Iオール・ザ・シングス・ユー・アー※

／Jダフネ※／Kペイパー・ムーン※／L悲愴（チャイコフスキー）のインプロヴィゼーション※／M世界は日の
出を待っている※／Nジャンゴロジー／Oホエア・アー・ユー・マイ・ラヴ／Pマリー※／Qアイ・サレンダー・ディ
ア※／Rハレルヤ※／Sスイング 42／Tアイル・ネヴァー・ビー・ザ・セイム※／Uハニーサックル・ローズ／
Vラヴァー・マン／Wアイ・ガット・リズム※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※ボーナス・トラック

ジャンゴ・ラインハルト（g）、ステファン・グラッペリ（vn）、ジャンニ・サフレッド（p）、カルロ・ペコリ（b）、オーレリオ・デ・カロリス（ds）
【録音】1949年2月1日

ジャンルの壁を越えて多くのミュージシャンに影響を与えた不世出の天才ギタリスト、ジャンゴの歴史的傑作。

ジャズ・ギター界の永遠のヒーローにして、ヨーロッパ・ジャズの確立者としても知られる天才ジャンゴ・ラインハルトの代表作。「マイナー・スイング」や
「スイング42」等の定番オリジナル曲から、高名なシャンソン「ラ・メール」のカヴァーまで盛りだくさんの内容。盟友ステファン・グラッペリのヴァイオ
リンをパートナーに、めくるめくソロの応酬を繰り広げる。ボーナス・トラック11曲収録。

ジャンゴ・ラインハルト

ジャンゴロジー～スペシャル・エディション

2002年リマスター

No.83

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000095
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000096
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000097
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000098
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000099
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AB.J.のサンバ／Bミウ・イルマオ／Cマリブ／Dリヴィエラに
て／Eリゾン／Fフリーウェイ／Gフロム・マイ・ハート／Hス
イング・サンバ／Iアメリア
バーニー・ケッセル（g）、カルロ・ペス（g）、ジョヴァンニ・トマゾ（b）、エンゾ・ルツェッラア（ds）、チロ・チッ
コ（per）、アントネロ・ヴァヌッツィ（hammond organ）　【録音】1969年5月 イタリア

オスカー・ピーターソンからフィル・スペクターまで、数多くの巨人から絶大な尊敬を受ける
バーニー・ケッセルのイタリア録音盤。オルガンやエレクトリック・ベースをバックに、ポッ
プでグルーヴィーなブラジリアン・サウンドを繰り広げる。粒立ちの良い音色、ギターで歌っ
ているかのようなフレーズ作り、和音と単音をバランスよく織り交ぜたアドリブ構成は、他
の追随を許さない。

40年代から活躍をするジャズ・ギタリスト、バーニー・ケッセルがイタリアに渡
り、現地ミュージシャンをバックに録音したブラジリアン・テイスト溢れる名盤。No.84

SICJ 100
1969年作品／ Label：RCA／解説：村井康司
Stereo

バーニー・ケッセル

ケッセルズ・キット

2001年リマスター

A スペイン／ B ブーケ／ C サン・オブ・スティッフ・ネック／ D ジュジュ
／Eセント・ギャレン／Fフットプリンツ／Gモジョ将軍の作戦プラン　
〈ボーナス・トラック〉Hトロント・アンダー・ザ・サイン・オブ・カプリコーン／
Iフォー・フィリップ・アンド・ジャンゴ／Jロドリゴ・リフレクションズ
ラリー・コリエル（g）、スティーヴ・カーン（g）
【録音】1975年7月 [A-F]、1976年1月 [G]、1978年7月 [H-J] ライヴ録音

ギター・フリーク必携の超絶デュオ・アルバム。60年代後半にジャズ・ロック界の寵児として
登場したラリー・コリエルと、70年代後半にボブ・ジェームスの後押しでスターダムを駆け上っ
たスティーヴ・カーンのコラボレーションだ。チック・コリア作「スペイン」やウェイン・ショーター
作「ジュジュ」等、極めつけのナンバーがアコースティック・ギターでプレイされる。ボーナス・トラッ
クの3曲は1978年のモントルー・ジャズ・フェスティヴァルでのラリー・コリエルの独奏を収録。

ラリー・コリエルとスティーヴ・カーンという名手2人がアコースティッ
ク・ギターで共演したギター・フリーク必携の超絶ライヴ・アルバム。No.85

SICJ 101
1977年作品／ Label：Arista ／解説：村井康司
Stereo

ラリー・コリエル&
スティーヴ・カーン

トゥー・フォー・ザ・ロード +3

2015年 DSDリマスター

SICJ 103
1960年作品／ Label：Columbia
解説：村井康司
Stereo

Aハッピー・ゴー・ラッキー・ローカル／Bホワット・アム・アイ・ヒア・フォー／Cカインダ・デューキッシュ/ロッキン・
イン・リズム／Dパーディド／Eアイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト／Fミッドリフ／Gスウィングし
なけりゃ意味がない／Hメイン・ステム／IＡ列車で行こう
〈ボーナス・トラック〉Jバードランドの子守唄／Kザ・ウェイラー／Lドリーミー・ソート・オブ・シング／Mバー
ドランドの子守唄（別テイク）／Nハーレム・エアー・シャフト
デューク・エリントン（p）、ウィリー・クック（tp）、ファッツ・フォード（tp）、ローレンス・ブラウン（tb）、ブーツィー・ウッド（tb）、ジョニー・ホッジス（as）、ラッセル・プロコープ（as, 
cl）、ポール・ゴンザルヴェス（ts）、ハリー・カーネイ（bs, cl, b-cl）、アーロン・ベル（b）、サム・ウッドヤード（ds） 他
【録音】1960年、1961年 [N]

絶好調のエリントン・オーケストラが「Ａ列車で行こう」、「スウィングしなけりゃ意味がない」、「パーディド」等の大定番を新アレンジでリ
メイクした人気盤が待望の日本初CD化。

絶好調のエリントン・オーケストラが「Ａ列車で行こう」、「スウィングしなけりゃ意味がない」、「パーディド」等の大定番を新アレンジでリメイクした
人気盤。エリントン自身のピアノ・プレイも大きくフィーチャーされており、ビッグ・バンドとピアノ・ファンの双方を満足させること間違いなしの内容だ。
CD化にあたり、「バードランドの子守唄」の貴重なカヴァー・ヴァージョン等を追加収録。

デューク・エリントン

ピアノ・イン・ザ・バックグラウンド +5

2004年リマスター

日本初CD化

No.87

SICJ 102
1956年作品／ Label：Columbia
解説：原田和典
Mono

AＡ列車で行こう／Bバート・ウィリアムズの肖像／Cメイン・ステム／Dジャスト・ア・セッティン・アンド・ア・
ロッキン／Eアイ・ガット・イット・バッド／Fパーディド／Gブルー・サージ／H燃える剣／Iイン・ア・メロ
ウトーン／Jコットン・テイル／Kどんなブルースが／Lランパス・イン・リッチモンド／Mオール・トゥー・スー
ン／Nセピア・パノラマ／Oロックス・イン・マイ・ベッド／Pホワット・アム・アイ・ヒア・フォー？
デューク・エリントン（p）、ジョニー・ホッジス（as）、オットー・ハードウィック（as）、ハリー・カーネイ（bs）、ジミー・ブラントン（b）、バーニー・ビガード（cl）、ソニー・グリアー（ds）、
フレッド・ガイ（g）、ベン・ウェブスター（ts）、クーティ・ウィリアムス（tp）、レックス・スチュアート（tp） 他
【録音】1940年、1941年、1942年

ジミー・ブラントンやベン・ウェブスターを迎え、更なるピークに達したエリントン・オーケストラの真髄を捉えたコンピレーション・アル
バムが日本初CD化。

ジミー・ブラントンやベン・ウェブスターを迎え、更なるピークに達したエリントン・オーケストラの真髄を捉えたコンピレーション・アルバム。バンド・テーマ
「Ａ列車で行こう」の歴史的な初演を筆頭に、「パーディド」、「イン・ア・メロウトーン」、「コットン・テイル」等の定番が満載。「セピア・パノラマ」は、
若くして亡くなったブラントンの代表的な名演にして、ジャズ・ベースの聖典。

デューク・エリントン

イン・ア・メロウトーン

1995年リマスター

日本初CD化

No.86

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000100
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000101
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000102
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000103
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Aイーライがやってくる／Bバラッド・トゥ・マックス／Cマッカー
サー・パーク／Dチャラ・ナタ／Eイフ・アイ・ソート・ユード・エヴァー・
チェンジ・ユア・マインド／FＬ-ドーパ
メイナード・ファーガソン（tp）、ビッグ・バンド
【録音】不詳

不世出のトランペット奏者、ファーガソンの名を幅広い音楽ファンに知らしめた人気シリー
ズ、“M.F.ホーン”の第１弾（１９７１年リリース）。ローラ・ニーロ「イーライがやってくる」、
リチャード・ハリス「マッカーサー・パーク」といった当時を代表するナンバーを、痛快なビッグ・
バンド・サウンドにアレンジしている。もちろんトレードマークであるハイノートも満喫できる。

あの伝説のハイノート・トランペッター、メイナード・ファーガソン
によるビッグ・バンドの人気シリーズの第1弾アルバムがこれだ！No.89

SICJ 105
1971年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

メイナード・ファーガソン

Ｍ．Ｆ．ホーン

Aギヴ・イット・ワン／Bカントリー・ロード／C“シャフト”のテー
マ／D“サマー・オブ・’42”のテーマ／Eマザー／Fスピニング・
ホイール／Gフリー・ホイーラー／Hヘイ・ジュード
メイナード・ファーガソン（tp, flh, tb）、ビッグ・バンド
【録音】録音年不詳　ロンドン

“成層圏トランぺッター”ことメイナード・ファーガソンのライフワークともいえる“M.F.ホーン”
シリーズの第２弾。エルトン・ジョンとの共演でもおなじみの鬼才パーカッション奏者、レイ・
クーパーを含む豪華ビッグ・バンドと共に、ブラッド・スウェット＆ティアーズの「スピニング・
ホイール」やジョン・レノンの「マザー」を驚愕のアンサンブルとソロでカヴァーしている。

“成層圏”ハイノート・トランペッター、メイナード・ファーガソ
ンによる凄腕ビッグ・バンドの人気シリーズ第２弾！No.90

SICJ 106
1972年作品／ Label：Columbia ／解説：岡崎正通
Stereo

メイナード・ファーガソン

Ｍ．Ｆ．ホーン２

SICJ 104
1961年作品／ Label：Columbia
解説：原田和典
Stereo

A言い出しかねて／Bコング・ゴー／C身も心も／Dブルース・フォー・ジェリー／Eフォンテーヌブローの
森 ／Fサマータイム／Gイッツ・バッド・トゥ・ビー・フォーゴットン／Hア・ハンドレッド・ドリームズ・アゴー
／Iソー／Jサーチング（プリーディング・フォー・ラヴ）／Kスプリングタイム・イン・アフリカ　〈ボーナス・トラッ
ク〉Lロータス・ブロッサム／Mオール・ザ・シングス・ユー・アー （Take 1）／Nオール・ザ・シングス・ユー・アー
（Take 2）／Oピアノ・インプロヴィゼーション No.2 ／Pピアノ・インプロヴィゼーション No.3 ／Qピア
ノ・インプロヴィゼーション No.4 ／Rピアノ・インプロヴィゼーション No.1
デューク・エリントン（p）、アーロン・ベル（b） [A-L]、ジミー・ウッド（b） [M-R]、サム・ウッドヤード（ds）
【録音】1957年、1961年 

Columbiaに残したエリントンのピアノ・トリオ重要作が待望の日本初CD化。ピアニスト＝エリントンの凄みが横溢する必携盤。

あの『マネー・ジャングル』の前年に吹き込まれた、エリントンのもうひとつのピアノ・トリオ重要作。強靭なタッチ、圧倒的なリズム感でオリジナル曲か
らスタンダード・ナンバーまで幅広いレパートリーを演奏、とくに「サマータイム」はエリントン流フリー・ジャズといえる展開でファンに多大な衝撃を与
えた。オーケストラのときとは一味違う、ピアニスト＝エリントンの凄みが横溢する必携盤！

デューク・エリントン

ピアノ・イン・ザ・フォアグラウンド +7

2004年リマスター

日本初CD化

No.88

Aアイ・ドント・ノウ・ホワイ／Bトライ・ア・リトル・テンダーネス／Cゴースト・オ
ブ・ア・チャンス／Dパラダイス／Eジーズ・フーリッシュ・シングス／Fローラ／
Gシーズ・ファニー・ザット・ウェイ／Hフールズ・ラッシュ・イン／I虹の彼方に／
Jザット・オールド・ブラック・マジック／Kスプリング・イズ・ヒア／Lラヴァー
フランク・シナトラ（vo）／編曲：アクセル・ストーダル［A-I,K］、ジョージ・シラヴォ［J,L］／指揮：アク
セル・ストーダル［A-K］、ジョージ・シラヴォ［L］　【録音】1944年～1950年

20世紀史上に輝くカリスマ、フランク・シナトラのニックネームのひとつである“ザ・ヴォイ
ス”をタイトルにしたアルバム。「虹の彼方に」、「ジーズ・フーリッシュ・シングス」、「フー
ルズ・ラッシュ・イン」等の名曲を、ワン＆オンリーの歌声でしっとりと聴かせてくれる。当時
有数のアレンジャーが指揮するオーケストラの伴奏も耳をそばだたせずにおかない。

その声の魅力に酔う！ 聴き手のハートを魅了する、ジャズ・ヴォーカ
ルの最高峰シナトラ、甘くロマンティックな若き日の名唱をセレクト。No.91

SICJ 107
1955年作品／ Label：Columbia ／解説：三具保夫
Mono　　　　 ＊歌詞・対訳は掲載しておりません。

フランク・シナトラ

ザ・ヴォイス

2015年リマスター

Aハロー・ヤング・ラヴァーズ／B瞳は君ゆえに／C恋に恋して／Dユール・ネ
ヴァー・ノウ／Eあなた次第／Fスポージン／Gオール・オブ・ミー／Hタイム・
アフター・タイム／Iハウ・キュート・キャン・ユー・ビー？／Jオールモスト・ライク・
ビーイング・イン・ラヴ／Kナンシー／Lオー、ホワット・イット・シームド・トゥ・ビー
フランク・シナトラ（vo）／編曲：アクセル・ストーダル（以下を除く）、アレック・ワイルダー［D］、ジョージ・シラヴォ［E,G］、ジョニー・ガルニ
エリ［F］／指揮：アクセル・ストーダル［D,Eを除く］、ボビー・タッカー［D］、ユーゴー・ウィンターハルター［E］　【録音】1943年～1951年

この2015年に生誕100年を迎える稀代のエンターテイナー、フランク・シナトラ若き日の
名唱集。「オール・オブ・ミー」、「恋に恋して」等のスタンダード・ナンバーから、彼の創唱
で広まった「ナンシー」まで歴史的なパフォーマンスが次々と続く。男ざかりのキャピトル
時代、円熟のリプリーズ時代とは一味異なる、ひときわ覇気にあふれた歌声を満喫でき
る。

ロマンティックでピュアな歌声に魅せられて。アカペラやスモール・コ
ンボの伴奏によるナンバーも！ オリジナル・ジャケットで日本初登場。No.92

SICJ 108
1955年作品／ Label：Columbia ／解説：三具保夫
Mono　　　　 ＊歌詞・対訳は掲載しておりません。

フランク・シナトラ

フランキー

2015年リマスター

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000104
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000105
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000106
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000107
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000108
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Aアイ・ドリーム・オブ・ユー／Bドリーム／Cアイ・ハヴ・バット・ワン・ハー
ト／Dザ・ガール・ザット・アイ・マリー／E過ぎし夏の想い出／Fロスト・
イン・ザ・スターズ／Gイフ・アイ・フォーゲット・ユー／Hマムゼル／I歌
こそは君／Jイット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド／Kエインチャ・
エヴァー・カミン・バック／L夢をふりすて 
フランク・シナトラ（vo）、アクセル・ストーダル（arr, cond）　【録音】1944年～1947年

シナトラ生涯の代表曲「夢をふりすて」を含む米Columbia 時代の傑作集。「イット・ネ
ヴァー・エンタード・マイ・マインド」、「ロスト・イン・ザ・スターズ」等のバラードを中心に、甘
く瑞々しいパフォーマンスを存分に聴かせてくれる。キャピトルやリプリーズなど後年の吹
き込みからは感じられない、まだ少年の面影を残す歌声が実に魅力的だ。

フランク・シナトラの魅力が溢れるバラード・アルバム。44年～47年にかけて
30歳前後のシナトラがオーケストラをバックに心をこめて表情豊かに歌う。No.94

SICJ 110
1958年作品／ Label：Columbia ／解説：三具保夫
Mono

フランク・シナトラ

夢をふりすて

2015年リマスター

Aプレリュード・トゥ・ア・キス／Bアーント・ユー・グラッド・ユーアー・ユー／Cリトル・
ガール・ブルー／Dフー・ケアーズ／Eマイ・シップ／Fウィル・ユー・スティル・ビー・
マイン／Gザ・モア・アイ・シー・ユー／Hディープ・パープル／Iライフ・イズ・ジャスト・
ア・ボウル・オブ・チェリーズ／Jマイ・サイレント・ラヴ／Kナイト・アンド・デイ
キャロル・スローン（vo）、ボブ・ブルックマイヤー（tb）、アート・デイヴィス（b）、バリー・ガルブレイス（g）、
ジム・ホール（g）、クラーク・テリー（flh）　【録音】1961年11月27日～1962年1月27日

豊かな表現力と滑らかな歌声で不動の人気を誇るキャロル・スローンの公式デビュー・ア
ルバム。敬愛するデューク・エリントンが書いた「プレリュード・トゥ・ア・キス」等のバラード、
軽やかな「ウィル・ユー・スティル・ビー・マイン」等、すべての楽曲に当時24歳の彼女の
瑞 し々さが輝く。クラーク・テリー、ジム・ホールら伴奏陣も極上。

日本で絶大な人気を誇った白人女性シンガー、キャロル・スロー
ンの公式デビュー・アルバム。極上のみずみずしさをご堪能あれ。No.95

SICJ 111
1962年作品／ Label：Columbia ／高田敬三
Stereo

キャロル・スローン

アウト・オブ・ザ・ブルー

SICJ 109
1958年作品／ Label：Columbia
解説：三具保夫
Mono

＊歌詞・対訳は掲載しておりません。

Aユー・ドゥー・サムシング・トゥ・ミー／Bビン・バン・ベイビー／C私の青空／D君ほほえめば／Eサタデイ・
ナイト／Fバイ・バイ・ベイビー／Gコンチネンタル／Hディープ・ナイト／Iシュッド・アイ？／Jアメリカ
ン・ビューティ・ローズ／Kあと５分だけ／Lフェアウェル、フェアウェル・トゥ・ラヴ
フランク・シナトラ（vo）
編曲：ジョージ・シラヴォ［A,C-G,I,K,L］、ハイニー・ボー［B］、レイ・コニフ［H］、ミッチ・ミラー［J］、アクセル・ストーダル［B,E,K］、ヒューゴー・ウィンターハルター［F］、
ハリー・ジェイムス［H,L］、ミッチ・ミラー［J］
【録音】1944年11月14日［E］、1946年5月28日［K］、1949年7月10日［F］、1950年3月10日［J］、1950年4月14日［A,I］、1950年4月24日［C,D,G］、1951年
7月19日［H,L］、1952年6月3日［B］ 

世界初ＣＤ化！ スウィング・ナンバーをセレクトした初期シナトラの名唱を収めたコンピレーション・アルバム。

初期フランク・シナトラを代表する名唱をふんだんに収めたコンピレーション・アルバム。「私の青空」、「君ほほえめば」、「サタデイ・ナイト」等、数々
の名曲が若 し々くフレッシュなシナトラ節によって綴られる。スウィング・ジャズ黄金時代の熱狂をそのまま反映した伴奏オーケストラのゴージャスなプ
レイは聴き逃せない。

フランク・シナトラ

ラヴ・イズ・ア・キック

2015年リマスター

世界初ＣＤ化

No.93

SICJ 112
1962年作品／ Label：Columbia
解説：高田敬三
Stereo

Aシカゴ／Bラヴ・ウォークト・イン／C春が来たと云うけれど／D恋のチャンス／Eマイ・メランコリー・ベ
イビー／F君住む街で／Gベイスン・ストリート・ブルース／Hイン・ア・センチメンタル・ムード／Iドント・ゲッ
ト・アラウンド・マッチ・エニモア／Jネヴァー・ネヴァー・ランド／Kアラバマに星落ちて／Lイット・ネヴァー・
エンタード・マイ・マインド
キャロル・スローン（vo）、バッキー・ピザレリ（g）、ビル・ルーベンスタイン（p）、ジョージ・デュヴィヴィエ（b）、ソル・ガビン（ds）
【録音】1962年8月31日　CBS 30丁目スタジオ　NY

CBSからの第２作は、マンハッタンのCBSスタジオに招待客を入れて録音されたスタジオ・ライヴの名作！

息の長い活動を誇る歌姫、キャロル・スローンの初期を代表する1枚。バッキー・ピザレリを筆頭とする名手たちをバックに、「ラヴ・ウォークト・イン」、
「春が来たと云うけれど」、敬愛するデューク・エリントンが書いた「イン・ア・センチメンタル・ムード」等を時にしっとりと、時に軽やかに歌う。原盤ラ
イナーノーツは、のちに映画監督として大成するピーター・ボグダノヴィッチ。

キャロル・スローン

ライヴ・アット・30thストリート

No.96

2015年リマスター

2015年リマスター

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000109
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000110
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000111
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000112
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2015年 10月 14日 発売 11月 11日 発売

Aゲット・アウト・オブ・タウン／Bアイ・ウォント・トゥ・トーク・アバウト・ユー／Cトゥー・クロース・
フォー・コンフォート／Dメイキン・ウーピー／Eサムバディ・ラヴズ・ミー／Fミストリーテッド・ブルー
ス／Gムーディ・ムード・フォー・ラヴ／Hサムタイムス・アイム・ハッピー／Iアイ・ディドント・ノウ・
ホワット・タイム・イット・ワズ／Jゴーン・ウィズ・ザ・ウィンド／Kフォー・ワンス・イン・マイ・ライフ
笠井紀美子（vo）、ジョー・サンプル（p）、レイ・ブラウン（b）、シェリー・マン（ds）、オリヴァー・ネルソン
（supervise）　【録音】1974年8月28日、29日　LA

70年代の日本のジャズ界を牽引したヴォーカリスト、笠井紀美子のロサンゼルス・レコー
ディング。レイ・ブラウン、シェリー・マン、そしてザ・クルセイダーズのジョー・サンプルという
錚々たるメンバーをバックに迎え、「ムーディ・ムード・フォー・ラヴ」や「フォー・ワンス・イン・
マイ・ライフ」等をグルーヴィーに聴かせる。プロデュースは作編曲家としても著名なオリ
ヴァー・ネルソン。

日本から世界のジャズ・シーンに飛翔した笠井紀美子が世界
最高のミュージシャンをバックにアメリカで録音した話題作。No.99

SICJ 115
1974年作品／ Label：SMJI ／解説：原田和典
Stereo

笠井紀美子

サンクス、ディア

1990年デジタル・リマスター

Aバイブレイション／Bやりかけの人生／C夏の初めのイメージ／
Dベリー・スペシャル・モーメント／E人はそれぞれ／FTOKYO 
SPECIAL／G木もれ陽／Hテイク・ミー／I待ってて
笠井紀美子（vo）、Colgen Band、日野皓正（tp）、鈴木勲（vc） 他
【録音】1977年7月～ 8月　箱根、東京

ジャズ・シンガーとして不動の人気を誇っていた笠井紀美子が、かまやつひろしプロデュー
スによる『アンブレラ』以来、約５年ぶりに発表した日本語アルバム。山下達郎、筒美京
平、矢野顕子等を作家陣に迎え、ジャケット写真は篠山紀信が撮影。日野皓正らジャズ
メンのプレイもフィーチャーされる。クラブ・シーンで再評価が高まる「バイブレイション」、「や
りかけの人生」を収録。

キミコはTOKYOになにを求めたのか？　何をコミュニケイ
トしたいのか？　全曲日本語詞によるポップな話題作。No.100

SICJ 116
1977年作品／ Label：SMJI ／解説：原田和典
Stereo

笠井紀美子

TOKYO SPECIAL

2007年 DSDマスタリング

SICJ 113
1996年作品／ Label：RCA
解説：原田和典
Mono

Aホワット・キャン・アイ・セイ／Bゼアル・ビー・アナザー・スプリング／Cナッシング・アット・オール／Dヒー
ズ・マイ・ガイ／Eユー・ルック・ライク・サムワン／Fネイチャー・ボーイ／G降っても晴れても／H捧ぐるは
愛のみ／Iディア・オールド・ストックホルム／Jワン・フォー・マイ・ベイビー／Kサウンズ・オブ・スプリング
／Lアイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー／Mゼアル・ビー・アナザー・スプリング（テイク1）／Nヒーズ・マイ・
ガイ（テイク3）／Oユー・ルック・ライク・サムワン（ミス・テイク）／Pユー・ルック・ライク・サムワン（テイク5）
モニカ・ゼタールンド（vo）、ズート・シムズ（ts）、ジミー・ジョーンズ（p）、ミルト・ヒントン（b）、オシー・ジョンソン（ds）、アル・ハート（tp）、ボビー ドナルドソン（ds）、サド・
ジョーンズ（tp）
【録音】1960年3月　NY

スウェーデンを代表する歌姫モニカ・ゼタールンドが、1960年にニューヨークでレコーディングした貴重な音源集。

映画『ストックホルムでワルツを』のモデルとしても知られるスウェーデンの歌姫、モニカ・ゼタールンドが1960年にニューヨークでレコーディングした貴重
な音源集。録音から36年経った1996年に初めて、正規盤としてCD化された幻の名盤。サラ・ヴォーンやヘレン・メリルの伴奏者でもあるジミー・ジョー
ンズをピアニストに迎え、みずみずしく情感豊かな歌声をたっぷりと披露する。ビル・エヴァンスとの共演盤『ワルツ・フォー・デビー』と並ぶ彼女の金字塔。

モニカ・ゼタールンド

ザ・ロスト・テープ

1996年リマスター

No.97

SICJ 114
1973年作品／ Label：SMJI
解説：原田和典
Stereo

Aグディ・グディ（テーマ）／Bユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ／Cイット・ネヴァー・エンタード・
マイ・マインド／Dクローズ・ユア・アイズ／Eハウ・インセンシティヴ／Fゴー・アウェイ・リトル・ボーイ／Gシャ
イニー・ストッキングス／Hアイム・ウォーキン／Iサム・アザー・デイ／Jイッツ・オーライト・ウィズ・ミー／
Kグディ・グディ（テーマ）／Lゲス・フー・アイ・ソー・トゥデイ／M3-2-1-0（バンド・テーマ）
笠井紀美子（vo）、オリヴァー・ネルソン（arr, cond & as）、原信夫とシャープス&フラッツ、シャンブル・サンフォニエット
【録音】1973年9月24日　東京郵便貯金ホール（ライヴ）

日本人としては異例にインターナショナルを極めた笠井紀美子による、彼女の初の（！）リサイタルのもようを収録した記念すべきライヴ盤。

クラブ・シーンを中心に再評価高まる70年代日本ジャズの歌姫、笠井紀美子。人気・実力ともに頂点を極めていた時期に行なわれた記念すべきリ
サイタルの模様が遂に初CD化！　伴奏に原信夫とシャープス＆フラッツ、編曲指揮にオリヴァー・ネルソンという超豪華ラインナップを迎え、キャロル・
キングのナンバーからマル・ウォルドロンのナンバーまで様々な楽曲を歌いこなす。

笠井紀美子

イン・パースン

2015年デジタル・リマスター

日本初CD化

No.98

http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000113
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000114
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000115
http://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=SICJ000000116
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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
SICJ No. ページ

デニー・ザイトリン ザイトガイスト 81 66 13 ■

デニー・ザイトリン カーニヴァル +1 82 67 13 ■

デューク・エリントン イン・ア・メロウトーン 102 86 17 ■

デューク・エリントン ピアノ・イン・ザ・バックグラウンド +5 103 87 17 ■

デューク・エリントン ピアノ・イン・ザ・フォアグラウンド +7 104 88 18 ■

ドン・エリス・オーケストラ エレクトリック・バス +2 55 42 8 ■

ニーナ・シモン ニーナとピアノ +4 61 47 10 ■

ニーナ・シモン ヒア・カムズ・ザ・サン 62 48 10 ■

ハーマン・フォスター ハヴ・ユー・ハード 29 18 4 ■

バーニー・ケッセル ケッセルズ・キット 100 84 17 ■

バディ・リッチ リッチ・イン・ロンドン 53 40 8 ■

バディ・リッチ プレイズ・アンド・プレイズ・アンド・プレイズ 54 41 8 ■

バド・パウエル ポートレイト・オブ・セロニアス +1 73 59 12 ■

バド・パウエル＆ドン・バイアス キャノンボールに捧ぐ +1 74 60 12 ■

ビリー・ホリデイ レディ・イン・サテン ＋４ 56 43 9 ■

ビル・エヴァンス ビル・エヴァンス・アルバム +3 65 51 11 ■

ビル・エヴァンス ライヴ・イン・トーキョー 66 52 11 ■

フィル・ウッズ & クリス・ガニング・オーケストラ フロレスタ・カント 95 79 16 ■

フィル・ウッズ・カルテット & オーケストラ ザ・ニュー・フィル・ウッズ・アルバム 96 80 16 ■

V.S.O.P.ザ・クインテット ライヴ・アンダー・ザ・スカイ伝説 ★ 89～90 74 15 ■

V.S.O.P.ザ・クインテット ファイヴ・スターズ 91 75 15 ■

フランク・シナトラ ザ・ヴォイス 107 91 18 ■

フランク・シナトラ フランキー 108 92 18 ■

フランク・シナトラ ラヴ・イズ・ア・キック 109 93 19 ■

フランク・シナトラ 夢をふりすて 110 94 19 ■

ベニー・グッドマン ライヴ・アット・カーネギー・ホール 1938 ［完全版］ ★ 49～50 37 7 ■

ヘレン・メリル ローマのナイト・クラブで 60 46 10 ■

ポール・デスモンド テイク・テン +3 71 57 12 ■

ポール・デスモンド イージー・リヴィング +2 72 58 12 ■

マイルス・デイビス ラウンド・アバウト・ミッドナイト （MONO） 11 1 1 ■

マイルス・デイビス マイルス・アヘッド （MONO） 12 2 1 ■

マイルス・デイビス スケッチ・オブ・スペイン（MONO） 13 3 1 ■

マイルス・デイビス スター・ピープル 86 71 14 ■

マイルス・デイビス デコイ 87 72 14 ■

マイルス・デイビス オーラ 88 73 14 ■

マッコイ・タイナー ザ・リジェンド・オブ・ジ・アワー 43 32 6 ■

マッコイ・タイナー ルッキング・アウト 44 33 6 ■

マル・ウォルドロン アンド・アローン 48 36 7 ■

メイナード・ファーガソン 征服者～ロッキーのテーマ 51 38 8 ■

メイナード・ファーガソン カーニヴァル 52 39 8 ■

メイナード・ファーガソン Ｍ．Ｆ．ホーン 105 89 18 ■

メイナード・ファーガソン Ｍ．Ｆ．ホーン２ 106 90 18 ■

モニカ・ゼタールンド ザ・ロスト・テープ 113 97 20 ■

ラリー・コリエル&スティーヴ・カーン トゥー・フォー・ザ・ロード ＋3 101 85 17 ■

リッチー・バイラーク バラッド 97 81 16 ■

リッチー・バイラーク バラッドⅡ 98 82 16 ■

レニー・ハンブロ メッセージ・フロム・ハンブロ 27 16 3 ■

レニー・ハンブロ ネイチャー・オブ・シングス 28 17 4 ■

渡辺貞夫 ライヴ・アット・ジャンク 63 49 10 ■

渡辺貞夫 モントルー・ジャズ・フェスティヴァルの渡辺貞夫 64 50 10 ■

チェック
欄
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マ
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アーティスト タイトル 品番
SICJ No. ページ

アート・テイタム ピアノ・スターツ・ヒア 23 12 3 ■

アル・コーン＝ズート・シムズ フロム・A・トゥ・Z +4 25 14 3 ■

ウイントン・マルサリス ライヴ・アット・ブルース・アレイ ★ 45～46 34 7 ■

ウイントン・マルサリス スターダスト 47 35 7 ■

ウディ・ショウ ローズウッド +3 38 27 5 ■

ウディ・ショウ ステッピング・ストーンズ：ライヴ・アット・ヴィレッジ・ヴァンガード 39 28 6 ■

エラ・フィッツジェラルド ライヴ・アット・カーネギー・ホール ★ 58～59 45 9 ■

カーメン・マクレエ ラヴァー・マン ＋２ 57 44 9 ■

笠井紀美子 イン・パースン 114 98 20 ■

笠井紀美子 サンクス、ディア 115 99 20 ■

笠井紀美子 TOKYO SPECIAL 116 100 20 ■

キャロル・スローン アウト・オブ・ザ・ブルー 111 95 19 ■

キャロル・スローン ライヴ・アット・30thストリート 112 96 19 ■

クリフォード・ブラウン ザ・ビギニング・アンド・ジ・エンド 20 9 2 ■

ゲイリー・バートン サムシングス・カミング 83 68 14 ■

ゲイリー・バートン ニュー・ヴァイブ・マン・イン・タウン 84 69 14 ■

ゲイリー･ピーコック イーストワード 36 25 5 ■

ゲイリー･ピーコック ヴォイセズ 37 26 5 ■

J.J.ジョンソン ファースト・プレイス 21 10 2 ■

J.J.ジョンソン ダイアル J.J.5 22 11 2 ■

J.J.ジョンソン リアリー・リヴィン 78 63 13 ■

J.J.ジョンソン Ｊ・イズ・フォー・ジャズ 79 64 13 ■

ジジ・グライス＆ドナルド・バード ニュー・フォーミュラ・フロム・ジャズ・ラブ 26 15 3 ■

ジャック・ディジョネット ハヴ・ユー・ハード? 92 76 15 ■

ジャンゴ・ラインハルト ジャンゴロジー～スペシャル・エディション 99 83 16 ■

ジョージ・ベンソン イッツ・アップ・タウン ＋5 33 22 5 ■

ジョージ・ベンソン ザ・ジョージ・ベンソン・クックブック ＋４ 34 23 5 ■

ジョン・ハンディ ライヴ・アット・モンタレー・ジャズ・フェスティバル 35 24 5 ■

スーパー・ジャズ・トリオ スーパー・ジャズ・トリオ 41 30 6 ■

スーパー・ジャズ・トリオ ザ・スタンダード 42 31 6 ■

スタン・ゲッツ ザ・ピーコック 93 77 15 ■

スタン・ゲッツ チルドレン・オブ・ザ・ワールド 94 78 15 ■

セロニアス・モンク モンク・アローン～コンプリート・ソロ・レコーディングス ★ 17～18 7 2 ■

セロニアス・モンク モンク. +3 19 8 2 ■

セロニアス・モンク ライヴ・アット・ザ・ジャズ・ワークショップ－コンプリート ★ 75～76 61 12 ■

セロニアス・モンク モンクス・ブルース ＋2 77 62 13 ■

チャールズ・ミンガス ミンガス・アー・アム +3 80 65 13 ■

デイヴ・グルーシン カレイドスコープ 85 70 14 ■

デイヴ・パイク・カルテット with ビル・エヴァンス パイクス・ピーク 67 53 11 ■

デイヴ・ブルーベック デイヴ・ディグズ・ディズニー ＋２ 14 4 1 ■

デイヴ・ブルーベック ブルーベック・タイム 15 5 1 ■

デイヴ・ブルーベック ジャックポット 16 6 1 ■

デイヴ・ブルーベック ジャズ・レッド・ホット＆クール ＋２ 68 54 11 ■

デイヴ・ブルーベック ブルーベック・イン・アムステルダム 69 55 11 ■

デイヴ・ブルーベック ブラボー！ ブルーベック！ ＋１ 70 56 11 ■

デイヴ・ベイリー ゲッティン・イントゥ・サムシング 30 19 4 ■

デイヴ・ベイリー ワン・フット・イン・ザ・ガター +1 31 20 4 ■

デイヴ・ベイリー トゥー・フィート・イン・ザ・ガター 32 21 4 ■

デクスター・ゴードン カーネギー・ホール 1978 40 29 6 ■

テディ・ウィルソン アンド・ゼン・ゼイ・ロート 24 13 3 ■
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