


　2014年からスタートし、大好評を博している「ジャ
ズ・コレクション1000」シリーズのスピンオフ企画とし
て、新たに「クロスオーヴァー＆フュージョン・コレクショ
ン1000」シリーズがスタートする。世界を代表する2
大メジャー・レーベルである米コロムビアとRCAの作品
を中心に、エピック、アリスタ、ウィンダム・ヒル等の人
気レーベル、日本のCBSソニーからリリースされたアイ
テムも加えた全100タイトルだ。
　ある世代より若い音楽ファンにとって、クロスオー
ヴァーという単語は初めて耳にするものかもしれない。
フュージョン（・ミュージック）という言葉がそれに代わ
るまでの数年間、こうした音楽はクロスオーヴァーと呼
ばれていた。1976年３月新譜としてCBSソニーから
発売されたアース・ウインド＆ファイアーのLP『灼熱の
狂宴』の帯には「クロスオーヴァー（ロック、ジャズ、ソ
ウル、ファンキー、ラテンの完全混合サウンド）」と書い
てあり、当時の同社の広告記事には彼らが75年度の全
米クロスオーヴァー大賞を獲得したこと（どんな賞なの
か不明だが、“音楽ジャンルとしてのクロスオーヴァー”
が和製英語ではないという証拠にはなろう）、追って
リー・リトナー、リターン・トゥ・フォーエヴァー、L.A.エキ
スプレス、マハヴィシュヌ・オーケストラなどの新譜をク
ロスオーヴァー作品として売り出してゆくことが記載さ
れている。いっぽう、フュージョンという言葉が使われ
出すのは78年下半期から。米国でこうした音楽がクロ
スオーヴァーよりもフュージョン（ジャズ・フュージョン）
と呼ばれていることに対応したと思われる。その後ス
ムース・ジャズ、コンテンポラリー・ジャズ、ニュー・エイ
ジ・ミュージックなどカテゴリーが細分化してゆくのだ
が、それらも一緒に楽しんでしまおうというレンジの広
さが、「クロスオーヴァー＆フュージョン・コレクション
1000」シリーズの根底には流れている。
　ジャズの大きな魅力がアドリブ（即興演奏）にあると
すれば、クロスオーヴァー～フュージョンはメロディ・ラ
インに、より多くの比重がかかっている。ポップな旋律
が、当時最先端の楽器を使ったアレンジ、ダンサブルな
リズム、超絶的な演奏テクニックを伴って表現される
のだから、多くの人々を魅了したのも当然だ。今回のラ
インナップにも、歳月を超えて愛されているメロディが
たっぷり詰まっている。ウェザー・リポートの「バードラ
ンド」（『ヘヴィー・ウェザー』収録）、スパイロ・ジャイラ
の「モーニング・ダンス」（同名アルバム収録）、ブレッ
カー・ブラザーズの「サム・スカンク・ファンク」（『ザ・
ブレッカー・ブラザーズ』収録）、ジョージ・デュークの
「シャイン・オン」（『ドリーム・オン』収録）、スタンリー・

クラークの「スクール・デイズ」（同名アルバム収録）、
そのふたりが組んだ“スタンリー・クラーク&ジョージ・
デューク”による「スウィート・ベイビー」（『クラーク＝
デューク・プロジェクト』収録）などなど、聴けば口ずさ
みたくなること間違いなしのナンバーが揃う。まだクロ
スオーヴァーという言葉すら生まれていない時代に制
作されたラムゼイ・ルイスの「太陽の女神」（同名アル
バム収録）、ハービー・ハンコックの「カメレオン」（『ヘッ
ド・ハンターズ』収録）、ジョン・マクラフリン＆マハヴィ
シュヌ・オーケストラの「火の鳥」（同名アルバム収録）
等におけるサウンドの先見性にも改めて驚かされる。
　ヒット作に交じって希少盤が含まれているのも、当シ
リーズの特色といえる。ジャッキー・マクリーンは1950
年代にデビューしたサックス奏者で、ソニー・クラーク
『クール・ストラッティン』やマル・ウォルドロン『レフト・
アローン』など、アコースティック・ジャズの歴史的名
盤に参加している大ベテラン。その彼が真正面から
フュージョンに取り組んだのがアルバム『モニュメン
ツ』だ。プロデューサー／ドラマーとしてソウル・ミュー
ジック界に君臨するノーマン・コナーズが、かつての師
であるサックス奏者ファラオ・サンダースと再会した『ビ
ヨンド・ア・ドリーム』も今回が世界初CD化となる。のち
にアニタ・ベイカーの音楽監督として名を馳せることに
なるボビー・ライルのピアノ・プレイも美しい。ファラオ
の作品では『ラヴ・ウィル・ファインド・ア・ウェイ』も国内
盤CDとしては初登場。マーヴィン・ゲイのディスコ調ナ
ンバー「ガット・トゥ・ギヴ・イット・アップ」を躍動感たっぷ
りに吹くファラオの姿は、いわゆるフリー～スピリチュ
アル・ジャズ系の代表作からはうかがい知れないもの
だ。初CD化作品ではほかにキーボード奏者、佐藤允彦
のユニット“メディカル・シュガー・バンク”の2作が圧巻。
渡辺貞夫『オレンジ・エクスプレス』、菊地雅章『ススト』
は、それぞれシングル盤で発売された希少なテイクを
追加してのリリースだ。
　ぼくは当シリーズを、クロスオーヴァー～フュージョ
ンの魅力を知り尽くしているリスナーはもちろん、ヒッ
プホップやクラブ・ミュージックやアメリカーナのファ
ン、明日のミュージシャンやDJ志望者にも聴いてほし
くて仕方がない。「若者はCDを買わないしCDプレイ
ヤーすら持っていない」という話も聞く。ならばこれを
きっかけに盤と機材を手に入れればいいではないか。
あらゆる方面からアクセス可能な、飛び切り風通しの良
い音を満喫しない手はないのだ。

2016年3月　原田和典

「クロスオーヴァー＆フュージョン・コレクション1000」シリーズ スタートに寄せて
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No.1

No.4

No.2

2007年 DSDマスタリング

Aバードランド／Bお前のしるし／Cティーン・タウン／Dアル
ルカン／Eルンバ・ママ／Fパラディアム／Gジャグラー／Hハ
ヴォナ
ジョー・ザビヌル（key, producer）、ウェイン・ショーター（ss, ts）、ジャコ・パストリアス（b）、アレックス・
アクーニャ（ds）　【録音】1976年10月　ハリウッド、デヴォンシャー・サウンド・スタジオ、1976年7月  
モントルー・ジャズ・フェスティヴァル（スイス） 実況録音

ジョー・ザビヌル、ウェイン・ショーター、ジャコ・パストリアスという黄金のラインナップが初
めて勢ぞろいしたベストセラー・アルバム。不滅の定番「バードランド」「ティーン・タウン」
を筆頭に時代を超えた名演が並ぶ。これぞまさしくジャズ・フュージョンのバイブル！

ジョー・ザビヌル、ウェイン・ショーター、ジャコ・パストリアスという黄
金のラインナップが初めて勢ぞろいしたベストセラー・アルバム。

SICJ 121
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ウェザー・リポート

ヘヴィー・ウェザー

2007年 DSDマスタリング

A ポンタ・ジ・アレイア／ B ビューティ・アンド・ザ・ビースト／
Cタルジ／Dミラクル・オブ・ザ・フィッシュ／Eジアナ／F孤独
の午後／Gアナ・マリア／Hリリア／Iジョアンナのテーマ
ウェイン・ショーター（ts, ss）、ミルトン・ナシメント（g, vo）、ハービー・ハンコック（p, key）、ジェイ・グ
レイドン（g, b）、アイアート・モレイラ（perc） 他
【録音】1974年9月12日　LA ヴィレッジ・レコーダーズ

ジャズ・フュージョンとブラジリアン・ミュージックの幸福な出会い。ウェザー・リポート在籍
中のウェイン・ショーターがブラジル・ミナスの才人シンガー・ソングライターであるミルトン・
ナシメントと創り出した破格のユートピア・サウンド。「ポンタ・ジ・アレイア」、「ビューティ・
アンド・ザ・ビースト」収録。

ジャズ・フュージョンとブラジリアン・ミュージックの幸福な
出会い。

SICJ 125
1975年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ウェイン・ショーター

ネイティヴ・ダンサー

2002年 DSDマスタリング

A貴婦人の追跡／Bリヴァー・ピープル／Cヤング・アンド・ファ
イン／Dジ・エルダーズ／Eミスター・ゴーン／Fパンク・ジャズ
／Gピノキオ／Hアンド・ゼン
ジョー・ザビヌル（key）、ジャコ・パストリアス（ds, el-b）、ウェイン・ショーター（ss）、ピーター・アースキ
ン（ds）、スティーヴ・ガッド（ds）、トニー・ウィリアムス（ds）、モーリス・ホワイト（vo） 他
【録音】1978年　ハリウッド、デヴォンシャー・サウンド・スタジオ

メガ・ヒット・アルバム『ヘヴィー・ウェザー』の翌年に登場した意欲作。ジョー・ザビヌル作「ヤ
ング・アンド・ファイン」、ジャコ・パストリアス作「パンク・ジャズ」などの名曲の初演が収め
られている。モーリス・ホワイト、トニー・ウィリアムス、スティーヴ・ガッドの豪華サポート・メ
ンバーにも注目。

メガ・ヒット・アルバム『ヘヴィー・ウェザー』の翌年に登場し
た意欲作（78年リリース）。

SICJ 122
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ウェザー・リポート

ミスター・ゴーン

※ヴォーカル・アルバムに歌詞・対訳は掲載しておりません。

SICJ 123～ 4
1979年作品／ Label：Columbia
解説：原田和典
Stereo

Disc-1
Aブラック・マーケット／Bスカーレット・ウーマン／Cティーン・タウン／Dお前のしるし／Eスラング／Fイン・
ア・サイレント・ウェイ
Disc-2
Aバードランド／Bサンクス・フォー・ザ・メモリー／Cバディア /ブギ・ウギ・ワルツ・メドレー／D8：30（エ
イト・サーティー）／Eブラウン・ストリート／F親のない子／Gサイトシーイング
ジョー・ザビヌル（key, vo）、ウェイン・ショーター（ss, ts）、ジャコ・パストリアス（el-b）、ピーター・アースキン（ds）
【録音】1978年8月～ 11月　LA、サンフランシスコ、アリゾナ 実況録音、1979年1月～ 8月　ハリウッド、デヴォンシャー・サウンド・スタジオ

人気・音楽性ともに頂点を迎えたウェザー・リポートの姿を捉えた２枚組アルバム（79年リリース）。

人気・音楽性ともに頂点を迎えたウェザー・リポートの姿を捉えた2枚組。ライヴ・パートでは「ブラック・マーケット」「バードランド」等大定番を鮮や
かにリメイクし、スタジオ・パートでは時代を予期したような音作りも展開。天才ジャコ・パストリアスのソロも味わえる。

ウェザー・リポート

8：30

2007年 DSDマスタリング

No.3

2枚組

ウェイン・ショーター
（sax）、ジョー・
ザビヌル（key）、
ミロスラフ・ヴィ
トウス（ｂ、74年
脱退）が中心
となり、1971年
にアルバム・デ
ビュー。76年に
ジャコ・パストリ

アス（ｂ）が加入、77年の『ヘヴィー・ウェザー』、79年の『8：30』（グ
ラミー賞の最優秀ジャズ・フュージョン・パフォーマンス賞に輝く）等
のヒット作品を発表した。86年解散。代表曲は「バードランド」、「ブ
ラック・マーケット」等。

ウェザー・リポート
レジェンド・オブ・クロスオーヴァー＆フュージョン 01

Weather Report

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000121
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000122
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000123
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000125
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No.7 No.8

No.6

2007年 DSDマスタリング

Aマーチ・オブ・ザ・ロスト・チルドレン／Bクリオーロ／Cシャドウ・アンド・
ライト／Dキング・ヒップ／Eノー・マーシー・フォー・ミー（マーシー・マーシー・
マーシー）／Fデヴィル・ネヴァー・スリープ／Gユー・アンダースタンド／
Hヴェニスからウィーンへ
ジョー・ザビヌル（key）、スコット・ヘンダーソン（g）、エイブラハム・ラボリエル（b）、アレックス・アクーニャ
（ds, perc）、コーネル・ロチェスター（ds）、ルディ・レガラド（ds, perc） 他
【録音】1987年　LA サウンドキャッスル、マリブ、ミュージック・ルーム

シンセサイザーの魔術師ジョー・ザビヌルがウェザー・リポートにつづいて結成したユニット、
ザビヌル・シンジケートのデビュー作。超絶ギタリストのスコット・ヘンダーソン、ウェザー・リ
ポートの元メンバーであるアレックス・アクーニャが参加。60年代の代表曲「マーシー・マー
シー・マーシー」を新歌詞でリメイクしたのも話題を呼んだ。

シンセサイザーの魔術師ジョー・ザビヌルが“ウェザー・リポート”に
つづいて結成したユニット“ザビヌル・シンジケート”のデビュー作。

SICJ 128
1988年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ザビヌル・シンジケート

イミグランツ

1992年マスター

AX レイテッド／ B シー・ユー、ノヴェンバー／ C マジェスティ・ミュー
ジック／Dニューオーリンズ／Eドゥ・ユー、ドント・ユー、ウォント・ユー
／ F ベスト・フレンズ／ G ストリームス・アンド・フィールズ／ H フォー
クス／Iマウント・シャスタ（パート2）／Jレクイエム・フォー・マイ・マザー
ミロスラフ・ヴィトウス（b, g, key）、ヤロスラフ・ヤクボヴィク（as, ts, bs, fl）、リモーナ・フランシス（key, 
vo）、デヴィッド・アール・ジョンソン（perc, congas）、レニー・ホワイト（ds）、ジェリー・ブラウン（ds） 他
【録音】1976年　NY

ウェザー・リポートの初代ベーシストが、レニー・ホワイトやリモーナ・フランシスを迎えて放っ
た“ヴィトウス流フュージョン”の決定盤。スキャットを前面に出した「Xレイテッド」、メロ
ウな「シー・ユー、ノヴェンバー」等にウェザー時代からさらに発展したヴィトウスの音楽セ
ンスが伝わる。アコースティック・ベースの重厚な響きも印象深い。

ウェザー・リポートの初代ベーシストが、レニー・ホワイトやリモーナ・
フランシスを迎えて放った“ヴィトウス流フュージョン”の決定盤。

SICJ 129
1976年作品／ Label：Arista ／解説：村井康司
Stereo

ミロスラフ・ヴィトウス

マジェスティ・ミュージック

日本初CD化2015年リマスター

Aザ・ハーヴェスト／Bウェイティング・フォー・ザ・レイン／Cズィー
バップ／Dザ・グレイト・エンパイア／Eカーナヴァリト／F6A.M./
ウォーキング・オン・ザ・ナイル／Gピース
ジョー・ザビヌル（synth, key, vo）、ボビー・マクファーリン（vo）、カール・アンダーソン（vo）、ディ・ディ・
ベルソン（vo）、アルフィー・シラス（vo）
【録音】1985年　パサデナ、ザ・ミュージック・ルーム

ウェザー・リポート崩壊直前のザビヌルが発表した約15年ぶりのソロ・アルバム。ジャケッ
ト・デザインや“方言”を意味するタイトル通り、ワールド・ミュージック色濃厚なサウンドが
繰り広げられている。来る“ザビヌル・シンジケート”結成への萌芽も感じられる重要作。

ウェザー・リポート崩壊直前のザビヌルが発表した約15年
ぶりのソロ・アルバム。

SICJ 127
1986年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

ジョー・ザビヌル

ダイアレクツ

Aスタンプ／Bインボランタリー・ブリス／Cコスモバ・プレイス／Dパ
ンドラの箱／Eアップ・フロム・ザ・セラー／Fアマルテイフィオ／Gオン・
ザ・ケース／Hアントゥ・ザイン・オウン・セルフ・ビー・トゥルー
アルフォンソ・ジョンソン（b, vo）、ダウィリ・ゴンガ（ジョージ・デューク）（p, synth）、パトリース・ラッシェ
ン（key）、フローラ・プリン（vo）、イアン・アンダーウッド（key）、リー・リトナー（g）、ンドゥグ・レオン・チャ
ンクラー（ds）、ナラダ・マイケル・ウォルデン（ds, key）、アイアート・モレイラ（perc）
【録音】1976年1月、2月　LA

ウェザー・リポートの二代目ベーシスト（ジャコ・パストリアスの前任）であり、サンタナやフィ
ル・コリンズとの共演で知られるアルフォンソ・ジョンソンが溢れんばかりの才能を開花さ
せた初リーダー・アルバム。盟友ジョージ・デュークや歌姫フローラ・プリンをゲストに迎え、
壮大な音宇宙を創造している。

ウェザー・リポートの二代目ベーシスト、アルフォンソ・ジョン
ソンの才能を開花させた初リーダー・アルバム。No.9

SICJ 130
1976年作品／ Label：Epic ／解説：村井康司
Stereo

アルフォンソ・ジョンソン

ムーンシャドウズ

1993年マスター

No.5

A コンディション・レッド／ B マホガニー・バード／ C リモート・
コントロール／Dヤマンジャ／Eフォービドゥン・プラン・イット！
／Fフラッグシップス
ウェイン・ショーター（ts, ss）、チック・コリア（p）、ビル・サマーズ（perc）、アルフォンソ・ジョンソン（b）、
ゲイリー・ウィリス（el-b）、アナ・マリア・ショーター（vo） 他
【録音】1986年　LA マッド・ハッター・スタジオ、NY パワーステイション

ウェザー・リポートを解散したウェイン・ショーターが意気込みも新たに放った傑作。コンピュー
ター・ビートを導入し、曲によっては多重録音による一人サックス・アンサンブルも実現。
加えてヴォーカルも披露するなど、文字通り“やりたいことをやった”爽快感にあふれてい
る。スペシャル・ゲストとしてチック・コリア参加。

ウェザー・リポートを解散したウェイン・ショーターが意気込
みも新たに放った傑作。

SICJ 126
1987年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

ウェイン・ショーター

ファントム・ナビゲーター

2016年 DSDマスタリング

1968年、マイル
ス・デイビスの
もとから独立し
て自身のバンド
を結成。7 3 年
の『ヘッド・ハン
ターズ』ではファ
ンクからの影響
を大きく反映し
た音作りで一大

センセーションを巻き起こした。その後もヴォコーダーやショルダー・
キーボードへの取り組み、ディスコやヒップホップの採用等、意欲
的な音作りでジャズ/フュージョン・シーンを牽引した。近年はユネ
スコ大使としても活動。

ハービー・ハンコック
レジェンド・オブ・クロスオーヴァー＆フュージョン 02

Herbie Hancock

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000126
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000127
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000128
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000129
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000130
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No.14No.13

No.12No.11

Aお前をはなさない／Bマイ・ガール /チェンジズ／Cソウル・セ
レナーデ／D青い影／Eティッピン／F昔はよかったね／Gケ・
オーレ・ソ／H涙をとどけて／Iアメリカ・ザ・ビューティフル
スティーヴ・ガッド（ds）、コーネル・デュプリー（g）、エディ・ゴメス（b）、リチャード・ティー（key）、ロニー・
キューバー（bs）
【録音】1988年3月　レコード・プラント、NY

サックス奏者、ロニー・キューバーが正式加入、さらにR&B～ソウル・ミュージックへの愛
情を強く打ち出したセカンド・アルバム。オーティス・レディング「お前をはなさない」、テン
プテーションズ「マイ・ガール」、スティーヴィー・ワンダー「涙をとどけて」といった極め付き
の名曲が極上のインストゥルメンタル・ナンバーに生まれ変わる。

サックス奏者、ロニー・キューバーが正式加入、ソウル・ミュー
ジックへの愛情を強く打ち出したセカンド・アルバム。

SICJ 132
1988年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ザ・ガッド・ギャング

ヒア＆ナウ

2008年 DSDマスタリング

Aサタディ・ナイト／Bスターズ・イン・ユア・アイズ／Cゴー・フォー・
イット／Dドント・ホールド・イット・イン／Eメイキング・ラヴ／
Fイット・オール・カムズ・ラウンド
ハービー・ハンコック（key）、ワー・ワー・ワトソン（g）、フレディ・ワシントン（b）、アルフォンソ・ムザーン
（ds, synth）、カルロス・サンタナ（g）［A］ 他
【録音】1980年　LA、サンフランシスコ

『フィーツ』に続くハービー・ハンコック、ディスコ・ファンク路線の第2弾。グルーヴ・フィーリ
ング溢れる刺激的な作品に仕上がっている。カルロス・サンタナのギター・プレイを前面に
出した「サタディ・ナイト」、シカゴ加入直前のビル・チャンプリンが熱唱する「イット・オール・
カムズ・ラウンド」等、あの時代ならではのグルーヴ感を伝えるナンバーばかりを収録。

80年代に突入したハービー・ハンコックのディスコ・ファンク
路線を決定付けたグルーヴ・フィーリング溢れる刺激的な作品。

SICJ 134
1980年作品／ Label：Columbia ／解説：工藤由美
Stereo

ハービー・ハンコック

モンスター

2010年リマスター

Aマジック・ナンバー／Bトゥナイツ・ザ・ナイト／Cエヴリバディ
ズ・ブロウク／Dヘルプ・ユアセルフ／Eサティスファイド・ウィズ・
ラヴ／Fトワイライト・クローン
ハービー・ハンコック（key）、レイ・パーカーJr.（g）、アル・マッケイ（g）、マイケル・ブレッカー（ts）、フレディ・
ワシントン（b）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、ギャヴィン・クリストファー（vo） 他
【録音】1981年　サンフランシスコ

ディスコ、ファンク、テクノを飲み込み疾走するハービー・ハンコックの新世界を捉えた1981年発表
作品。ホーン・セクションやストリングスの響きをすべてシンセサイザーで表現したことも話題を呼ん
だ。唯一のインストゥルメンタル・ナンバー「トワイライト・クローン」ではキング・クリムゾンでの活動
で知られるエイドリアン・ブリューをフィーチャー。ハービー流グルーヴ・サウンドの決定盤と言える一枚。

ディスコ、ファンク、テクノを飲み込み疾走するハービー・ハンコックの
新世界を捉えた、ハービー流グルーヴ・サウンドの決定盤と言える一枚。

SICJ 135
1981年作品／ Label：Columbia ／解説：佐藤英輔
Stereo

ハービー・ハンコック

マジック・ウィンドウズ

2010年リマスター

Aカメレオン／Bウォーターメロン・マン／Cスライ／Dヴェイン・
メルター
ハービー・ハンコック（key）、ベニー・モウピン（ts, ss 他）、ポール・ジャクソン（b, marimbula）、ハー
ヴィー・メイソン（ds）、ビル・サマーズ（perc）
【録音】1973年　サンフランシスコ

鬼才ハービー・ハンコックが放った“ブラック・ファンク宣言”。イントロ一発で世界を魅了した「カメレオ
ン」、スライ・ストーンに捧げた「スライ」、アフリカ風にリメイクされた「ウォーターメロン・マン」等、すべて
がファンキーでキャッチー。この作品の大ヒットでハービーは押しも押されもせぬブラック・ミュージックの
アイコンとなった。現代の音楽シーンにも限りない影響を与え続ける、文字通りのモンスター・アルバム。

鬼才ハービー・ハンコックが音楽シーンに放った衝撃のアルバム。
現代の音楽シーンに多大な影響を与え続けるバイブル的作品。

SICJ 133
1973年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ハービー・ハンコック

ヘッド・ハンターズ

2010年リマスター

SICJ 131
1986年作品／ Label：Columbia
解説：原田和典
Stereo

2007年ミックス
Aウォッチング・ザ・リヴァー・フロー／Bストレングス／Cウェイ・バック・ホーム／Dモーニング・ラヴ／Eデュー
クス・ララバイ／Fエヴリシング・ユー・ドゥー／Gホンキー・トンク /愛さずにはいられない
オリジナル・ミックス
Hウォッチング・ザ・リヴァー・フロー／Iストレングス／Jウェイ・バック・ホーム／Kモーニング・ラヴ／Lデュー
クス・ララバイ／Mエヴリシング・ユー・ドゥー／Nホンキー・トンク /愛さずにはいられない
スティーヴ・ガッド（ds）、コーネル・デュプリー（g）、エディ・ゴメス（b）、リチャード・ティー（key）、ロニー・キューバー（bs）
【録音】1986年6月、8月　レコード・プラント、NY

世界最高峰のセッション・ドラマー、スティーヴ・ガッドが満を持して発表したデビュー作。

世界最高峰のセッション・ドラマー、スティーヴ・ガッドが満を持して結成した自身のバンドによるデビュー作。ワン＆オンリーのドラムの音色、リチャード・
ティー、コーネル・デュプリーのソウルフルなパフォーマンス、ボブ・ディランやレイ・チャールズゆかりの曲を選ぶ抜群のセンス、濃厚なグルーヴに包ま
れた極上の一枚。

ザ・ガッド・ギャング

ザ・ガッド・ギャング

2007年 DSDマスタリング

No.10

3
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2011年リマスター

A太陽の女神／Bリヴィング・フォー・ザ・シティ／Cラヴ・ソング／Dジャン
グル・ストラット／Eホット・ドーギット／Fタンブーラ／G双子座の出現
ラムゼイ・ルイス（p, key, synth）、モーリス・ジェニングス（ds, perc）、クリーヴランド・イートン（b）、
バイロン・グレゴリー（g）、ダーフ・レクロウ・ラヒーム（congas, ds, perc）、モーリス・ホワイト（EW&F）
（ds, vo）［A,E］、フィリップ・ベイリー（EW&F）（congas, vo）［A,E］、ヴァーディン・ホワイト（EW&F）
（b）［A,E］、ジョニー・グラハム（EW&F）（g）［A,E］、ドン・マイリック（EW&F）（ts）［A,E］、チャールズ・
ステップニー（g）［A,E］　【録音】1974年8月、9月　シカゴ

ジャズ界で最も多くのヒット曲を持つキーボード奏者のひとりであるラムゼイ・ルイスと、モーリス・
ホワイト率いるスーパー・グループ“アース・ウインド＆ファイアー”のコラボレーション。モーリス
は60年代後半、ラムゼイ・ルイス・トリオのドラマーだった。ブラジル風のスキャットをフィーチャー
したタイトル曲は、ジャズとファンクがメロウに融合した究極の名演として大ヒットを記録。

モーリス・ホワイト（アース・ウインド&ファイアー）との師弟競演で大
ヒットを記録！ ジャズとファンクがメロウに溶け合った傑作アルバム。

SICJ 138
1974年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ラムゼイ・ルイス

太陽の女神

2011年リマスター

A スリック／ B オーフ・ウードゥ／ C ルバート／ D サロンゴ／
Eブラジリカ／Fニコル／Gセヴンス・フォールド
ラムゼイ・ルイス（p）、ダーフ・レクロウ・ラヒーム（fl, perc, vo）、バイロン・グレゴリー（g）、ジミー・ブラ
イアント（clavinet）、ロン・ハリス（b）、スティーヴ・コブ（ds, vo）、Tang（vo）、ジョージ・マッセンバー
グ（engineer）、チャールズ・ステップニー（producer）、モーリス・ホワイト（producer）
【録音】1976年　LA

ラムゼイ流ブラックネス、ここに極まる。EW&Fのモーリス・ホワイトと、ダニー・ハサウェ
イやミニ―・リパートンとの交友で知られるチャールズ・ステップニーを共同プロデュースに
迎え、初の全編L.A.録音となったジャズ・ファンクの傑作。アフリカ／ブラジルとジャズ・ファ
ンクの融合に取り組み、ジャズ／ブラック・アルバム双方のチャートにランクインした。

モーリス・ホワイト（EW&F）とチャールズ・ステップニーを共同プロデューサー
に迎え、ブラックネスを追求したジャズ・ファンクの傑作。全編ロサンゼルス録音。

SICJ 139
1976年作品／ Label：Columbia ／解説：金澤寿和
Stereo

ラムゼイ・ルイス

サロンゴ

Aコーンブレッド／Bテイク・ミー・トゥ・へヴン／Cグッド・クエスチョン／
Dアイ・ウィル・ネヴァー・テル／Eジー・ファンキン・スペース／Fウーマン・イン・
ユー／Gカミング・トゥ・ユー・ライヴ／Hスペンド・ザ・ナイト・ウィズ・ミー
チャールズ・アーランド（organ）、マーカス・ミラー（b）、バディ・ウィリアムス（ds）、ヨギ・ホートン（ds）、
マイケル・ブレッカー（ts）、ランディ・ブレッカー（tp）、ウェルドン・アーヴィン（p）、バーナード・ライト
（synth）、ドク・パウエル（g）、ダリル・トンプソン（g）、エディ・ダニエルズ（fl, ts）、ジョージ・ヤング（as）、
フランク・ウェス（as）、ジョージ・バトラー（producer）　【録音】NY

自身のグループからグローヴァー・ワシントンJr. やエリック・アレキサンダーらを輩出した“ボス・オルガン”こ
と、チャールズ・アーランドが残した隠れ名盤。ブレッカー・ブラザーズ、バーナード・ライト、マーカス・ミラー、ウェ
ルドン・アーヴィンらのサポートのもとディスコ色を強め、飛び切りのファンク・フュージョンを繰り広げる。メロ
ウなブギーD「アイ・ウィル・ネヴァー・テル」が人気。アーランドは1999年に58才の若さで亡くなっている。

漆黒のオルガン・マスター、チャールズ・アーランドが、マーカス・ミラーらと
共に録音したディスコ～ファンクの隠れ名盤。待望の世界初CD化が実現！No.20

SICJ 141
1980年作品／ Label：Columbia ／解説：金澤寿和
Stereo

チャールズ・アーランド

カミング・トゥ・ユー・ライヴ

世界初CD化2016年リマスター

Aユー・ディザーヴ・トゥ・ダンス／Bギヴ・ミー・サム・エモーション／Cザ・ラヴ・ユー・
ギヴ・トゥ・ミー／Dアイ・ウォント・トゥ・ブロウ（マイ・ホーン）／Eファイアー／Fゴー・
フォー・イット／Gヘヴンリイ／Hマイルド・ウィンド　〈ボーナス・トラック〉Iオープン・
アップ・ユア・アイズ／Jユー・アー・マイ・ライフ／Kレット・ミー・ビー・ザ・ワン
ウェブスター・ルイス（key, p）、ネイサン・ワッツ（b）、ジェイムス・ギャドソン（ds）、ワー・ワー・ワトソン（g）、ポール・
ジャクソン（g）、タワー・オブ・パワー・ホーンズ（horns）、ジョニー・ベイカー（vo）、ハービー・ハンコック（clavinet）
［F］、ベニー・モウピン（sax）［D］、D.J. ロジャース（vo）［G］　【録音】1979年　LA、サンフランシスコ

ハービー・ハンコックの通称“ヴォコーダー・バンド”でサイド・キーボードを担当したウェブスター・ルイスが、ハンコッ
クやタワー・オブ・パワー・ホーンズ、そして凄腕ミュージシャンたちを迎え、ヴォーカル曲に取り組んだ人気作。
来たるべき80年代に向けてのディスコ・ファンク宣言というべき音作りで、若くして亡くなったルイスを代表す
る一枚に数えられている。1981年作『レット・ミー・ビー・ザ・ワン』から3曲をボーナス・トラックとして収録。

ハービー・ハンコックやタワー・オブ・パワー・ホーンズ、西海岸の凄腕ミュー
ジシャンたちを従え制作された人気作。ディスコ方面からも評価の高い一枚。No.19

SICJ 140
1979年作品／ Label：Epic ／解説：金澤寿和
Stereo

ウェブスター・ルイス

8フォー80's

2005年リマスター

No.16

A中世序曲／B女魔術師／C浪漫の騎士／D荘厳な舞踏／E手
品師／F道化と暴君の決闘（パートⅠ，Ⅱ）
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）、アル・ディ・メオラ（g）
【録音】1975年2月　コロラド、カリブー・ランチ

世界を熱狂の坩堝に叩き込んだ超絶技巧集団、第2期リターン・トゥ・フォーエヴァー（チッ
ク・コリア、スタンリー・クラーク、レニー・ホワイト、アル・ディ・メオラ）の米コロムビア移籍
第1弾にしてラスト・アルバム。テクニカルな部分とロマンティックな部分が融けあった音
作りはまさしく唯一無二の輝きを放つ。

世界を熱狂の坩堝に叩き込んだ超絶技巧集団RTFのCBS
移籍第１弾。

SICJ 137
1976年作品／ Label：Columbia ／解説：石沢功治
Stereo

リターン・トゥ・ 
フォーエヴァー

浪漫の騎士

2011年 DSDマスタリング

No.15

Aライト・ミー・アップ／Bザ・ボム／Cゲッティン・トゥ・ザ・グッド・パー
ト／Dパラダイス／Eキャント・ハイド・ユア・ラヴ／Fザ・ファン・ト
ラックス／Gモーター・マウス／Hギブ・イット・オール・ユア・ハート
ハービー・ハンコック（key, vo）、ナラダ・マイケル・ウォルデン（ds）、ルイス・ジョンソン（b）、パウリーニョ・
ダ・コスタ（perc）、パティ・オースティン（vo）、スティーヴ・ルカサー（g）、ジェフ・ポーカロ（ds） 他
【録音】1982年　LA

クインシー・ジョーンズの右腕、ロッド・テンパートンを音楽監督に迎えた究極のパーティー・ア
ルバム。スティーヴ・ルカサーやジェフ・ポーカロ等のTOTOのメンバー、ジェリー・ヘイを中
心とするホーン・セクション、さらにデヴィッド・フォスター等を従え、ハービーはキーボードだけ
ではなくヴォーカル面でも大活躍するハービーのダンス・ミュージックの一つの頂点を示す名盤。

スティーヴ・ルカサー、ジェフ・ポーカロ、デヴィッド・フォスター等の豪華ゲスト
を迎えて制作されたハービーのダンス・ミュージックの一つの頂点を示す名盤。

SICJ 136
1982年作品／ Label：Columbia ／解説：金澤寿和
Stereo

ハービー・ハンコック

ライト・ミー・アップ

2010年リマスター

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000136
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000137
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000138
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000139
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000140
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000141
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No.22 No.23

No.24 No.25

A地中海の舞踏/広い河／B黒い森／Cフレボ／D幻想組曲／
Eガーディアン・エンジェル
アル・ディ・メオラ（g）、ジョン・マクラフリン（g）、パコ・デ・ルシア（g）
【録音】1980年12月5日　サンフランシスコ、ウォーフィールド・シアター 実況録音、E：マイノット・
サウンド、ホワイト・プレインズ NY

80年代初頭の音楽シーンを揺るがした、火花散るアコースティック・ギターのバトル。アメ
リカ、イギリス、スペインの超絶テクニシャンがエキサイティングこの上ないトリオ・ミュージッ
クを繰り広げる。ギターの聖典に数えられる「地中海の舞踏」、エグベルト・ジスモンチや
チック・コリアの楽曲を含むセレクションも魅力だ。

80年代初頭の音楽シーンを揺るがした火花散るギター・バ
トル。

SICJ 143
1981年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

アル・ディ・メオラ、ジョン・
マクラフリン、パコ・デ・ルシア

フライデイ・ナイト・イン・サンフランシスコ
～スーパー・ギター・トリオ・ライヴ！

1999年 DSDマスタリング

Aフライト・オーヴァー・リオ／Bミッドナイト・タンゴ／C地中
海の舞踏／Dスペイン高速悪魔との死闘／Eレディ・オブ・ローマ、
シスター・オブ・ブラジル／Fエレガント・ジプシー組曲
アル・ディ・メオラ（g）、ミンゴ・ルイス（perc）、ヤン・ハマー（key）、スティーヴ・ガッド（ds）、アンソニー・
ジャクソン（b）、レニー・ホワイト（ds）、バリー・マイルス（key）、パコ・デ・ルシア（g）
【録音】1976年12月、1977年1月　エレクトリック・レディ・スタジオ NY

RTFを離れ、ソロ活動に転じたディ・メオラのセカンド・アルバム。フラメンコ・ギターの王
者＝パコ・デ・ルシアとの共演「地中海の舞踏」、ハード・ロックとスパニッシュ・サウンド
を融合した「スペイン高速悪魔との死闘」等、ギタリスト・作曲家の両面で最初の頂点を
確立したことを余すところなく伝える。

リターン・トゥ・フォーエヴァーを離れソロ活動に転じたディ・
メオラのセカンド・アルバム。

SICJ 144
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：石沢功治
Stereo

アル・ディ・メオラ

エレガント・ジプシー

2000年 DSDマスタリング

Aエレガント・ジプシー組曲／Bネーナ／Cアドヴァンテージ／
Dエジプトの舞踏／Eスペイン高速悪魔との死闘／Fクルージン
アル・ディ・メオラ（g）、ヤン・ハマー（key）、アンソニー・ジャクソン（b）、スティーヴ・ガッド（ds）、ミンゴ・
ルイス（perc）、ヴィクター・ゴドシー（key）
【録音】1982年2月4日　フィラデルフィア、タワー・シアター 実況録音

光速の世界へ駆け上がるカリスマ・ギタリスト、アル・ディ・メオラが凄みを全開させたライ
ヴ・レコーディング。ジェフ・ベックとの共演で知られるヤン・ハマー、鉄壁のリズム・セクショ
ンを構成するアンソニー・ジャクソンとスティーヴ・ガッドらサポート陣もパーフェクトなプレ
イを展開。この「スペイン高速悪魔との死闘」を聴かずしてディ・メオラは語れない。

光速の世界に駆け上がるカリスマ・ギタリスト、ディ・メオラ
の凄みを全開させたライヴ・レコーディング。

SICJ 145
1982年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

アル・ディ・メオラ

ツアー・デ・フォース・ライヴ

1999年 DSDマスタリング

A火の鳥／Bマイルス・ビヨンド（マイルス・デイビス）／C天界と下界を行
き交う男／Dサファイア・バレット・オブ・ピュア・ラヴ／Eサウザンド・ア
イランド・パーク／Fホープ／Gワン・ワード／Hサンクチュアリ／Iオー
プン・カントリー・ジョイ／Jリゾリューション
ジョン・マクラフリン（g）、ジェリー・グッドマン（vn）、ヤン・ハマー（key）、リック・レアード（b）、ビリー・
コブハム（ds）
【録音】1972年9月、10月　CBSニューヨーク・スタジオ、ロンドン、トライデント・スタジオ

ジャズ界とロック界に絶大なインパクトを与えたジョン・マクラフリン＆マハヴィシュヌ・オー
ケストラのベストセラー作品。テクニックの上限を極めたジョン・マクラフリンのギター、途
方もない創造性に彩られたヤン・ハマーのキーボード、ビリー・コブハムの重量級ドラム…
永遠に色あせることのないサウンド・ファンタジーがここに。

ジャズ界とロック界に絶大なインパクトを与えたジョン・マ
クラフリンのベストセラー。

SICJ 146
1973年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ジョン・マクラフリン&
マハヴィシュヌ・オーケストラ

火の鳥

1997年マスター

SICJ 142
1981年作品／ Label：Columbia
解説：金澤寿和
Stereo

Aガール・トーク／Bベイビー、アイ・ドゥ・ラヴ・ユー／Cテイキン・イット・アップ・オール・ナイト／Dフォー
エヴァー・ナウ／Eビッグ・マン／Fアイ・ドント・ウォント・トゥ・ビー・ザ・ワン／Gマックスト・アウト／Hドゥ・
イット・オール・フォー・ラヴ／Iザ・コール
グレッグ・フィリンゲインズ（key, synth, vo）、ハービー・ハンコック（synth）、レイモンド・パウンズ（ds）、ネイサン・ワッツ（b）、マイケル・センベロ（g）、ポール・ジャクソン
Jr.（g）、レオン・ンドゥグ・チャンクラー（perc）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、ジェリー・ヘイ（horns）、ジョージ・ベンソン（cho）、パトリース・ラッシェン（cho）、アンジェ
ラ・ウィンブッシュ（cho）、シェリル・リン（cho）、渡辺貞夫（sax）、横倉裕（arr）
【録音】LA

スティーヴィー・ワンダー、マイケル・ジャクソン、エリック・クラプトン…数多くのスーパースターを支える名脇役のソロ・デビュー作。
豪華絢爛なゲスト陣にも注目！

スティーヴィー・ワンダー、マイケル・ジャクソン、クインシー・ジョーンズ、エリック・クラプトン、TOTOらジャンルを超えたスーパー・ミュージシャンから絶
大な信頼を得るキーボード奏者、グレッグ・フィリンゲインズの初ソロ・アルバム。全米R&Bチャートを賑わせたB「ベイビー、アイ・ドゥ・ラヴ・ユー」な
ど、アーバンかつファンキーな音作りで魅了する。ハービー・ハンコックやジョージ・ベンソンなどと共に渡辺貞夫がゲスト参加。

グレッグ・フィリンゲインズ

処女航海

2001年リマスター

No.21

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000142
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000143
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000144
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000145
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000146
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No.26

No.28

No.29 No.30

No.27

1998年 DSDマスタリング

Aニューヨーク・オン・マイ・マインド／Bフレンドシップ／Cエヴリ・ティ
アー・フロム・エヴリ・アイ／Dドゥ・ユー・ヒア・ザ・ヴォイス・ザット・ユー・
レフト・ビハインド？／Eアー・ユー・ザ・ワン？ アー・ユー・ザ・ワン？／Fフェ
ノメノン：コンパルジョン／Gマイ・フーリッシュ・ハート
ジョン・マクラフリン（g）、カルロス・サンタナ（g）、チック・コリア（p）、ナラダ・マイケル・ウォルデン（ds）、ジャッ
ク・ブルース（b）、スタンリー・クラーク（b）、デヴィッド・サンボーン（as）、トニー・ウィリアムス（ds） 他
【録音】1978年1月、2月　NYサウンド・ミキサー・スタジオ、ハリウッド、デヴォンシャー・サウンド・スタジオ

マハヴィシュヌ・オーケストラを解散したジョン・マクラフリンがギタリストとして縦横無尽に弾
きまくったオールスター・セッション。カルロス・サンタナ、チック・コリア、デヴィッド・サンボーン、
スタンリー・クラークなど超豪華なゲストを迎えフュージョン・ムーヴメントを象徴するような熱
演を聴かせる。

マハヴィシュヌ・オーケストラ解散後、豪華ゲスト陣を迎えて
のオールスター・セッション。

SICJ 147
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：石沢功治
Stereo

ジョン・マクラフリン

エレクトリック・ギタリスト

1997年マスター

Aルックス・ライク・メレンゲ／Bキャシデー／Cザ・ビートルズ／
Dスプーンズ／Eフーズ・フー?／Fハウ・ザ・ウエスト・ワズ・ウォン
ジョン・スコフィールド（g）、ケニー・カークランド（key, p）［A,B,D,E］、アンソニー・ジャクソン（b）
［A,B,D,E］、エディ・ゴメス（b）［C,F］、スティーヴ・ショーダン（ds）［A,B,D,E］、ビリー・ハート（ds）
［C,F］、サミー・フィゲロア（congas, perc）［A,B,D,E］、デイヴ・リーブマン（ss, ts）［C,F］
【録音】1979年　NY

マイルス・デイビス・バンド加入前のジョン・スコフィールドが、ケニー・カークランド、アンソ
ニー・ジャクソン、スティーヴ・ジョーダン等と共に繰り広げた力作。ジャズ～ロック～ファン
クをブレンドしたサウンドの上で、ワン＆オンリーのギター・プレイが冴えわたる。初期の名
演「ザ・ビートルズ」を収録。

ワン＆オンリーのギター・プレイで活躍を続けているトップ・ギタリスト、
ジョン・スコフィールドの原点と言えるサウンドが聴ける貴重なアルバム。

SICJ 149
1979年作品／ Label：Arista ／解説：石沢功治
Stereo

ジョン・スコフィールド

フーズ・フー？

2016年リマスター

Aベカン・コール／Bニュー・ストリングス・アタッチト／Cネヴァー
／Dミリオネアーと結婚する法／Eファット・ダンサー／Fネイ
チャー・コールズ
ジョン・スコフィールド（g）、スティーヴ・スワロウ（b）、アダム・ナスバウム（ds）
【録音】1980年　NY

コンテンポラリー・ジャズ・ギターの雄、ジョンスコ初期の傑作。ビリー・コブハムとジョージ・
デュークの双頭バンドや日野皓正との共演で頭角を現した直後の録音にあたり、名手ス
ティーヴ・スワロウ（ベース）、アダム・ナスバウム（ドラムス）というトリオで多彩な音楽性
を披露。アウトするフレージング、粘りのあるトーンはすでにこの時点から確立されている。

コンテンポラリー・ジャズ・ギターの雄、ジョンスコ初期の傑作。ベースのスティー
ヴ・スワロウ、ドラムスのアダム・ナスバウムとのトリオで多彩な音楽性を披露。

SICJ 150
1980年作品／ Label：Arista ／解説：村井康司
Stereo

ジョン・スコフィールド

バー・トーク

2016年リマスター

Aザ・ファイル／Bマザーズ・デイ／Cリトル・Bのポエム／D廃
墟ジンバブエ／Eソロ・オン・ウェンズデイ／Fサーマン・マンソン
／Gイクイノックス／Hアルスター・フィールズ
ラリー・コリエル（g）、ジョン・スコフィールド（g）、ジョー・ベック（g）
【録音】1979年8月、9月　NY

60年代後半に登場するや否や、ディストーションやフィードバック奏法といったロックのアプローチ
を導入し、ジャズ・ギターに革命をもたらした鬼才、ラリー・コリエルが1979年にリリースしたギター・
トリオ作品。マイルス・デイビス・バンド加入前のジョン・スコフィールド、デヴィッド・サンボーンとの
共演で知られるジョー・ベックと共に、アコースティック・ギターによる鮮烈な音の対話を繰り広げる。

60年代の音楽シーンに忽然と現れてジャズとロックを融合した鬼才、ラリー・コ
リエルが79年にリリースしたアコースティック・ギターだけによるトリオ作品。

SICJ 151
1979年作品／ Label：Arista ／解説：石沢功治
Stereo

ラリー・コリエル

トリビュータリーズ

2004年リマスター

Aスワパン・タリ／B「スパルタカス」愛のテーマ／Cピューラー・マタン
／Dソング・フォー・マイ・ブラザー／Eジャーナ・カーラ／Fガーデニア
／Gラ・レーヴ／Hゴールデン・アワーズ／Iシェア・カーン、ザ・タイガー
ダバディップ・カルロス・サンタナ（g, perc, vo）、ハービー・ハンコック（key）、ウェイン・ショーター（ts, 
ss）、ロン・カーター（b）、ハーヴィー・メイソン（ds）、アーマンド・ペラザ（perc） 他
【録音】1980年　サンフランシスコ、オートマット・スタジオ

ラテン・ロックを象徴するグループ“サンタナ”を率いるギター奏者カルロス・サンタナがソ
ロ・アーティストとしてジャズ・ミュージシャンと行ったセッションをアルバム化。ウェイン・ショー
ター、ハービー・ハンコックらV.S.O.P.クインテットの面々を迎え、彼なりのフュージョン
に挑んでいる。

ラテン・ロックの象徴、カルロス・サンタナが放つソロ・アルバ
ム。ジャズ・ミュージシャンとの白熱のセッション。

SICJ 148
1980年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

カルロス・サンタナ

スイング・オブ・デライト

1969年にロンドンからニュー
ヨークに移住し、マイルス・デ
イビスやトニー・ウィリアムス
と共演。71年に自身のユニッ
ト“マハヴィシュヌ・オーケスト
ラ”を結成、超絶技巧を駆使
したハードなギター・プレイと
一糸乱れぬアンサンブルで
ジャズ・ファンとロック・ファン双
方から支持された。80年代に
はアル・ディ・メオラ、パコ・デ・
ルシアとのアコースティック・ギ
ター・ユニットでも大きな話題
を集めた。

ジョン・マクラフリン
レジェンド・オブ・クロスオーヴァー＆フュージョン 03

John McLaughlin

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000147
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000148
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000149
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000150
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000151
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No.32 No.33

No.34 No.35

Aヒーリング・ホイールズ／BAN-NOOR／Cドリーム・キャッチャー／
Dザ・ベスト・アイヴ・ゴット／Eストーリーテラーズ／Fタイム・オブ・スティ
ルネス／Gザ・ワン／Hスピリチュアリー・ドレスド／Iレイジャス
デヴィッド・T・ウォーカー（g）、パトリース・ラッシェン（p, key）、ジェリー・ピーターズ（synth）、ビリー・
プレストン（organ）、レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）、ケニー・エリオット（ds）、アーニー・ワッツ
（sax）、オスカー・ブラッシャー（tp）、ジョージ・ボハノン（tb）
【録音】LA

モータウン黄金期にマーヴィン・ゲイやスティーヴィー・ワンダー、ジャクソン5など数々の名演を支え、不動の評価を得
るメロウ・ギタリスト、デヴィッド・T・ウォーカーが円熟の境地を示した94年作のソロ・アルバム（通算11作目）。本作
では名ドラマーのレオン・ンドゥグ・チャンクラーやキーボードのパトリース・ラッシェンをバンドの核に据えて、従来のし
なやかさだけでなく、タイトでファンキーなサウンドが際立った職人芸の極みというべきプレイを繰り広げている。

高まる再評価のなかで、タイト&ファンキーなアプローチが
増した90年代・江戸屋イヤーズを代表する傑作！

SICJ 153
1994年作品／ Label：Columbia ／解説：工藤由美
Stereo

デヴィッド・T・ウォーカー

ドリーム・キャッチャー

2007年リマスター

Aア・ピース・オブ・タイム／Bゴールデン・ワイヤー／Cアーシー・プレジャー
／Dイマジン・ユー／Eヴィガンゴ／Fブルーズ・フォー・スネイク／Gアイ
ランド・オブ・シルク／Hジャーニー・スルー・ブルー・リージョンズ／Iピア・ト
セ／Jレイン・フォレスト・イン・マンハッタン／Kア・サウザンド・ストーンズ
アンディ・サマーズ（g）、デイヴィッド・ヘンツェル（key）、ジミー・ハスリップ（b）、カート・ウォートマン（ds）、
ポール・マッキャンドレス（ss, ob, cl）、ナジマ・アフタール（vo） 他
【録音】1988年　LA

ソフト・マシーン、アニマルズ、ポリス等に在籍した名ギタリスト、アンディ・サマーズが1989年にリリースし
たプライベート・ミュージックにおける2作目のソロ・アルバム。プロデュースは前作に続き、サマーズ本人と
デイヴィッド・ヘンツェル。イエロージャケッツのジミー・ハスリップ、オレゴンのポール・マッキャンドレスらを迎え、
ドラマティックなサウンドを展開する。表情豊かなギターの音色、巧みなフレージングには聴きほれるのみ。

ポリスのギタリストでも知られるアンディ・サマーズが89年にプライベート・ミュージック
からリリースした作品。表情豊かなギターの音色、巧みなフレージングには聴きほれるのみ。

SICJ 154
1989年作品／ Label：RCA／解説：石沢功治
Stereo

アンディ・サマーズ

ゴールデン・ワイヤー

2016年リマスター

Aディピタ／Bニュー・ベル／Cスウェジ・ナ・ウェンゲ／Dエヤラ
／Eジョンベ／Fテ・ディカロ／Gワン・ミニット／Hムナ・ニュウェ
／Iナ・マラ・ンデ／Jコンダ・ジャネア／Kエヤンド／Lメサンガ
リチャード・ボナ（b, vo, g, key, organ）、マイケル・ブレッカー（ts）、オマー・ハキム（ds）、モクター・サ
ンバ（ds）、アリ・ホーニグ（ds）、エドセル・ゴメス（p）、ジャン・ミシェル・ピルク（p）、ルイシット・キンテロ
（perc）　【録音】1998年12月、1999年1月　NY

1967年生まれ。西アフリカのカメルーンが生んだ天才児、ジョー・ザビヌルの秘蔵っ子、リチャード・ボナ。パ
リ～ニューヨークのミュージシャンたちを魅了した極限のテクニックに裏打ちされたベース・プレイと、聴く者を
優しく包み込む歌声は既にこのデビュー・アルバムで早くも完成の域に達している。全曲ボナが書き下ろし
た豊かな詩は、大地のように広大な音世界を描く。マイケル・ブレッカー、オマー・ハキムがゲスト参加。

カメルーン出身の新世代ベーシスト、リチャード・ボナのデビュー作。
パリ～ニューヨークを魅了した豊潤な才能は世界に衝撃を与えた。

SICJ 155
1999年作品／ Label：Columbia ／解説：佐藤英輔
Stereo

リチャード・ボナ

シーンズ・フロム・マイ・ライフ

Aラヴ・ウィル・ファインド・ア・ウェイ／Bファロンバ／Cラヴ・イズ・
ヒア／Dガット・トゥ・ギヴ・イット・アップ／Eアズ・ユー・アー／Fア
ンサー・ミー・マイ・ラヴ／Gエヴリシング・アイ・ハヴ・イズ・グッド
ファラオ・サンダース（ss, ts）、アレックス・ブレイク（b）、ドニー・ベック（b）、ジェイムズ・ギャドソン（ds）、
レニー・ホワイト（ds）、デヴィッド・T・ウォーカー（g）、ワー・ワー・ワトソン（g）、ボビー・ライル（key）、アー
ニー・ワッツ（reeds）、ノーマン・コナーズ（vo）、フィリス・ハイマン（vo） 他　【録音】1977年

“ジョン・コルトレーンの後継者”“スピリチュアル・ジャズの神”ことファラオ・サンダースが、旧友ノーマン・コナーズの
プロデュースで残したアーバン＆メロウな1枚。メロディアスでソフトなテナー・サックスの音色に、若きフィリス・ハイ
マンのエレガントな歌声が融合する。デヴィッド・T・ウォーカー、ジェイムズ・ギャドソン、アーニー・ワッツら西海岸の名
うてのセッション・ミュージシャンが多数参加。マーヴィン・ゲイ「ガット・トゥ・ギヴ・イット・アップ」のカヴァーも人気。

“ジョン・コルトレーンの後継者”“スピリチュアル・ジャズの神”ことファラオ・サン
ダースが、旧友ノーマン・コナーズのプロデュースで残したアーバン＆メロウな1枚。

SICJ 156
1977年作品／ Label：Arista ／解説：原田和典
Stereo

ファラオ・サンダース

ラヴ・ウィル・ファインド・ 
ア・ウェイ

日本初CD化2016年リマスター

SICJ 152
1976年作品／ Label：Columbia
解説：佐藤英輔
Stereo

AGOO GOO WAH WAH／Bラヴ・マイ・ブルース・アウェイ／Cクライ・ベイビー／Dマイ・ラヴ・フォー・
ユー・カムズ・アンド・ゴーズ／Eトゥゲザー（ホワットエヴァー）／Fサンセット・ブールヴァード／Gラヴ・エ
イント・サムシング（ザット・ユー・ゲット・フォー・フリー）／Hアイル・ゲット・バイ・ウィズアウト・ユー／Iバ
ブルズ／Jグッド・フレンズ
ワー・ワー・ワトソン（g, vo）、ウォーターズ・ファミリー（vo）、レイ・パーカーJr.（g）、デヴィッド・T・ウォーカー（g）、ルイス・ジョンソン（b）、ウィリー・ウィークス（b）、ウィルトン・
フェルダー（b）、ジェイムス・ジェマーソン（b）、オリー・ブラウン（ds）、デイヴ・グルーシン（key）、ソニー・バーク（key）、ジョン・バーンズ（key）、ジョー・サンプル（key）、クラ
レンス・マクドナルド（key）、アーニー・ワッツ（ts）、ベニー・モウピン（ss）、ハービー・ハンコック（synth）
【録音】LA

モータウンの名演を支えた“Mr.リズム・ギター”ことワー・ワー・ワトソン唯一のソロ・アルバム。
盟友、ジェイムス・ジェマーソン他豪華ミュージシャンが集結。

モータウン黄金期のハウス・バンド“ファンク・ブラザーズ”のギタリストとして、数々の名演を残し、その後ハービー・ハンコックとの共演でも名声を博し
たワー・ワー・ワトソン、唯一のソロ・アルバム。デヴィッド・T・ウォーカー、ジョー・サンプル、ジェイムス・ジェマーソンら錚々たるメンバーがレコーディングに
集結。オープニングから切れ味抜群にして唯一無二の“ワウ・ワウ・ペダル使い”が炸裂し、お得意のファンクからメロウなバラードまで聞き所満載だ。

ワー・ワー・ワトソン

エレメンタリー

2008年リマスター

No.31

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000152
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000153
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000154
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000155
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000156
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No.36

No.38 No.39

No.37

2016年リマスター

Aバビロン／Bビヨンド・ア・ドリーム／Cモントルー・オーヴァー
チュア／Dジ・エンド・オブ・ザ・ビギニング／Eカジノ・ラティーノ
ノーマン・コナーズ（ds, perc）、ファラオ・サンダース（ts）［C,E］、ボビー・ライル（p）［C-E］、バジー・ジョー
ンズ（ts, ss, fl）、デューク・ジョーンズ（tp）、ジャック・バーヴィック（key）、グレッグ・ヒル（g）、アレック
ス・ブレイク（b）、ビリー・マッコイ（p, key）、ローレンス・キリアン（congas, perc）、ペトロ・バス（perc, 
congas）
【録音】1978年7月　モントルー・ジャズ・フェスティヴァル（スイス）での実況録音

スピリチュアル・ジャズの聖典『ブラック・ユニティ』で鮮烈な印象を残した黄金コンビの、モ
ントルー・ジャズ・フェスティヴァルにおける白熱の再会ステージをアルバム化。ボビー・ライル、
アレックス・ブレイクら強力メンバーを迎え、スピリチュアルかつファンキーなパフォーマンス
を展開。乱舞するパーカッション、高まるドラム、吠えるサックスの呼応は手に汗を握らせる。

スピリチュアル・ジャズの聖典『ブラック・ユニティ』で鮮烈な印象を残した黄金コン
ビの、モントルー・ジャズ・フェスティヴァルにおける白熱の再会ステージをアルバム化。

SICJ 157
1981年作品／ Label：Arista ／解説：原田和典
Stereo

ファラオ・サンダース＆ 
ノーマン・コナーズ

ビヨンド・ア・ドリーム

世界初CD化2016年リマスター

Aパオリズ・ヴィジョン／Bミス・ユー／Cホワット・イット・イズ
／Dダンス・フォー・ユア・ソウツ／Eチック・チャット／Fユー・
オンリー・シー・ユー
デイヴ・リーブマン（ss, ts）、マーカス・ミラー（b）、ジョン・スコフィールド（g）、ケニー・カークランド（key）、
スティーヴ・ガッド（ds）、ドン・アライアス（perc）、マイク・マイニエリ（vib）
【録音】1979年12月　NY

コルトレーン直系のアグレッシヴなサックス奏者として、エレクトリック期（1970～1974年）のマイルス・デイビス・
バンドで強烈な印象を残したデイヴ・リーブマンが、マーカス・ミラーやジョン・スコフィールド、ケニー・カークランド、
スティーヴ・ガッドら凄腕ミュージシャンたちを迎えて吹き込んだ力作。ローリング・ストーンズのヒット曲B「ミス・
ユー」を筆頭に、多彩なナンバーを骨太の音色で吹きまくる。マイク・マイニエリのプロデュースでNY録音。

コルトレーン直系のサックス奏者が吹きまくるフュージョン・
アルバム！ M・ミラー、S・ガッド、J・スコフィールドらが参加。

SICJ 159
1980年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

デイヴ・リーブマン

ホワット・イット・イズ

1997年リマスター

Aドリーム・ウィーバー／Bフィーリングス／Cロック・ミー・アー
ムズ／Dタッチ・ミー・ベイビー／Eネオ・テラ／Fウインドジャマー
フレディ・ハバード（tp, flh）、ゲイリー・キング（b）、スティーヴ・ガッド（ds）、マイケル・ブレッカー（ts）、ボブ・
ジェームス（p, key）、スティーヴ・キューン（g）、エリック・ゲイル（g）、デヴィッド・スピノザ（g）、ヒューバー
ト・ロウズ（fl）、ラルフ・マクドナルド（perc）、パティ・オースティン（vo） 他
【録音】1976年　NY

ハービー・ハンコック、ジョン・コルトレーンからビリー・ジョエルまで数多くのアーティストと名演を残した人気ト
ランぺッターが、ボブ・ジェームスをアレンジャーに迎えて吹き込んだ問題作。スティーヴ・ガッド、エリック・ゲイ
ルら“スタッフ”の面々を含む豪華ラインナップを従えて、歌心あふれる吹奏を繰り広げる。マイケル・ブレッ
カーの入魂のテナー・サックス・ソロやパティ・オースティンのつややかなヴォーカルも、忘れがたい魅力を放つ。

ハービー・ハンコック、ジョン・コルトレーンからビリー・ジョエルまで数多くのアーティストと名
演を残した人気トランぺッターが、ボブ・ジェームスをアレンジャーに迎えて吹き込んだ問題作。

SICJ 160
1976年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

フレディ・ハバード

ウインドジャマー

日本初CD化2009年リマスター

Aモニュメンツ／Bオン・ザ・スリック・サイド／Cゼイ・オール・シーム・
トゥ・ディスアピア／Dガッタ・ゲット・ア・ピース・オブ・ユア・ソウル／
Eロング・タイム・ラヴァー／Fジャキル博士とファンク氏／Gザ・モリモ
ジャッキー・マクリーン（as）、クリフ・カーター（key）、ハイラム・ブロック（g）、ウィル・リー（b）、マーク・イー
ガン（b）、スティーヴ・ジョーダン（ds）、サミー・フィゲロア（perc, congas） 他
【録音】1978年11月～ 1979年1月　NY

“マクリーン節”とフュージョンの融合は大成功！ アコースティック・ジャズ一筋に活動を続
けてきたベテラン・サックス奏者が、ハイラム・ブロック、クリフ・カーター、ウィル・リー、スティー
ヴ・ジョーダンと、いわゆる“24丁目バンド”のメンバーと共に制作したファンキー＆ダンサ
ブルな1枚。世界中のコレクターが探し求めていたレア・アイテムが遂にCDで蘇る。

モダン・ジャズ・アルト・サックスの巨星、ジャッキー・マクリーン唯一
のファンキー＆ダンサブルなフュージョン作品が遂に世界初ＣＤ化。

SICJ 158
1979年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

ジャッキー・マクリーン

モニュメンツ

世界初CD化

SICJ 161
1992年作品／ Label：RCA
解説：佐藤英輔
Stereo

Aコメサール・デ・ノーヴォ（はじめから）（with イヴァン・リンス）／Bオビ（with ジャヴァン）／Cフェリシア
とビアンカ（with リー・リトナー）／D吟遊詩人（with ドリ・カイミ）／Eジョアナ・フランセーザ（with シコ・
ブアルキ）／Fコイザ・フェイタ（withジョアン・ボスコ）／Gプレシーゾ・アプレンデール・ア・ソー・セール（with
ジルベルト・ジル）／H甘い果実（with ミルトン・ナシメント）／I移り気な心（with カエターノ・ヴェローゾ）
／Jカルナヴァルの朝（黒いオルフェ）（with ルイス・ボンファ）／K要塞（with エドゥ・ロボ）／Lモーメンツ
（with イリアーヌ）／Lブルーセット
トゥーツ・シールマンス（harmonica）、デイヴ・グルーシン（p）、リー・リトナー（g）、マーク・アイシャム（tp） 他
【録音】LA、NY、リオ・デ・ジャネイロ

ハーモニカの巨匠、トゥーツmeetsブラジル音楽！ ブラジル音楽界を代表するアーティストたちが奏でる極上のひとときを貴方に。

地球規模の活動を続けるベルギー出身のハーモニカの巨匠、トゥーツ・シールマンスが、ブラジリアン・ミュージックへの愛情を全開にしたヒット・アル
バム。まるで語りかけるようなハーモニカの音色が、カエターノ・ヴェローゾ、イヴァン・リンス、ミルトン・ナシメントらブラジル音楽界を代表する豪華ゲ
ストの歌声と優しく調和する。彼自身のペンによるジャズ・スタンダード「ブルーセット」も、合計16人のオールスター・メンバーで新録。

トゥーツ・シールマンス

ブラジル・プロジェクト

No.40

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000157
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000158
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000159
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000160
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000161
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No.42 No.43

No.44 No.45

Aスウィート・リベンジ／Bユー・ディド・イット・トゥ・ミー／Cミ
リオン・ダラー・レッグス／D歓喜の夏／Eレディ・ジェイド／Fホ
ワット・ユー・ドゥ・トゥ・ミー／Gインスピレイション・オブ・ラヴ
トニー・ウィリアムス（ds）、アラン・ホールズワース（g）、トニー・ニュートン（b, vo）、アラン・パスカ（key）、
ブルース・ボトニック（producer）
【録音】1976年　コロラド「カリブー・ランチ」

17才の若さでマイルス・デイビス・グループに参加し、“天才”の名をほしいままにしたドラマー、トニー・ウィリアム
スのジャズ・ロック・ユニット“ライフタイム”が、“ニュー・ライフタイム”として再始動。その第2弾にあたる本作は、
若き日のアラン・ホールズワースの超絶ギター・プレイと、ドラムの限界に挑むかのようなトニーのリズム・ワークが
バトルする、まさに血湧き肉躍るジャズ・ロックの名盤。このアルバムを最後にアラン・ホールズワースは脱退する。

マイルスを魅了した天才ドラマーのロック魂が炸裂！ もうひと
りの天才アラン・ホールズワースのスリリングなギターも必聴！

SICJ 163
1976年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

トニー・ウィリアムス

ミリオン・ダラー・レッグス

1998年リマスター

Aミックスド・ルーツ／Bヤ・ダム・ライト／Cポーレッタ／Dダ
ブル・スタッフ／Eジキル博士とハイド氏／Fエル・シエロ・ベルデ
／Gソフト・ディスタント
アル・フォスター（ds）、マイケル・ブレッカー（ts, ss）、菊地雅章（key）、ボブ・ミンツァー（ss）、T.M.スティー
ヴンス（b）、ジェフ・バーリン（b）、ポール・メッケ（g）、ジム・クロウズ（as, fl）、テオ・マセロ（producer）
【録音】1978年　NY

70年代・エレクトリック期のマイルス・デイビスをリズム面で支えた名ドラマー、アル・フォスターが、マイルス休養
中の1978年に制作した入魂の1枚。マイケル・ブレッカー、菊地雅章、ジェフ・バーリンなど錚々たるメンバーと
共に、カラフルなサウンドと執拗なグルーヴがせめぎ合うカオスは、今こそ再評価したい傑作。プロデューサーは
マイルスの名参謀として『ビッチェズ・ブリュー』や『オン・ザ・コーナー』など数々の傑作を生み出したテオ・マセロ。

エレクトリック・マイルスを支えた名ドラマーの幻のリーダー作。来るべき
80年代を予見させる早すぎた傑作として、現在では高く評価されている。

SICJ 164
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

アル・フォスター

ミックスド・ルーツ

1998年リマスター

A魔法の絨毯／BAC/DC／Cリーワード・ウインズ／Dパフン
スタッフ／E魔星アンテレス／F魔術（雲海の反映）（魔術－再生）  
〈ボーナス・トラック〉Gインディゴ／Hゲルニカ
ビリー・コブハム（ds）、ランディ・ジャクソン（b）、マーク・ソスキン（key）、ピーター・マウヌ（g）、ヨアヒム・
キューン（p）、ピート・エスコヴェド（perc）、シーラ・E（perc）、アルヴィン・バチスト（cl）
【録音】NY、トロント

マイルス・デイビス・グループやマハヴィシュヌ・オーケストラ、コブハム=デューク・バンドなどを経て、ドラムの
可能性を押し広げ続ける超絶テクニシャン、コブハムのコロムビア移籍第一弾。鬼才として知られるドイツ人
ピアニスト、ヨアヒム・キューン、ベイエリア・ラテンの顔役というべきエスコヴェド父娘（ピート・エスコヴェドとシー
ラ・E）等をゲストに迎え、縦横無尽にドラムを叩きまくる。LP未収録曲をボーナス・トラックとして追加収録。

圧倒的なパワーと超絶テクニックで、ジャズ～ロック・ファン
を震撼させるスーパー・ドラマーのコロムビア移籍第一弾！

SICJ 165
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：佐藤英輔
Stereo

ビリー・コブハム

マジック

2008年リマスター

Aフアナ・ミル・シエント／Bイリア／Cアダージョ／Dミサ・ネグラ（ブラッ
ク・マス）／Eアグアニーレ　〈ボーナス・トラック〉Fシオマラ／Gポル・ロ
ンペール・エル・ココ／Hバイラ・ミ・リトモ
イラケレ： チューチョ・ヴァルデス（p）、パキート・デリヴェラ（as）、カルロス・アヴェルホフ（ts）、アルトゥーロ・サンド
ヴァル（tp）、ジョルジ・ヴァローナ（tp）、カルロス・エミリオ・モラエス（g）、カルロス・デル・プエルト（b）、エンリケ・プラ
（ds）、オスカル・ヴァルデス（perc）、ジョルジ・アルフォンソ（perc）、アルマンド・クエルヴォ（perc）　【録音】1978
年　ニューポート・ジャズ・フェスティヴァル（NY、US）& モントルー・ジャズ・フェスティヴァル（スイス） 実況録音

キューバ音楽史上に輝く伝説のグループが、黄金時代に残した決定的ライヴ・レコーディング。
世界的にセンセーションを集めた米国ニューヨーク、ニューポート・ジャズ・フェスティヴァルでの
公演と、スイスのモントルー・ジャズ・フェスティヴァルでの演奏がカップリングされている。若き
チューチョ・ヴァルデス、パキート・デリヴェラ、アルトゥーロ・サンドヴァルのプレイも大きな聴きもの。

キューバ音楽史上に輝く伝説のグループが、黄金時代に残した決定的ライヴ・レコー
ディング。抜群のテクニックとむせかえるようなグルーヴが充満した演奏は必聴！

SICJ 166
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

イラケレ

イラケレ +３

日本初CD化2007年リマスター

SICJ 162
1993年作品／ Label：RCA
解説：佐藤英輔
Stereo

Aセー（withイヴァン・リンス）／Bショーロ・バンジード（withエドゥ・ロボ）／C白と黒のポートレート（with
イリアーヌ）／Dオブセッション（withドリ・カイミ）／Eトラヴェシア（withミルトン・ナシメント）／Fフロー
ラ（withジルベルト・ジル）／Gアンコンディショナル・ラヴ（withリー・リトナー）／Hパペル・マルシェ（with
ジョアン・ボスコ）／Iフッチボール（withシコ・ブアルキ）／Jリンダ（ヴォセ・エ・リンダ）（withカエターノ・ヴェ
ローゾ）／Kワン・ノート・サンバ（with イリアーヌ）／Lオセアーノ（with ジャヴァン）／Mオルフェのサン
バ（with ルイス・ボンファ）
トゥーツ・シールマンス（harmonica）、マーク・ジョンソン（b）、スティーヴ・シェーファー（ds）、デイヴ・グルーシン（p）、リー・リトナー（g）、マーク・アイシャム（tp）
【録音】LA、NY、リオ・デ・ジャネイロ

ブラジル音楽界の至宝が再び勢揃いした大ヒット・プロジェクトの第二弾！
ブラジルの名曲をミルトン・ナシメントなどスーパースターとコラボレート。

1922年生まれ。これまでにクインシー・ジョーンズ、ビル・エヴァンス、エリス・レジーナといった様々なジャンルのミュージシャンとコラボレーションを繰り
広げてきたハーモニカの巨匠、トゥーツ・シールマンスによる大好評プロジェクト第2弾。前作同様、オスカル・カストロ・ネヴィスをプロデューサーに迎
え、「トラヴェシア」や「ワン・ノート・サンバ」、「オルフェのサンバ」等、ブラジルの名曲を繊細なタッチでカヴァーしている。

トゥーツ・シールマンス

ブラジル・プロジェクトVol.2

No.41

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000162
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000163
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000164
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000165
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000166
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No.46

No.48 No.49

No.50

No.47

2006年 DSDリマスタリング

Aオレンジ・エクスプレス／Bライド・オン／Cコール・ミー／Dグッド・
フォー・オール・ナイト／Eバガモヨ/ザンジバル／Fストレイト・トゥ・ザ・
トップ／Gムバリ・アフリカ　〈ボーナス・トラック〉Hイエス、アイム・イン・
ラヴ（Instrumental）／Iイエス、アイム・イン・ラヴ（Vocal Version）
渡辺貞夫（as, sn, fl）、デイヴ・グルーシン（key）、エリック・ゲイル（g）、ジョージ・ベンソン（g）、ジェフ・ミ
ロノフ（g）、ボビー・ブルーム（g）、マーカス・ミラー（b）、バディ・ウィリアムス（ds）、ケン田村（vo）［I］ 他
【録音】1981年4月、5月　NY

盟友デイヴ・グルーシンとの名コンビが頂点を迎えた大ヒット・アルバム。ポップでメロディアス、ときにアフ
リカやブラジルのテイストを感じる音作りは今なお多くのリスナーに感動を与えている。エリック・ゲイル、
マーカス・ミラー、リチャード・ティーなど“ナベサダ・ファミリー”的面々に加え、ジョージ・ベンソンもゲスト参加。
タイトル曲は後に歌詞がつけられ、マイアミ・サウンド・マシーンがカヴァーしたことでも知られている。

盟友デイヴ・グルーシンとの絶妙なコンビネーションの中で生まれたグルーヴ感が
心地よい大ヒット・アルバム。ジョージ・ベンソンをはじめ、豪華ゲスト陣が多数参加。

SICJ 167
1981年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

渡辺貞夫

オレンジ・エクスプレス

2000年 DSDリマスタリング

Aサークル/ライン／Bシティ・スノー／Cガンボ／Dニュー・ネイティヴ　〈ボーナス・
トラック〉Eガンボ（Single Version）／Fサークル /ライン（Single Version）
菊地雅章（key）、日野皓正（bolivian flute, cor）、スティーヴ・グロスマン（ss, ts）、デイヴ・リーブマン（ss, a-fl, 
ts）、リッチー・モラレス（ds）、ヤーヤ・セディック（ds）、ハッサン・ジェンキンス（b）、ジェームス・メイスン（g）、
マーロン・グレイブス（g）、バリー・フィナティ（g）、ブッチ・キャンベル（g）、ビリー・パターソン（g）、アリリオ・リ
マ（perc）、アイーブ・ディエング（congas, perc）、アイアート・モレイラ（perc）、サム・モリソン（wind driver, 
ss）、エド・ウォルシュ（synth prog）　【録音】1980年11月　NY、1980年12月＆1981年1月　東京

マイルス・デイビスやギル・エヴァンスとの交流でも知られるキーボード奏者、菊地雅章が放つ
グルーヴ・ミュージックの極致。日野皓正、スティーヴ・グロスマン、ビリー・“スペースマン”・パター
ソンら凄腕が一堂に会し、オーヴァーダビングなしで空前のセッションを展開。ファンク、レゲエ、
ダブ等の要素も感じさせる音世界は、クラブ・ミュージック・シーンにも多大な影響を与えている。

マイルス・デイビスやギル・エヴァンスとの交流でも知られるキーボード奏者、
菊地雅章が作り上げた驚異の音空間。空前絶後のグルーヴ・フィーリングが炸裂。

SICJ 169
1981年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

菊地雅章

ススト +2

1998年 DSDリマスタリング

A アラカルダー／ B サム・ダム・ファン／ C マッドジャップ・エク
スプレス／Dスカイ・トーク
菊地雅章（key）、日野皓正（cor）、スティーヴ・グロスマン（ss, ts）、デイヴ・リーブマン（sax）、ビリー・パ
ターソン（g）、ブッチ・キャンベル（g）、リッチー・モラレス（ds）、ヴィクター・ジョーンズ（ds）、アイーブ・ディ
エング（perc, congas）、アイアート・モレイラ（perc） 他
【録音】1980年11月　NY、1980年12月＆1981年1月　東京

あの究極のグルーヴ名盤『ススト』と対をなすアルバム。『ススト』と同じセッションで録音された音源をもと
にした『続・ススト』とも言うべき作品で、そのクオリティーは『ススト』と比べても全くの遜色がない。創造の
ピークにあったキーボード奏者 /作曲家・菊地雅章が、日野皓正、スティーヴ・グロスマン、ビリー・“スペー
スマン”・パターソンらと共に、音の洪水のような怒涛のグルーヴ・サウンドを聴かせる本作も、必聴の1枚。

あの究極のグルーヴ名盤『ススト』と対をなすアルバム。音の洪水
のような怒涛のグルーヴ・サウンドを聴かせる本作も、必聴の1枚。

SICJ 170
1982年作品／ Label：Columbia ／解説：佐藤英輔
Stereo

菊地雅章

ワン・ウェイ・トラヴェラー

1998年 DSDリマスタリング

Aアイ・ソウト・イット・ワズ・ユー／Bテル・ミー・ア・ベッドタイム・
ストーリー／Cヘッド・イン・ザ・クラウズ／D処女航海／Eハーヴェ
スト・タイム／Fサンライト／Gバタフライ／Hアズ（永遠の誓い）
笠井紀美子（vo）、ハービー・ハンコック（key, vo）、ポール・ジャクソン（b）、ビル・サマーズ（perc）、ベニー・
モウピン（sax, b-cl）、アルフォンソ・ムゾーン（ds） 他
【録音】1979年10月　CBSソニー、信濃町スタジオ

70年代の日本のジャズ・シーンで圧倒的な名声を博した歌姫、笠井紀美子が、ハービー・ハ
ンコックの通称ヴォコーダー・バンドと共演した伝説的アルバム。「バタフライ」「処女航海」
らのハービーの代表曲、スティーヴィー・ワンダー「アズ（永遠の誓い）」等がこれ以上ない
ほどファンキーに彩られる。世界中のクラブDJをノックアウトし続けている、これぞ金字塔。

70年代、日本のジャズ・シーンの金字塔、ファンキー・テイス
トに溢れた名盤。

SICJ 171
1979年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

笠井紀美子

バタフライ

1999年マスター

Aアップ・カントリー／Bムズーリ／Cつま恋／Dオール・アバウト・ラヴ
／Eナイス・ショット／Fシーイング・ユー／Gノー・プロブレム／Hボア・
ノイチ／Iサン・ダンス／JＭ＆Ｍスタジオ／Kマイ・ディア・ライフ
渡辺貞夫（as, sn, fl）、デイヴ・グルーシン（key, arr）、エリック・ゲイル（g）、リチャード・ティー（key, p）、ス
ティーヴ・ガッド（ds）、アンソニー・ジャクソン（b）、ジェフ・ミロノフ（g）、ラルフ・マクドナルド（perc） 他　
【録音】1980年7月3日、4日　日本武道館 実況録音

ジャズ・フュージョン界の快挙として今なお語られる1980年7月2～ 4日の3日間の日本武道館公演の
エッセンスを収めたライヴ・アルバム。音楽監督はデイヴ・グルーシンが担当し、スティーヴ・ガッド、エリッ
ク・ゲイル等を軸としたバンドに加え、東京フィルハーモニーも参加。これまで以上に雄大なフュージョン・
サウンドが展開される。ここに収録されている「マイ・ディア・ライフ」を同曲のベストとする声も高い。

ジャズ・フュージョン界の快挙として今なお語られる日本武道館公演をパッケージ。総
勢１００人以上のミュージシャンを従えて、雄大なフュージョン・サウンドが展開される。

SICJ 168
1980年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

渡辺貞夫

ライヴ・アット武道館 
～ハウズ・エヴリシング

60年代から内外の一流ジャ
ズメンと共演を重ね、73年
ニューヨークに定住。自身
のユニット以外にも、ギル・エ
ヴァンス・オーケストラへの加
入、マイルス・デイビスとの共演
（公式未発表）等、2015年の
他界直前まで創造的な活躍
を続けた。『ススト』『ワン・ウェ
イ・トラヴェラー』は十数台の
キーボードを駆使した菊地
流エレクトリック・サウンドの極
致。アコースティック・ピアノに
よる演奏にも定評がある。

菊地 雅章
レジェンド・オブ・クロスオーヴァー＆フュージョン 04

Msabumi Kikuchi

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000167
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000168
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000169
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000170
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000171
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No.55

No.53

No.51 No.52

No.54

Aサム・スカンク・ファンク／Bスポンジ／Cクリーチャー・オブ・
メニー・フェイセス／D薄暮／Eスニーキン・アップ・ビハインド・ユー
／Fロックス／G浮揚／Hオー・マイ・スターズ／ID.B.B.
マイケル・ブレッカー（ts）、ランディ・ブレッカー（tp, flh）、デヴィッド・サンボーン（as）、ドン・グロルニッ
ク（key）、ボブ・マン（g）、ウィル・リー（b）、ハーヴィー・メイソン（ds）、ラルフ・マクドナルド（perc） 他
【録音】1975年1月　NY

70年代のミュージック・シーンに忽然と登場し、ジャズ～ロック～ファンクを融合した音楽性と圧倒的なテクニッ
クで絶大なインパクトを与えたユニットがアリスタ・レーベルからリリースした記念すべき第1作。フィラデルフィ
ア出身のランディ（1945年生まれ）とマイケル（1949年生まれ）のブレッカー兄弟にデヴィッド・サンボーンを
加えた最強の布陣による演奏を満喫できる。「サム・スカンク・ファンク」「スポンジ」「ロックス」ら名曲満載。

超絶技巧演奏でジャズ、フュージョン・ファンに衝撃を与えた記念すべきデ
ビュー・アルバム。「サム・スカンク・ファンク」「スポンジ」「ロックス」ら名曲満載。

SICJ 172
1975年作品／ Label：Arista ／解説：原田和典
Stereo

ブレッカー・ブラザーズ

ザ・ブレッカー・ブラザーズ

2007年リマスター

Aフィンガー・リッキン・グッド／Bファンキー・シー・ファンキー・
デュー／C愛ある限り／Dスクイッズ／Eドント・ストップ・ザ・
ミュージック／Fペタルス／Gタブラ・ラサ
マイケル・ブレッカー（ts, fl）、ランディ・ブレッカー（tp, flh）、クリストファー・パーカー（ds）、スティーヴ・
ガッド（ds）、レニー・ホワイト（ds）、ウィル・リー（b）、ドン・グロルニック（key）、スティーヴ・カーン（g）、
ハイラム・ブロック（g）、ラルフ・マクドナルド（perc） 他　【録音】1977年　NY

ジャズ～フュージョンの流れを変えたランディとマイケルの兄弟ユニットの通算第3弾（77
年リリース）。7管による分厚いホーン・セクションに加えて、コーラスやストリングスも大きく
導入し、さらにスケール感を増した音作りで魅了する。ディスコ調の「フィンガー・リッキン・グッ
ド」、マイケル・ブレッカーのショウケースというべき「ファンキー・シー・ファンキー・デュー」収録。

分厚いホーン・セクションに加えて、コーラスやストリングスも大
きく導入し、さらにスケール感を増した音作りで魅了する意欲作。

SICJ 174
1977年作品／ Label：Arista ／解説：金澤寿和
Stereo

ブレッカー・ブラザーズ

ドント・ストップ・
ザ・ミュージック

2007年リマスター

A カリコ・ベイビー／ B ホワイ・アイ・キャント・ファインド・ア・ホーム／
Cチャイルド・オブ・ウィズダム／Dジャスト・ビー・アワセルヴス／Eアイ・
キャント・ヒア・ユー／Fヒア・シー・カムズ・ナウ／Gドント・クライ・マイ・
レディ／Hメディケイテッド・グー／Iイマジン・マイ・サプライズ
マイケル・ブレッカー（sax）、ランディ・ブレッカー（tp）、バリー・ロジャース（tb）、ビリー・コブハム（ds）、
エドワード・ヴァーノン（key）、ドン・グロルニック（key）、ウィル・リー（b）
【録音】1971年　T.M.I. メンフィス、CBSニューヨーク・スタジオ

ブレッカー・ブラザーズの母体としても再評価が高まるジャズ・ロック・ユニット、ドリームス
の第2弾。ドン・グロルニックやウィル・リーを新たにメンバーに加え、さらにスケール感豊
かなサウンドを展開。“時代の先を行き過ぎていた”と評価される音作りは、今なお鮮度
を増すばかりだ。

“時代の先を行き過ぎていた”と再評価の声が高いドリーム
スの第2弾。

SICJ 176
1972年作品／ Label：Columbia ／解説：原田和典
Stereo

ドリームス

イマジン・マイ・サプライズ

2008年リマスター

Aキープ・イット・ステディ／Bブギー天国／Cラヴリー・レディ／Dナイト・
フライト／Eスリック・スタッフ／Fディグ・ア・リトル・ディーパー／Gグリー
ス・ピース／Hホワット・キャン・ア・ミラクル・ドゥ／Iウェイスティン・タ
イム・ウィズ・ユー
マイケル・ブレッカー（ts, fl）、ランディ・ブレッカー（tp, flh）、デヴィッド・サンボーン（as）、ドン・グロルニッ
ク（key）、スティーヴ・カーン（g）、ウィル・リー（b）、クリストファー・パーカー（ds）、スティーヴ・ガッド（ds）、
ラルフ・マクドナルド（perc） 他　【録音】1976年11月　NY

最強の兄弟ユニット、ブレッカー・ブラザーズの発足第2弾。ランディのトランペット、マイ
ケルのサックスが超絶技巧の限りを聴かせ、デヴィッド・サンボーン、スティーヴ・ガッド、ウィ
ル・リー等も圧倒的なプレイを披露。ヴォーカル陣には、ルーサー・ヴァンドロスやパティ・オー
スティンの名もクレジットされている。夢のような顔ぶれが生んだ、永遠のベストセラー。

ランディとマイケルが超絶技巧の限りを聴かせる永遠のベストセラー。デ
ヴィッド・サンボーン、スティーヴ・ガッド、ウィル・リー等も圧倒的なプレイを披露。

SICJ 173
1976年作品／ Label：Arista ／解説：佐藤英輔
Stereo

ブレッカー・ブラザーズ

バック・トゥ・バック

2006年リマスター

Aデヴィル・レディ／B15マイルス・トゥ・プロヴァ／Cザ・マリーアン／Dホ
リー・ビー・ホーム／ E トライ・ミー／ F ドリーム・スイート（A ASSET 
STOP）／ G ドリーム・スイート（B JANE）／ H ドリーム・スイート（C 
CRENCHY GRENOLA）／Iニューヨーク
マイケル・ブレッカー（sax）、ランディ・ブレッカー（tp）、バリー・ロジャース（tb）、ビリー・コブハム（ds）、ジェ
フ・ケント（key）、ダグ・ラバーン（b）、エドワード・ヴァーノン（key）、ジョン・アーバクロンビー（g）
【録音】1970年　CBSシカゴ、ニューヨーク・スタジオ

ランディ・ブレッカー、マイケル・ブレッカー、ビリー・コブハム、ジョン・アーバクロンビーらが
結成したドリームスのデビュー作。ロックのエネルギーとジャズの即興性がぶつかり合う
サウンドは今こそ再評価されるべき。ルネ・マグリットの名画を使用したアルバム・カヴァー
も美しい。

ランディ・ブレッカー、マイケル・ブレッカー、ビリー・コブハム、ジョン・
アーバクロンビーらが結成したドリームスの第１作（70年リリース）。

SICJ 175
1970年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

ドリームス

ドリームス

2008年リマスター

ホレス・シルヴァー・クインテット、
ドリームス等で共に活動を続
けてきたトランペット奏者のラ
ンディ（45年生まれ）とサック
ス奏者のマイケル（49年生ま
れ、2007年死去）のブレッカー
兄弟が75年に結成。エフェク
ターを駆使したプレイ、ジャズ
～ロック～ファンクを横断す
るような痛快な音作りでシー
ンに衝撃を与えた。代表曲は
「サム・スカンク・ファンク」等。
81年に活動休止後、92年に
再結成された。

ブレッカー・ブラザーズ
レジェンド・オブ・クロスオーヴァー＆フュージョン 05

The Brecker Brothers

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000172
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000173
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000174
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000175
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000176
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No.57

No.59

No.58

No.60

Aモーニング・ダンス／Bジュビリー／Cラスル／Dソング・フォー・ロー
レイン／Eスターバースト／Fヘリオポリス／Gイット・ダズント・マター
／Hリトル・リンダ／Iエンド・オブ・ロマンティシズム
ジェイ・ベッケンスタイン（sax）、ジェレミー・ウォール（key）、トム・シューマン（key）、デイヴ・サミュエ
ルズ（vib 他）、マイケル・ブレッカー（ts）、ランディ・ブレッカー（tp）、ジョン・トロペイ（g）、チェット・カタ
ロ（g）、ウィル・リー（b）、スティーヴ・ジョーダン（ds）、ルーベンス・バッシーニ（perc） 他
【録音】1978年 

サックス奏者ジェイ・ベッケンスタインを中心とするユニット“スパイロ・ジャイラ”の出世作にして、
フュージョン黄金時代を象徴する超名盤。タイトル曲を筆頭に彼らを代表するナンバーが満載。
マリンバを生かした清涼感あふれるサウンドは、ジャンルを超えて多くのファンに支持された。マ
イケル・ブレッカー、ランディ・ブレッカー、ウィル・リーらゲスト陣の入魂のプレイも聴き逃せない。

サックス奏者ジェイ・ベッケンスタインを中心とするユニット“スパイ
ロ・ジャイラ”の出世作にして、フュージョン黄金時代を象徴する超名盤。

SICJ 178
1979年作品／ Label：RCA／解説：原田和典
Stereo

スパイロ・ジャイラ

モーニング・ダンス

2005年リマスター

Aインクブラット11／Bダブル・クロス／Cネイキッド・トゥルー
ス／Dサレンダー／Eビッグ・トラブル／Fグッドバイ／Gダー
ティ・ドンナズ・ハウス・パーティー／Hザ・プリンス／Iサンライ
ズ／Jミーン・ストリート／Kまごころ
ラリー・カールトン（g）、マット・チェンバレン（ds）、マイケル・ローズ（g）、ジェフ・バブコ（key） 他
【録音】2004年4月、8月

「ルーム335」のビッグ・ヒットで知られるギター・ヒーロー、ラリー・カールトンのBMG移
籍第1弾。通算24作目となる2005年作品。メタリカやカイリー・ミノーグの作品にも携
わってきたチャバ・ペトスをプロデューサーに迎え、一層ブルース・ロック色を強化。グルー
ヴ感満載の音作りと、ワン＆オンリーのギター・プレイに浸ることができる。

ブルース・ロック色を前面に出したグルーヴ感満載の音作りと、ワン＆
オンリーのギター・プレイを聴かせる通算24作目となる2005年作品。

SICJ 180
2005年作品／ Label：RCA／解説：工藤由美
Stereo

ラリー・カールトン

ファイアワイヤー

2005年マスター

Aギャラクシア／Bザッツ・ザ・タイム／Cブレイク・イット・アウ
ト／ D ローリン／ E レッツ・メイク・ラヴ／ F ハートフェルト／
Gタリ・ホー／Hカフェ・ラモール／Iジュ・ジュ／Jゴーイン・バッ
ク・ホーム／Kカルマ／Lメイキング・アップ／Mソフト・カレス
フォープレイ：ボブ・ジェームス（key）、ネーザン・イースト（b, vo）、ハーヴィー・メイソン（ds）、ラリー・カー
ルトン（g）　【録音】2002年 

四半世紀の歴史を誇るフュージョン/スムース・ジャズの代名詞的ユニット、フォープレイがRCA傘下のブルーバー
ド・レーベルからリリースした移籍第1弾作品。ボブ・ジェームスのクラシカルなピアノと、ラリー・カールトンのブ
ルージーなギターが絶妙に調和。リスペクトと信頼の絆で結ばれたフォープレイは、他の追随を許さない最高
品質のアンサンブルを聴かせてくれる。ネーザン・イーストが歌う人気ナンバー「レッツ・メイク・ラヴ」収録。

四半世紀の歴史を誇るフュージョン／スムース・ジャズの代名詞的ユニット、フォー
プレイがRCA傘下のブルーバード・レーベルからリリースした移籍第1弾作品。

SICJ 179
2002年作品／ Label：RCA／解説：工藤由美
Stereo

フォープレイ

ハートフェルト

2002年マスター

Aほんの少し／Bスイート・シンコペイション／C“コンドル”の
テーマ／Dファットバック／E過去の想い出／Fキャタピラー／
G宇宙讃歌／Hワイルド・ライス／Iオーラ・マリア
リー・リトナー（g）、デイヴ・グルーシン（key）、マイケル・オマーティアン（clav）、ハーヴィー・メイソン（ds）、
トム・スコット（ts）、アーニー・ワッツ（ts）、チャック・レイニー（b）
【録音】1975年10月　LA ハリウッド

フュージョン・シーンを牽引するギタリスト、リー・リトナーが24歳のときにリリースしたファー
スト・アルバム。デイヴ・グルーシン、ハーヴィー・メイソンら生涯の音楽仲間とともにポップ
なオリジナル曲からアントニオ・カルロス・ジョビンの名曲までを流麗にプレイする。リー・リ
トナーの文字通りの原点を記録した一枚。

フュージョン・シーンを牽引するリトナーのファースト・アル
バム。

SICJ 181
1976年作品／ Label：Epic ／解説：石沢功治
Stereo

リー・リトナー

ファースト・コース

1993年リマスター

No.56

2016年リマスター

A シェイカー・ソング／ B オパス・ドパス／ C マレット・バレエ／
Dピグミー・ファンク／Eカスケイド／Fリティーシア／Gミード
ジェイ・ベッケンスタイン（sax）、ジェレミー・ウォール（p, key）、ジム・クルズドルファー（b）、トム ・ ウォ
ルシュ（ds, perc）、エミール・ラティモア（congas, perc）、ルーベンス・バッシーニ（congas）、デイヴ・
サミュエルズ（marimba, tabla）、トム・シューマン（p, key） 他
【録音】1977年 

サックスとマリンバが織りなす爽やかなアンサンブルで一世を風靡したグループ、スパイロ・ジャ
イラの記念すべきデビュー作。ジェイ・ベッケンスタイン、ジェレミー・ウォール、デイヴ・サミュエル
ズ等の主要ラインナップはすでにここで顔を揃えている。その後の成功の予兆と革新性の2面
が鮮明に表れている作品。マンハッタン・トランスファーもカヴァーした「シェイカー・ソング」収録。

サックスとマリンバが織りなす爽やかなアンサンブルで一世を
風靡したグループ、スパイロ・ジャイラの記念すべきデビュー作。

SICJ 177
1978年作品／ Label：RCA／解説：工藤由美
Stereo

スパイロ・ジャイラ

スパイロ・ジャイラ

1970年代半ば、サッ
クス奏者ジェイ・ベッ
ケンスタインを中心
に結成。79年リリー
スの『モーニング・ダ
ンス』が70万枚以
上のビッグ・ヒットと
なり、一躍フュージョ
ン・シーンを代表す
る存在となった。こ
れまでに30枚もの

オリジナル・アルバムを発表し、累計セールスは1,000万枚超。いま
なお精力的にツアーやレコーディングを続ける、最も歴史のある
フュージョン・グループのひとつである。

スパイロ・ジャイラ
レジェンド・オブ・クロスオーヴァー＆フュージョン 06

Spyro Gyra

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000177
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000178
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000179
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000180
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000181
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No.64

No.61 No.62

2000年リマスター

Aワイルド・ドッグ／Bルイ・ルイ／Cスウィート・ベイビー／Dアイ・ジャ
スト・ウォント・トゥ・ラヴ・ユー／Eネヴァー・ジャッジ・ア・カヴァー・バイ・
イッツ・ブック／Fレッツ・ゲット・スターティッド／Gウィナーズ／Hタッ
チ・アンド・ゴー／Iファインディング・マイ・ウェイ
スタンリー・クラーク（b, vo）、ジョージ・デューク（key, vo）、ジョン・ロビンソン（ds）、マイケル・ボディッ
カー（synth）、ジェリー・ヘイ（tp）
【録音】1981年

リターン・トゥ・フォーエヴァー他で活動した超絶ベーシストのスタンリー・クラークと、フランク・ザッ
パやマイルス・デイビスとの共演でも名を馳せたキーボード奏者、ジョージ・デュークが組んだ“夢
のユニット”の第一弾。ディスコ・ブーム真っ只中の頃、ダンスフロアを揺らしたC「スウィート・
ベイビー」、D「アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・ラヴ・ユー」など、ポップでファンキーな曲が並ぶ。

超絶ベーシスト、S・クラーク×敏腕キーボーディスト、G・デュークによるドリー
ム・ユニット第一弾！「スウィート・ベイビー」が世界的にメガヒットを記録。

SICJ 185
1981年作品／ Label：Epic ／解説：金澤寿和
Stereo

スタンリー・クラーク&
ジョージ・デューク

クラーク=デューク・
プロジェクト

1999年リマスター

Aキャプテン・フィンガーズ／Bドルフィン・ドリームス／Cフライ・バイ・
ナイト／ D マルガリータ／ E 可愛いアイシャ／ F スペース・グライド／
Gサン・ソング
リー・リトナー（g）、デイヴ・グルーシン（key）、デヴィッド・フォスター（key）、ジェイ・グレイドン（g）、レイ・
パーカーJr.（g）、アンソニー・ジャクソン（b）、ハーヴィー・メイソン（ds）、ビル・チャンプリン（vo）
【録音】1976年9月、11月 &1977年2月　ケンダン・レコーダー、バーバンク、ウェスタン・レコーダー、
LA　サウンド・ラブ、LA

フュージョン・ギター界のオピニオン・リーダーが77年にリリースしたセカンド・リーダー・ア
ルバムにして出世作。ジェイ・グレイドンやレイ・パーカーJr.をサイド・ギターに迎え、ビル・
チャンプリンの歌もフィーチャー。タイトル曲ではバンド一丸となった超絶的なユニゾン・プ
レイで圧倒する。若きリトナーの幅広い音楽性が反映された永遠のベストセラー。

フュージョン界のオピニオン・リーダー、リトナーが77年に
発表した出世作。

SICJ 182
1977年作品／ Label：Epic ／解説：村井康司
Stereo

リー・リトナー

キャプテン・フィンガーズ

1993年リマスター

AK.Y.アンド・ザ・カーブ／Bショー・ナフ・グルーヴ／Cザ・メイズ／Dスイート・マー
シー／Eアースムーヴァー・プレリュード／Fバーサ・バプティスト／Gファースト・
サマー／Hノー・ランズ・マン／Iホエン・アイム・ウィズ・ユー　〈ボーナス・トラック〉
JK.Y. アンド・ザ・カーブ（Single Version）／Kザ・メイズ（Single Version）
ハーヴィー・メイソン（ds, vo）、リー・リトナー（g）、パトリース・ラッシェン（p）、ヤン・ハマー（key）、グレッグ・
フィリンゲインズ（key）、ルイス・ジョンソン（b, g）、アンソニー・ジャクソン（b）、メリー・クレイトン（vo） 他
【録音】1976年7月　LA

ハービー・ハンコックの『ヘッド・ハンターズ』に参加、90年代以降はフォープレイのドラマーとしても人気のハーヴィー・
メイソンのセカンド・アルバム。リー・リトナー（g）、パトリース・ラッシェン（key）、アンソニー・ジャクソン（b）、シーウィ
ンド・ホーンズら、後に“ジェントル・ソウツ”で合流するメンバーと息の合ったプレイを繰り広げる。他にモータウン・
ビートの肝ともいえるジェイムス・ジェマーソン（b）も参加。サービス精神満載の痛快作。ボーナス・トラック２曲を追加。

軽やかにグルーヴする西海岸系フュージョン痛快作。ウエス
トコーストの人気ミュージシャンが勢揃い！

SICJ 183
1976年作品／ Label：Arista ／解説：金澤寿和
Stereo

ハーヴィー・メイソン

アースムーヴァー

SICJ 184
1977年作品／ Label：Arista
解説：金澤寿和
Stereo

Aパック・アップ・ユア・バッグス／Bティル・ユー・テイク・マイ・ラヴ／Cスペース・カデッツ／Dフリーダム・イー
ザー・ウェイ／Eファンク・イン・ア・メイソン・ジャー／Fホワッツ・ゴーイング・オン／Gセット・イット・フリー
／Hファンタジア／Iリキッド
〈ボーナス・トラック〉Jパック・アップ・ユア・バッグス（Single Version）／Kティル・ユー・テイク・マイ・ラヴ
（12” Version）
ハーヴィー・メイソン（ds, vib, vo）、ジョージ・ベンソン（g）、ジェイ・グレイドン（g）、リー・リトナー（g）、フィル・アップチャーチ（g）、ボブ・ジェームス（key）、デイヴ・グルー
シン（key）、デヴィッド・フォスター（key）、トム・スコット（ts）、アル・マッケイ（EW&F）（g）、タワー・オブ・パワー・ホーンズ、シーウィンド・ホーンズ 他
【録音】LA

これだけのメンバーを揃えられるのはハーヴィーだけ！
極上のグルーヴを紡ぎ出すために超一流ミュージシャンを招いた贅沢極まりないアルバム。

NYのスティーヴ・ガッド、LAのハーヴィー・メイソン！90年代から現在までフォープレイで活躍するハーヴィーの1977年作。リー・リトナー、デヴィッド・フォスター、
ジェイ・グレイドンら今では考えられない超豪華メンバーと共に、フュージョン・サウンドの粋を聴かせる。故マーヴィン・ゲイのF「ホワッツ・ゴーイング・オン」
ではジョージ・ベンソンをフィーチャー。他にもハーヴィー自身がヴォーカルをとるタイトル曲Eなどファンキーでポップな作品。ボーナス・トラック２曲を追加。

ハーヴィー・メイソン

ファンク・イン・ア・メイソン・ジャー

2000年リマスター

No.63

60年代から内外の一流ジャ
ズメンと共演を重ね、73年
ニューヨークに定住。自身の
ユニット以外にも、ギル・エヴァ
ンス・オーケストラへの加入、
マイルス・デイヴィスとの共演
（公式未発表）等、2015年
の他界直前まで創造的な活
躍を続けた。『ススト』『ワン・
ウェイ・トラベラー』は十数台
のキーボードを駆使した菊地
流エレクトリック・サウンドの極
致。アコースティック・ピアノに
よる演奏にも定評がある。

菊地 雅章
レジェンド・オブ・クロスオーヴァー＆フュージョン 07

キーボード奏者/シンガー/プ
ロデューサーとしてフュージョ
ン/ブラック・コンテンポラリー
界をリードした才人。『ブラジ
リアン・ラヴ・アフェア』、ダンス・
ナンバー「シャイン・オン」を含
む『ドリーム・オン』など数々の
ソロ・アルバムをリリースする
いっぽう、スタンリー・クラーク
との“クラーク・デューク・プロ
ジェクト”、マイルス・デイビス
やナタリー・コールらの音楽プ
ロデュースにも手腕を発揮し
た。2013年死去。

ジョージ・デューク
George Duke

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000182
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000183
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000184
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000185
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No.66

No.69

No.67

Aシャイン・オン／Bユー／Cドリーム・オン／Dオールウェイズ・ビー・
ユア・フレンズ／Eフレイムド／Fライド・オン・ラヴ／Gサン・オブ・リーチ・
フォー・イット／Hサムデイ／Iポジティヴ・エナジー／Jレット・ユア・ラヴ・
シャイン　〈ボーナス・トラック〉Kシャイン・オン（Single Edit）／Lライ
ド・オン・ラヴ（Single Edit）
ジョージ・デューク（key, vo）、バイロン・ミラー（b）、レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）、マイケル・セン
ベロ（g）、ジェリー・ヘイ（tp）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）　【録音】LA

クラーク=デューク・プロジェクトで確立したAOR～ブラコン要素を取り入れたポップなジャズ・ファンク・スタイ
ルをさらに推し進めた傑作。不滅のディスコ・ヒットA「シャイン・オン」を収録。キーボード、歌、プロデュースに
マルチな才能を発揮するデュークと、レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）、バイロン・ミラー（b）、マイケル・センベロ
（g）ら馴染みのミュージシャンによる切れ味も抜群。強力なファンクからメロウなバラードまで、いっさい捨て曲なし。

不滅のサーファー・ディスコ・ヒット「シャイン・オン」収録！流行りのブラコン～
AORを取り入れたポップなジャズ・ファンクで人気を決定づけたベストセラー。

SICJ 187
1982年作品／ Label：Epic ／解説：金澤寿和
Stereo

ジョージ・デューク

ドリーム・オン

2014年リマスター

Aフューエル・フォー・ザ・ファイア／Bアイ・チング（ブック・オブ・チェ
ンジズ）／Cターン・オフ・ザ・ライツ／Dフローティング／EH+J=B
（ハッスル +ジャム =ブレッド）／Fピープル・ドゥ・ビー・ファニー／
Gニューヨーク・エレクトリック・ストリート・ミュージック
ラリー・ヤング（key, synth, org, p, vo）、サンチャゴ・ソラーノ（g）、フェルナンド・ソーンダース（b）、ロ
ブ・ゴットフリード（ds, perc）、ローラ “テキーラ” ローガン（vo）　【録音】1975年

1940年、ニュージャージー生まれ（1978年没）。マイルス・デイビス『ビッチェズ・ブリュー』への参加やジミ・ヘン
ドリックスとの交友でも歴史に名を残す異能キーボード奏者、ラリー・ヤングがブルーノートから移籍し、1975
年に結成した新ユニットによる一枚。その多彩な音楽性を物語るナンバーG「ニューヨーク・エレクトリック・
ストリート・ミュージック」を収録。ルー・リードとの共演で知られるフェルナンド・ソーンダース（b）の参加も貴重。

“オルガンのコルトレーン”の異名をとるキーボード奏者のコズ
ミック・ファンクな作品。クラブDJの間でも人気の高い一枚。

SICJ 190
1975年作品／ Label：Arista ／解説：原田和典
Stereo

ラリー・ヤング

ラリー・ヤングズ・フューエル

2005年リマスター

Aスクール・デイズ／Bクワイエット・アフタヌーン／Cザ・ダンサー
／Dデザート・ソング／Eホット・ファン／Fライフ・イズ・ジャス
ト・ア・ゲーム
スタンリー・クラーク（b）、ジョージ・デューク（key）、ビリー・コブハム（ds）、スティーヴ・ガッド（ds）、ジョ
ン・マクラフリン（g）、イカルス・ジョンソン（g）
【録音】1976年　NY、LA

リターン・トゥ・フォーエヴァーのベーシストとして人気を確立した鬼才、スタンリー・クラークが1976年に発表
した4枚目のリーダー作。全米ジャズ・チャートで2位を記録し、フュージョン時代の到来を告げたベストセラー。
エレクトリック・ベースをまるでギターのように操りながら、ハッピーかつダンサブルなサウンドを繰り広げてい
る。ジョージ・デューク（key）やビリー・コブハム（ds）ら、その後の活動のキーになるメンバーが集結。

フュージョン時代幕開けの息吹を感じさせる人気の4作目。気心の知れた
ミュージシャンたちとリラックスした雰囲気の中で、縦横無尽にベースが泳ぐ！

SICJ 188
1976年作品／ Label：Epic ／解説：金澤寿和
Stereo

スタンリー・クラーク

スクール・デイズ

1999年リマスター

SICJ 186
1979年作品／ Label：Epic
解説：金澤寿和
Stereo

Aブラジリアン・ラヴ・アフェア／Bサマー・ブリージン／Cカーネーションとシナモン／Dアローン 6AM／
Eブラジリアン・シュガー／Fシュガー・ローフ・マウンテン／Gよみがえる愛／Hリオの嵐／Iアイ・ニード・
ユー・ナウ／Jアオ・ケ・ヴァイ・ナセール
〈ボーナス・トラック〉Kカッシャンガー／Lブラジリアン・ラヴ・アフェア（Single Edit）
ジョージ・デューク（key, vo）、バイロン・ミラー（b）、リッキー・ローソン（ds）、ローランド・バティスタ（EW&F）（g）、ジェリー・ヘイ（tp）、シーラ・E（perc）、ミルトン・ナシメ
ント（vo, g）、アイアート・モレイラ（perc）、フローラ・プリン（vo）、トニーニョ・オルタ（g）
【録音】1979年　リオ・デ・ジャネイロ、LA

メロウ&ファンキーなブラジリアン・フュージョンの傑作！
USとブラジルの凄腕ミュージシャンたちの手で、美しいメロディーと豊かなビートが溶けあう。

フュージョン～ブラコン・シーンに不滅の地位を築くキーボーディスト／プロデューサーが、リオ・デ・ジャネイロとロサンゼルスで制作した極上セッション。
US側はバイロン・ミラー（b）、リッキー・ローソン（ds）、ブラジル側はミルトン・ナシメント（vo, g）、アイアート・モレイラ（perc）ら素晴らしいミュージシャ
ンたちが、豊かなリズムと薫り立つメロウネスが溶けあい、美しい世界を展開する。タイトル曲Aはブラジリアン・フュージョンの大定番。

ジョージ・デューク

ブラジリアン・ラヴ・アフェア

2014年リマスター

No.65

Aハイダウェイ／Bオーヴァージョイド／Cマイ・ラヴ、ハー・インスピレーショ
ン／Dホエア・ドゥ・ウィ・ゴー／Eジョンソン・ストリートの少年たち／Fオー
ルド・フレンズ／Gホエン・イッツ・コールド・アウトサイド／Hリッスン・トゥ・ザ・
ビート・オブ・ユア・ハート／Iバスケットボール／Jアイム・ヒア・トゥ・ステイ
スタンリー・クラーク（b）、スタンリー・ジョーダン（g）、ジョージ・ハワード（sax）、アンジェラ・ボフィル（vo）、
ゲリー・ブラウン（ds）、ポール・ジャクソンJr.（g）、スチュワート・コープランド（ポリス）（ds）、ハービー・
ハンコック（key）、ジョン・ロビンソン（ds）、ラリー・グラハム（b）　【録音】LA

チック・コリア、ジョージ・デューク、近年では上原ひろみ等、数多くの名プレイヤーとコラボレート、名演を残してき
た超絶ベーシスト、スタンリー・クラークの1986年作品。ハービー・ハンコックやスチュワート・コープランド（ポリス）、
アンジェラ・ボフィル、そしてライバルでもある同じベーシストのラリー・グラハムといった多彩なゲストを迎え、ジャ
ンルを超越したピースフルな世界を繰り広げる。スティーヴィー・ワンダーのカヴァーB「オーヴァージョイド」は絶品。

スーパー・ベーシストの新たな一歩。フュージョンの時代を抜け、
来るべきスムース・ジャズの時代を予感させる極上のアルバム。No.68

SICJ 189
1986年作品／ Label：Epic ／解説：工藤由美
Stereo

スタンリー・クラーク

ハイダウェイ

2016年リマスター

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000186
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000187
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000188
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000189
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000190
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No.71

No.72

No.70

2005年リマスター

Aソーサリス／Bプレリュード／Cエクスパンションズ／Dマイ・
ラヴ／E新世界への展望（パート1）／F新世界への展望（パート2）
／Gウォーターカラーズ／Hサンセット
ロニー・リストン・スミス（p, key, perc）、ドナルド・スミス（fl, vo）、デイヴ・ハバード（ts, ss）、ハリウッ
ド・バーカー（ds）、マイケル・カルヴィン（perc）、アル・アンダーソン（b）、ロナルド・D・ミラー（g）
【録音】1977年5月19日～ 21日

1940年生まれ。スピリチュアル・ジャズとジャズ・ファンクを結び付けたパイオニアのひとり、ロニー・リストン・
スミスが人気絶頂時に自身のグループ“コズミック・エコーズ”を率いて行なったライヴ・レコーディング。ワ
ン＆オンリーのキーボード・プレイや実弟ドナルドのヴォーカルをフィーチャーしながら、聴き手を熱狂の渦
に巻き込む。クラブ・ヒットとしても知られるC「エクスパンションズ」も怒涛のライヴ・ヴァージョンで収録。

孤高のグルーヴ・マスター、ロニー・リストン・スミス率いるバンドの白
熱のライヴ。バンドがひとつになった演奏は圧巻のひと言に尽きる。

SICJ 192
1977年作品／ Label：RCA／解説：佐藤英輔
Stereo

ロニー・リストン・スミス

ライヴ！～入魂

2004年リマスター

Aサンバースト／Bジャーニー・イントゥ・ラヴ／Cフローティング・
スルー・スペース／Dブライト・モーメント／Eウィ・キャン・ドリー
ム／ F スプリングタイム・マジック／ G ラヴランド／ H エクスプ
ロレイションズ
ロニー・リストン・スミス（key）、マーカス・ミラー（b）、ロナルド・D・ミラー（g）、ジョージ・ジョンソン（ds）、デ
イヴィッド・ハバード（sax, fl）、ドナルド・スミス（vo）、ローレン・キリアン（perc）　【録音】1978年　NY

ファラオ・サンダースやマイルス・デイビスとの共演でも知られる個性派キーボード奏者、ロニー・リストン・スミス。本作はフ
ライング・ダッチマンからメジャーのコロムビア移籍第一弾にあたる。弱冠19歳で、マイルス・デイビス・バンド参加以前の
マーカス・ミラー（b）を全面起用。“愛に満ちた楽園”というコンセプトのもと、B「ジャーニー・イントゥ・ラヴ」を筆頭に、メ
ロウでグルーヴィーな名演が並ぶ。ラムゼイ・ルイス作品などで知られるバート・デコトーを共同プロデューサーに迎えている。

90年代以後、クラブDJたちから再評価されたグルーヴ・マ
スターの隠れ名盤。若き日のマーカス・ミラーが全面参加！

SICJ 193
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：佐藤英輔
Stereo

ロニー・リストン・スミス

ラヴランド

1999年リマスター

Aムーンウォーク／Bスタートリッパー／Cスティッキー・ウィケッ
ト／Dフライタイム／Eスペースボール／Fメッセージ・フロム・
マーズ／Gアイム・アウェア・オブ・ユー
ラリー・ヤング（key, synth, org, p）、ジュリアス・ブロッキントン（clavinet, p, moog）、ジム・アリン
トン（ds, perc）、レイ・ゴメス（g）、ダニー・トーン（g）、アル・ロケット（ts, ss, fl, vo）、デイヴ・ユーバンク
ス（b）、ポーラ・ウェスト（vo）、ラリー・コリエル（g）　【録音】1976年

1940年、ニュージャージー生まれ（1978年没）。“ジャズ・オルガン界のジョン・コルトレーン”と呼ばれ
た鬼才が、早すぎる死の直前にたどりついた境地。フェンダー・ローズ、アープ・シンセ、ミニ・ムーグなど
様々なキーボードを駆使しながら、同時期のファンカデリックやオハイオプレイヤーズに通じるコズミッ
クなファンク・サウンドを聴かせる。レーベル・メイトになったばかりのラリー・コリエル（g）がゲスト参加。

37歳の若さでこの世を去った鬼才、ラリー・ヤングの実質的なラスト・
アルバム。新境地を開拓したコズミックなボッサ・ナンバーが心地よい。

SICJ 191
1976年作品／ Label：Arista ／解説：佐藤英輔
Stereo

ラリー・ヤング

スペースボール

Aフェリックス・レオ／Bゴッド・ブレス・ザ・ブルース／Cウォッ
チャー／Dジャーニー／Eザ・グルーヴ／Fユール・ネヴァー・ノ
ウ／Gリターン／Hパーケイ・マン
ロドニー・フランクリン（key）、フィリス・セント・ジェイムス（vo）、サル・ロバーツ（vo）、トニー・セント・
ジェイムス（ds）、シーウィンド・ホーンズ（horn）
【録音】1979年9月、10月　ベア・ウエスト・スタジオ、SF

10代でフュージョン・シーンに躍り出たキーボード奏者、ロドニー・フランクリンのサード・ア
ルバム。代表曲として名高い「ザ・グルーヴ」を筆頭に躍動感たっぷりのファンキー・フュー
ジョンを繰り広げている。フィリス・セント・ジェイムスらシンガー陣、ポール・バックマスター
らアレンジャー陣の充実ぶりも聴き逃せない。

10代でフュージョン・シーンに躍り出たキーボード奏者、ロ
ドニー・フランクリンのサード・アルバム。No.73

SICJ 194
1980年作品／ Label：Columbia ／解説：金澤寿和
Stereo

ロドニー・フランクリン

ユール・ネヴァー・ノウ

2008年リマスター

SICJ 195
1982年作品／ Label：Columbia
解説：金澤寿和
Stereo

Aイナフ・イズ・イナフ／Bザッツ・ザ・ウェイ・アイ・フィール・アバウト・ユア・ラヴ／Cサンシャイン／Dドン
ト・ウォナ・レット・ユー・ゴー／Eセイリング／Fジェネシス /ニュー・デイ /ネイチャーズ・ウェイ /アーリー・
モーニング / レット・ゼア・ビー・ライト／Gラーニング・トゥ・ラヴ／Hイナフ・イズ・イナフ（映画「リボルバー
～怒りの38口径」テーマ）
ロドニー・フランクリン（key）、スタンリー・クラーク（b）、トム・スコット（ts）、アルフォンソ・ムゾーン（ds）、アーノルド・マッカラー（vo）、エイブ・ラボリエル（g）、ネイザン・イー
スト（b）、ハワード・スミス（vo）
【録音】1979年9月、10月　ベア・ウエスト・スタジオ、SF

ポスト・ハービー・ハンコックとして注目を浴びたロドニー・フランクリンの力作。

70年代後半から80年代初頭にかけて“ポスト・ハービー・ハンコック”の一番手と目されていたロドニー・フランクリンの力作。スタンリー・クラークを
プロデューサーに迎え、ディスコ～ブラック・コンテンポラリー色の強いサウンドを展開。クリストファー・クロスの「セイリング」をカヴァーしたことも話
題を集めた。

ロドニー・フランクリン

ラーニング・トゥ・ラヴ

2012年 DSDマスタリング

No.74

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000191
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000192
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000193
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000194
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000195
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No.75

No.77

No.79

No.76

No.78

No.80

2007年リマスター

Aイート・イット／Bソング・フォー・ア・サッカー・ライク・ユー／Cアイ・
リメンバー・クリフォード／Dいつか王子様が／Eミッドナイト・タン
ゴ～ウォーキング・ウィズ・ザ・ブルース／Fカム・トゥゲザー
ベン・シドラン（p, vo）、トニー・レヴィン（b）、スティーヴ・ジョーダン（ds）、スティーヴ・カーン（g）、マイク・
マイニエリ（vib）、マイケル・ブレッカー（ts）、ランディ・ブレッカー（tp）
【録音】1978年7月23日　モントルー・ジャズ・フェスティバルでライヴ録音

ボズ・スキャッグス、スティーヴ・ミラーとの交友でも知られる弾き語りの名人、“ドクター・ジャズ”ことベン・シド
ランの代表作。1978年、あの『アリスタ・オールスターズ』と同じメンバーによるモントルー・ジャズ・フェスティ
バルでのライヴ盤。軽妙洒脱なヴォーカル＆ピアノ、マイケル・ブレッカー（ts）のジャズからポップスまで完成
度の高いソロ・パフォーマンスを披露。ジャズ、ロック、ソウル、ファンクの垣根を超えた音作りに酔いしれたい。

マイケル&ランディのブレッカー兄弟ら70年代フュージョン
を代表する“オールスターズ”と繰り広げられた白熱のライヴ盤。

SICJ 196
1978年作品／ Label：Arista ／解説：金澤寿和
Stereo

ベン・シドラン

ライヴ・アット・モントルー

2007年リマスター

Aオー！マリー・ドンチュー・ウィープ／Bサンバー／Cマルティ
プリケイション／ D モーニング・グローリー／ E ジプシー・ジェロ
／F時には母のない子のように
エリック・ゲイル（g）、ボブ・ジェームス（key）、ラルフ・マクドナルド（perc）、リチャード・ティー（key）、ウィ
リー・ウィークス（b）、アルフォンソ・ジョンソン（b）、スティーヴ・ガッド（ds）、ランディ・ブレッカー（sax） 他
【録音】1977年　サウンド・ミキサー・スタジオ、メディア・サウンド、NY

70年代フュージョン・シーンを支えた重鎮ギタリスト、エリック・ゲイルのColumbia 移籍
第2弾。レイ・チャールズとの共演で知られる名サックス奏者、ハンク・クロフォードら錚々
たるメンバーと共に、ブルージーでソウルフルなプレイをたっぷり展開、ジェントル・ソウツ
の演奏で有名な「モーニング・グローリー」の収録もポイント。

70年代フュージョンの重鎮ギタリスト、エリック・ゲイルの
移籍第2弾。

SICJ 198
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：石沢功治
Stereo

エリック・ゲイル

マルティプリケイション

1999年 DSDマスタリング

Aデイリー・ブルズ／Bザ・ブルー・マン／Cサム・ダウン・タイム／Dザ・
リトル・ワンズ／Eデイリー・バレー／Fアン・アイ・オーヴァー・オータム
スティーヴ・カーン（g）、ボブ・ジェームス（synth）、マイケル・ブレッカー（ts）、ランディ・ブレッカー（tp）、
デヴィッド・サンボーン（as）、ドン・グロルニック（key）、ウィル・リー（b）、スティーヴ・ガッド（ds）、ラ
ルフ・マクドナルド（perc）、デヴィッド・スピノザ（g）、ジェフ・ミロノフ（g）、マイク・マイニエリ（perc, 
marimba）
【録音】1978年　メディア・サウンド、NY

70年代のジャズ・フュージョン・シーンに彗星のごとく登場した人気ギタリストの代表作。
ランディとマイケルのブレッカー兄弟、デヴィッド・サンボーン、スティーヴ・ガッド等、当時
のニューヨークを代表する精鋭を従え、パワフルなプレイで魅了する。名画家、フォロンの
作品から使われたジャケットも印象深い。

当時のニューヨークを代表する精鋭を従えパワフルにプレイ
するカーンの名盤。

SICJ 200
1979年作品／ Label：Columbia ／解説：石沢功治
Stereo

スティーヴ・カーン

ザ・ブルー・マン

1998年 DSDマスタリング

A ジンセン・ウーマン／ B レッド・グラウンド／ C サラ・スマイル
／Dラビット／Eシー・イズ・マイ・レディ／Fイースト・エンド、ウェ
スト・エンド
エリック・ゲイル（g）、グローヴァー・ワシントンJr.（sax）、マイケル・ブレッカー（sax）、ランディ・ブレッ
カー（tp）、リチャード・ティー（key）、アンソニー・ジャクソン（b）、スティーヴ・ガッド（ds）、ラルフ・マク
ドナルド（perc）、パティ・オースティン（vo）　【録音】1976年～ 1977年　メディア・サウンド、NY

CTIレーベルで名を高めた花形セッション・マンがボブ・ジェームスのプロデュースで放っ
た移籍第1作。当時在籍していたスーパー・ユニット“スタッフ”の主要メンバーをサポー
トに迎え、ダリル・ホール＆ジョン・オーツの代表曲「サラ・スマイル」等を艶やかにプレイ
する。“泣きのギター”ゲイルの本領発揮というべき一枚。

“泣きのギター”、エリック・ゲイルの本領を発揮した傑作。

SICJ 197
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：工藤由美
Stereo

エリック・ゲイル

ジンセン・ウーマン

2003年 DSDマスタリング

Aサム・パンク・ファンク／Bダーリン・ベイビー／Cタイトロープ／Dザ・
ビッグ・ワンズ／ E スター・チェンバー／ F ソフト・サマー・ブリーズ／
Gホエア・シャドウズ・ミート
スティーヴ・カーン（g）、ボブ・ジェームス（synth）、マイケル・ブレッカー（ts）、ランディ・ブレッカー（tp）、
デヴィッド・サンボーン（as）、ドン・グロルニック（key）、ウィル・リー（b）、スティーヴ・ガッド（ds）、ラルフ・
マクドナルド（perc）、デヴィッド・スピノザ（g）、ジェフ・ミロノフ（g）
【録音】1977年　メディア・サウンド、NY

フランク・シナトラ他に作品を提供した作詞家サミー・カーンを父に持つサラブレッド、ス
ティーヴ・カーンの記念すべきリーダー作。ボブ・ジェームス、ブレッカー・ブラザーズ、ドン・
グロルニックなど当時のニューヨーク・フュージョンのVIPと共に、スケールの大きなギター・
プレイを展開。「サム・パンク・ファンク」は究極の名演。

彗星のごとくフュージョンの世界に現れたギタリスト、ス
ティーヴ・カーンの代表作。

SICJ 199
1977年作品／ Label：Columbia ／解説：村井康司
Stereo

スティーヴ・カーン

タイトロープ

1998年 DSDマスタリング

Aピキュリア・シチュエーション／Bナウ・アンド・アゲイン／Cプライヴェー
ト・アフェアー／Dシン・アイス／Eアイム・フォーリング／Fロマンティック・
インテント／Gデザート・パラダイス／Hフォーエヴァー・ガール／Iビフォー・
ユー・ゴー／Jサザン・ドッグ／Kホエン・アイ・ルック・アット・ユー
アール・クルー（g 他）、リック・ウィリアムス（g）、ドニー・ライル（g）、アル・ターナー（b, ds, perc）、レニー・
プライス（sax）、ロバータ・フラック（vo）、グレッグ・フィリンゲインズ（el-p）、ゲリー・ブラウン（b-vo）、
シンディー・ミゼル（b-vo）、トミー・ウォーカー（synth） 他　【録音】1999年 

『リヴィング・インサイド・ユア・ラヴ』や『瞳のマジック』のヒットで知られるアコースティック・ギター・
フュージョンの立役者、アール・クルーのウィンダム・ヒル・ジャズ移籍第1作。名曲「やさしく歌って」
で一世を風靡した歌姫、ロバータ・フラックをゲストに迎え、メロディアスでハートフルな世界を展
開する。粒立ちの揃った音色、流麗なフレーズの数々。アコースティック・ギターの魔術がここにある。

歌姫、ロバータ・フラックをゲストに迎え、多彩な構成にメロディア
スでハートフルなアコースティック・ギター・サウンドが絡む意欲作。

SICJ 201
1999年作品／ Label：Windham Hill
解説：工藤由美／Stereo

アール・クルー

ピキュリア・シチュエーション

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000196
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000197
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000198
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000199
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000200
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000201
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SICJ 205
1988年作品／ Label：Arista
解説：工藤由美
Stereo

Aシルエット／B貿易風／Cアイル・ビー・オールライト（vo. アンドレ・モンタギュー）／Dアゲインスト・ド
クターズ・オーダー／Eパステル／Fザ・ベスト・フォー・ラスト（vo.スモーキー・ロビンソン）／Gオール・イン・
ワン・ナイト／Hサマー・ソング／Iレット・ゴー／Jホーム
ケニー・G（ss, as, ts, key）、ウォルター・アファナシェフ（key）［A,B,C,E,G］、ヴェイル・ジョンソン（b）［A,B,D,E］、ピーター・バネッタ（ds）［A,C］、ジョン・レイモン
ド（g）［B,E,H］、ケニー・マクドーガルド（ds）［B,E,H］、トニー・ゲイブル（ds, perc）［B,D,H,I］、アンドレ・モンタギュー（vo）［C］、ロビー・ブキャナン（key）［C］、ダン・
ハフ（g）［C,F］、プレストン・グラス（key, ds）［D］、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）［D,E,F,I］、スモーキー・ロビンソン（vo）［F］、ルー・パーディニ（key）［F,J］、ビル・
エリオット（key）［F］、リック・モラッタ（ds）［F］、コラード・ラスティック（g）［G］、ロジャー・ソース（key）［H］、ジョー・プラス（b）［H］

コンテンポラリー・ジャズ・チャートで1位を獲得！
ロマンチックなインスト・ナンバーからファンキーなR&Bまでバラエティに富んだ人気作。

収録曲のうち7曲をケニー・G自身がセルフ・プロデュースしてヒット性を高め、全米コンテンポラリー・ジャズ・チャートで首位に輝いた。モータウンを代表
する名シンガー、スモーキー・ロビンソンをゲストに迎え、スウィートでアーバンな世界をたっぷりと披露する。ロマンチックな曲ではソプラノ、シッカリとした
バラードではアルト、ファンキーなR&Bではテナーと変幻自在にサックスを使い分ける圧倒的なテクニックで、バラエティに富んだ作品に仕上がっている。

ケニー・G

シルエット

2004年リマスター

No.84

Aエアリアル・バンダリーズ／Bベンスーザン／Cリックオーヴァー
の夢／Dかわいそうな子供達／Eアフター・ザ・ゴールド・ラッシュ
／Fホット・タイプ／Gスペア・チェンジ／Hメナージ・ア・トロア
／Iマジック・ファーマー
マイケル・ヘッジズ（g）、マイケル・マンリング（b）［E,H］、ミンディ・ローゼンフェルド（fl）［H］
【録音】1984年　サンフランシスコ、ボルチモア、ウエスト タウンシェンド

変則チューニングや超絶的なスラッピング奏法でギター界を震撼させた夭折の天才、マイケル・ヘッジスのセカ
ンド・アルバム（1984年リリース）。アコースティック・ギター1本で高度なテクニックに裏付けされたスケール
感が溢れるサウンドを聴かせる彼の代表作にして大名盤。ギターの可能性に挑むかのようなプレイは今なお
多くの後進にインスピレーションを与えている。ニール・ヤングの名曲「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ」もカヴァー。

変則チューニングや超絶的なスラッピング奏法でギター界を震
撼させた夭折の天才、マイケル・ヘッジズの代表作にして大名盤。No.81

SICJ 202
1984年作品／ Label：Windham Hill
解説：石沢功治／Stereo

マイケル・ヘッジズ

エアリアル・バンダリーズ

2008年リマスター

Aソウルフル・ストラット／Bキャン・ユー・ストップ・ザ・レイン／Cグルー
ヴ・フォー・ミー／Dボーダータウン／Eアイ・キャン・カウント・ザ・タイム
ス／Fヴィレッジ・グルーヴ／Gヘッドマンズ・ハウント／Hポーチャー・
マン／Iミスティカル・フォース／Jアップタウン
グローヴァー・ワシントンJr.（sax）、オマー・ハキム（ds）、スティーヴ・ガッド（ds）、アダム・ホルツマン（key, 
g）、ジェラルド・ウィースリィ（b）、キャスリン・ラッセル（vo）
【録音】1995年、1996年　ウォーリー・ワールド・スタジオ、ザ・ドリーム・ファクトリー、NY

「ミスター・マジック」「ワインライト」などのヒットで知られるフュージョン・サックスのVIP
が残した実質的なラスト・アルバム。ヤング・ホルト・アンリミテッドのタイトル曲や、ピーボ・
ブライソン「キャン・ユー・ストップ・ザ・レイン」など美しいメロディの数々を、ワン＆オンリー
の音色でプレイする。

「ミスター・マジック」「ワインライト」のヒットで知られるワン
＆オンリー、グローヴァーのアルバム。No.82

SICJ 203
1996年作品／ Label：Columbia ／解説：佐藤英輔
Stereo

グローヴァー・ワシントンJr.

ソウルフル・ストラット

1996年リマスター

SICJ 204
1986年作品／ Label：Arista
解説：佐藤英輔
Stereo

A愛の鼓動／Bミッドナイト・モーション／Cウェイト・フォー・ラヴ（vo.レニー・ウィリアムス）／Dシャーデー
／Eシャンペン／Fスリップ・オブ・ザ・タング／Gビリーヴ・イン・ラヴ／Hソングバード／Iスリー・オブ・ア・
カインド／Jエスター
ケニー・G（sax, key, vo）、エリス・ホール（vo）［A］、レニー・ウィリアムス（vo）［C］、クレイトーヴェン・リチャードソン（vo）［G］、プレストン・グラス（key, synth）、ウォ
ルター・アファナシェフ（key, synth）、コリー・レリオス（synth）、ジョン・レイモンド（g）、アラン・グラス（g）、ランディ・ジャクソン（b）、ジョー・プラス（b）、グレッグ・ゴナウェ
イ（ds, perc）、ケニー・マクドーガルド（ds）、トニー・ゲイブル（perc）

その名を広く知らしめた大ヒット曲「ソングバード」（全米4位）を収録した超ロングセラー・アルバム。
本作をきっかけにスーパースターの階段を登り始める。

伝説はここから始まった。ジェフ・ローバー・フュージョンから独立し、ソロ・アーティストとしての地位を確立した記念碑的な1枚。シングル・カットされたH「ソ
ングバード」は全米4位、「愛の鼓動」が全米15位まで上昇し、アルバムも全米6位を記録した。ナラダ・マイケル・ウォルデンがエグゼクティヴ・プロデュー
サーを務め、アレサ・フランクリンやホイットニー・ヒューストンのレコーディングに参加してきたキーボード奏者、プレストン・グラスがサウンド・プロデュースを担当。

ケニー・G

デュオトーンズ

2004年リマスター

No.83

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000202
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000203
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000204
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000205
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No.87

No.86

No.88

2009年リマスター

Aバロン／B微笑みの影に／Cラヴ・ゲッツ・ベター／Dイット・
ハプンズ・エヴリデイ
ヒューバート・ロウズ（fl）、ロニー・ロウズ（sax）、ジョー・サンプル（key）、ロバート・ポップウェル（b）、ハ
イラム・ブロック（g）、ヴィクター・フェルドマン（perc）、グレッグ・エリコ（ds）、ダニー・ゴットリーブ（ds）
【録音】1978年　インディゴ・ランチ、ルディ・ヴァン・ゲルダー・スタジオ、NY

ジャズ、ラテン、クラシックを股に掛けるナンバーワン・フルート奏者、ヒューバート・ロウズ
がキャリアの絶頂期に発表した一枚。実弟のサックス奏者、ロニー・ロウズとの共同プロ
デュースにより、オーケストラ編成を中心にした壮大なフュージョン・ミュージックを展開。旧友、
ジョー・サンプルのプレイも花を添える。

ジャズ、ラテン、クラシックを股に掛けるナンバーワン・フルート
奏者、ヒューバート・ロウズがキャリアの絶頂期に発表した傑作。

SICJ 208
1978年作品／ Label：Columbia ／解説：佐藤英輔
Stereo

ヒューバート・ロウズ

サイレンス

2008年リマスター

A2ファンキー／Bサックス・ア・ゴー・ゴー／Cミスター・マーヴィ
ン／Dマン・イン・ザ・デザート／Eボブズ・ジャズ／Fジャミング
／Gアイ・キャント・メイク・ユー・ラヴ・ミー／Hピック・アップ・ザ・ピー
シス／Iコンペアード・トゥ・ホワット／Jサンデイ・アフタヌーン
キャンディ・ダルファー（sax, vo）、タワー・オブ・パワー・ホーンズ（horns）、イージー・モー・ビー（Rap） 他
【録音】オランダ

プリンスやメイシオ・パーカーを魅了した才能と、抜群のスタイル・美貌を持ち、オランダから世界に翔び立ったファ
ンキー・サックスの女王、キャンディ・ダルファーの出世作。骨太なアルト・サックスの音色と、可憐なヴォーカル＆ルッ
クスのブレンドはジャズ～フュージョンの枠を超えて大きな話題を呼んだ。タワー・オブ・パワーが脇を固めるA「2
ファンキー」、アヴェレイジ・ホワイト・バンドのカヴァーH「ピック・アップ・ザ・ピーシス」など全編ノリノリ。

タイトル曲がテレビCMで使用され大ヒットを記録！プリン
スのライヴ・ツアーにも参加する実力は折り紙つき。

SICJ 207
1993年作品／ Label：Ariola ／解説：佐藤英輔
Stereo

キャンディ・ダルファー

サックス・ア・ゴー・ゴー

Aダンシン・トゥ・キープ・クライン／Bラヴァー・トゥ・ラヴァー／
Cテイラー・メイド／Dテーマ1／Eジェラシー／Fアイ・スター
テッド・リヴィング／Gモースト・オヴ・オール／Hファジェーゾ
ボビー・ハンフリー（fl, vo）、エルンスト・ストラーター（key）、マーク・ソスキン（synth）、レイ・オビード
（g）、ロバート・ラッセル（b）、チャールズ・メーケス（b）、ビル・メーカー（ds）、シーラ・E（perc）、スキップ・
スカボロウ（producer）　【録音】1977年　サンフランシスコ

1970年代、LA時代のブルーノート・レーベルに数多くのヒット作品を残した女性フルート奏
者／シンガー、ボビー・ハンフリーのエピック・レコード移籍第1弾。EW&F 界隈の仕事でも
知られるスキップ・スカボロウを音楽監督に迎え、一層ソウル～ディスコ色を強めたサウンド
作りで魅了する。フルート・プレイはもちろん、キュートな歌声、豪華なストリングスの響きも圧巻。

フルートとヴォーカルをフィーチャーし、アーバン・メロウでソウ
ルフルなサウンドは、現代のクラブDJからも厚い支持を受ける。

SICJ 209
1977年作品／ Label：Epic ／解説：佐藤英輔
Stereo

ボビー・ハンフリー

テイラー・メイド

SICJ 206
1992年作品／ Label：Arista
解説：金澤寿和
Stereo

Aジョイ・オブ・ライフ／Bフォーエヴァー・イン・ラヴ／Cイン・ザ・レイン／Dセンティメンタル／E愛の夜
明け（vo. ピーボ・ブライソン）／Fエンド・オブ・ザ・ナイト／Gアローン／Hモーニング／Iマイ・ハート・ブ
レイク（vo. アーロン・ネヴィル）／JG- バップ／Kシスター・ローズ／Lア・イヤー・アゴー／Mホームランド
／Nジャスミン・フラワー／Oウェディング・ソング
ケニー・G（ss, as, ts）、ディーン・パークス（g）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、ウォルター・アファナシェフ（synth, key, p, g）、マイケル・トンプソン（g）、ヴェイル・ジョ
ンソン（b）、ジョン・ロビンソン（ds）、ピーボ・ブライソン（vo）、アーロン・ネヴィル（vo）

第36回グラミー賞受賞！ ウォルター・アファナシェフ、デヴィッド・フォスターらと共同制作し、満を持してリリースされた会心作。

スタジオ録音としては実に4年ぶりとなった本作。ウォルター・アファナシェフ、デヴィッド・フォスターらとの共同プロデュースで、ヴォーカルにピーボ・
ブライソン、アーロン・ネヴィルを招き、まさしく満を持してリリースした自信作。第36回グラミー賞で最優秀インストゥルメンタル作曲賞を受賞したB、
映画『ボディガード』OST収録のIを収録。全米だけで1,500万枚以上のセールスを記録したモンスター・アルバム！

ケニー・G

ブレスレス

No.85

バリー・マニロウやジェフ・ロー
バーとの共演を経て、1982年
にソロ・デビュー。87年に『デュ
オトーンズ』からシングル・カット
された「ソングバード」が全米
ポップ・チャートで4位を記録。
92年には『ブレスレス』が全米
アルバム・チャートの2位まで上
昇し、収録曲「フォーエヴァー・
イン・ラヴ」はグラミー賞の最
優秀インストゥルメンタル作曲
賞に輝いた。世界に名声を轟
かせる、フュージョン/スムース・
ジャズのアイコン的な存在。

ケニー・Ｇ
レジェンド・オブ・クロスオーヴァー＆フュージョン 08

Kenny G

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000206
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000207
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000208
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000209
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No.89

No.91

No.93

No.90

No.92

No.94

A ハイ・ライフ／ B マジック・カーペット／ C ラテン・ラヴァー／
D アイム・ソーリー／ E シルクワーム／ F イージー・トゥ・プリー
ズ／Gサラ・スマイル／Hラヴ・プレイ
マイク・マイニエリ（vib, synth, vo）、マイケル・ブレッカー（ts）、デヴィッド・サンボーン（as）、ジョン・
トロペイ（g）、デヴィッド・スピノザ（g）、スティーヴ・ガッド（ds）、ウォーレン・バーンハート（key）、トニー・
レヴィン（b）、ウィル・リー（b） 他　【録音】1977年

ホワイト・エレファント、ステップス・アヘッド等の中心人物としても知られる鬼才ヴィブラフォン奏者、マイ
ク・マイニエリが1977年に制作したソロ・アルバム。スティーヴ・ガッド（ds）、デヴィッド・サンボーン（as）、
マイケル・ブレッカー（ts）らスーパースターをずらりと揃え、70年代ニューヨーク・フュージョンの究極とい
うべき音作りを繰り広げる。ホール&オーツG「サラ・スマイル」でのマイニエリのソロは必聴！

NYきってのヴィブラフォン奏者にして、NYフュージョン陰の仕
掛人。S・ガッド、D・サンボーン、M・ブレッカーらがスター勢揃い！

SICJ 210
1977年作品／ Label：Arista ／解説：金澤寿和
Stereo

マイク・マイニエリ

ラヴ・プレイ

2005年リマスター

A サラズ・タッチ／ B マンハッタン・アップデイト／ C ハング・グ
ライディン／Dプレイズ／Eニュー・ムーン
ウォーレン・バーンハート（p, key）、マイク・マイニエリ（vib）、スティーヴ・ガッド（ds）、アンソニー・ジャ
クソン（b）、トニー・レヴィン（b）、デヴィッド・スピノザ（g） 他
【録音】1980年　NY

1938年生まれ。ヴィブラフォン奏者、マイク・マイニエリとの『ラヴ・プレイ』（1977年）で一躍注目を集め、アリスタ・
オールスターズの一員としてモントルー・ジャズ・フェスに参加するなど、70年代後半のフュージョン黄金時代に名を
刻む“キーボードの詩人”ことウォーレン・バーンハート。マイニエリ、アンソニー・ジャクソン（b）、スティーヴ・ガッド（ds）
ら当時のニューヨーク・ファースト・コール仲間とともに、A「サラズ・タッチ」など不滅の楽曲をスタイリッシュに演奏する。

知る人ぞ知るスタイリッシュなキーボード奏者が、盟友マイク・マイニエリ、
スティーヴ・ガッドらNYの一流セッションマンと作り上げた隠れ名盤。

SICJ 212
1980年作品／ Label：Columbia ／解説：金澤寿和
Stereo

ウォーレン・バーンハート

マンハッタン・アップデイト

2004年リマスター

Aティアーズ・オブ・ジョイ／Bテイクス・マイ・ブレス・アウェイ／Cジャスト・
アバウト・エヴリシング／Dタイム・アフター・タイム／Eエヴリシングス・
ゴナ・ビー・オール・ライト／Fベター・ザン・エニシング／Gマイ・ロマンス
／Hアップ・アンド・アット・イット／Iマッド・マッド・ミー／Jラヴ・イズ・
ザ・キー
タック・アンドレス（g）、パティ・キャスカート（vo）
【録音】1988年　メンロー・パーク、カリフォルニア 

ラヴ・ソングの素晴らしさを全世界に送り届けるおしどりデュオ・チーム、タック＆パティが結
成10年目に完成させた記念すべきファースト・アルバム。きめ細かなタック・アンドレスの
ギター、優しくソウルフルなパティ・キャスカートの歌声は聴く者の心を温める。代表曲「タ
イム・アフター・タイム」をはじめ、ドラマティックに展開する名曲、名演が詰まった1枚。

きめ細かなタック・アンドレスのギターと優しくソウルフルなパティ・キャ
スカートの歌声で人気を博すデュオの記念すべきデビュー・アルバム。

SICJ 214
1988年作品／Label：Windham Hill ／解説：佐藤英輔
Stereo

タック & パティ

ティアーズ・オブ・ジョイ

2016年リマスター

A プレイズ／ B ソング・トゥ・セス／ C インスタント・ガーリック
／Dアイル・シング・ユー・ソフトリー／Eステラ・バイ・スターライ
ト／Fフリー・スマイルズ／Gメディテレーニアン・ウォーターズ・
コーリング
マイク・マイニエリ（vib）、ウォーレン・バーンハート（p, key）
【録音】1978年7月22日　モントルー・ジャズ・フェスティヴァル 実況録音

ゲイリー・バートン＆チック・コリアのデュオと並び称されるヴィブラフォンとピアノのチーム、マイク・
マイニエリ＆ウォーレン・バーンハートのモントルー・ジャズ・フェスティヴァルでの演奏を収録した名
ライヴ・アルバム。リリシズムを極めた「ソング・トゥ・セス」、ファンキーなタイトル曲、スタンダード・
ナンバー「ステラ・バイ・スターライト」等、2人の幅広い音楽性をたっぷり反映した選曲も魅力。

マイク・マイニエリ＆ウォーレン・バーンハートのモントルー・ジャズ・フェ
スティヴァルでの演奏を収録した名ライヴ・アルバムが遂に世界初CD化。

SICJ 211
1978年作品／ Label：Arista ／解説：金澤寿和
Stereo

マイク・マイニエリ＆
ウォーレン・バーンハート

フリー・スマイルズ：ライヴ・
アット・モントルー1978

世界初CD化2016年リマスター

Aザ・マジシャンズ／Bテイルズ・フロム・ホーム／Cアイデンティティー
／Dエンカウンター／Eウェイク・アップ・ソング／Fマエ・カムビーナ／
Gフローラ・オン・マイ・マインド
アイアート・モレイラ（ds, perc, vo）、ウェイン・ショーター（ss）、ハービー・ハンコック（synth）、フローラ・
プリン（vo）、デヴィッド・アマーロ（g）、エグベルト・ジスモンチ（g, p, fl, key）、ハウル・ヂ・ソウザ（tb）、ロ
ベルト・ダ・シウヴァ（ds, perc）、テッド・ロー（org）、ジョン・ハード（b）、ジョン・ウィリアムス（b）、ルイス・
ジョンソン（b）　【録音】1975年　LA

マイルス・デイビス・バンドやウェザー・リポートに参加、夫人フローラ・プリンとのおしどりコンビ
でも知られる“パーカッションの魔術師”が満を持して放ったアリスタ・レーベル移籍第1弾。
母国を同じくするブラジルの鬼才エグベルト・ジスモンチが全面協力し、ハービー・ハンコック（プ
ロデューサー）やウェイン・ショーターらジャズ界のカリスマも参加。これぞ真のワールド・ミュージック！

“パーカッションの魔術師”がハービー・ハンコックをプロデューサー
に迎え、満を持して放ったアリスタ・レーベル移籍第1弾にして名盤。

SICJ 213
1975年作品／ Label：Arista ／解説：原田和典
Stereo

アイアート・モレイラ

アイデンティティー

2009年リマスター

Aドリーム／Bワン・ハンド、ワン・ハート／Cトゥギャザネス／Dフレン
ズ・イン・ハイ・プレイセス／Eザ・ヴードゥー・ミュージック／Fフロム・ナウ・
オン／Gアイ・ウィッシュ／Hシッティング・イン・リンボ／Iハイ・ヒール・
ブルース／Jオール・ザ・ラヴ／Kアズ・タイム・ゴーズ・バイ
タック・アンドレス（g）、パティ・キャスカート（vo）
【録音】1991年　サンフランシスコ＆メンロー・パーク、カリフォルニア 

タック・アンドレス（ギター）とパティ・キャスカート（ヴォーカル）のデュオ・チーム、タック＆パティ
による通算第3作。とりわけ人気の高いレパートリーのひとつであるタイトル曲を筆頭に、
映画「カサブランカ」からの「アズ・タイム・ゴーズ・バイ」、ホレス・シルヴァーの「トゥギャ
ザネス」等、様々なラヴ・ソングを収録。ロングセラーを続けるふたりの代表作。

とりわけ人気の高いレパートリーのひとつであるタイトル曲を筆頭
に様々なラヴ・ソングを収録。ロングセラーを続けるふたりの代表作。

SICJ 215
1991年作品／Label：Windham Hill ／解説：佐藤英輔
Stereo

タック&パティ

ドリーム

2005年リマスター

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000210
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000211
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000212
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000213
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000214
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000215
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No.95

No.97

No.99

No.96

No.98

No.100

2016年リマスター

Aマン・イン・ザ・ミラー／B虹の彼方に～私は知恵が欲しい／Cル
イ・ルイ／Dボディ・アンド・ソウル／Eスウィート P／Fステラ・
バイ・スターライト／Gマノナッシュ／Hカーニバルの朝／Iグルー
ヴス・オブ・ジョイ／Jビギン・ザ・ビギン
タック・アンドレス（g）
【録音】1990年　メンロー・パーク、カリフォルニア 

人気デュオ・チーム“タック＆パティ”の名ギタリストが1990年にリリースした待望のソロ・アルバム。メ
ロディ、リズム、ベース・ライン、ハーモニーをギター一本で同時に奏でるという超絶技巧を駆使しながら、
マイケル・ジャクソンの「マン・イン・ザ・ミラー」やミュージカル『オズの魔法使い』の劇中歌「虹の彼方
に」、コール・ポーター作の「ビギン・ザ・ビギン」など、数々の美しい旋律を情感豊かにプレイする。

人気デュオ・チーム“タック＆パティ”の名ギタリストのソロ・アルバム。メロディ、リズ
ム、ベース・ライン、ハーモニーをギター一本で同時に奏でるという超絶技巧は必聴！

SICJ 216
1990年作品／Label：Windham Hill ／解説：佐藤英輔
Stereo

タック・アンドレス

虹の彼方に

2016年リマスター

Aメリー・ゴーランド／Bチェリー・ヒル・エンジェル／Cイエロー・
ジャケット／Dミワヤマ／Eアボリジナル
日野皓正（cor）、菊地雅章（key, arr）、ギル・エヴァンス（arr）、ハービー・ハンコック（key）、ケニー・カー
クランド（key）、アンソニー・ジャクソン（b）、ハーヴィー・メイソン（ds）、スティーヴ・グロスマン（sax）
【録音】1981年2月、3月　サウンド・アイディア・スタジオ、NY

渦巻くポリリズム、アコースティック楽器とエレクトリック・サウンドの衝突、空間を切り裂
くようなコルネット！ 80年代初頭のニューヨークの音楽シーンに漂う“ヤバさ”を封じ込め
た日野皓正の意欲作。ギル・エヴァンス、菊地雅章、ハービー・ハンコック、アンソニー・ジャ
クソンら錚々たるメンバーが顔を揃えた一大絵巻。

渦巻くポリリズム、アコースティック楽器とエレクトリック・
サウンド、錚々たるメンバーによる一大絵巻。

SICJ 218
1981年作品／ Label：CBSソニー／解説：原田和典
Stereo

日野皓正

ダブル・レインボー

2000年 DSDマスタリング

Aライディン・アウト／Bサガ・アンノウン／Cフライ・メイ・フラ
イ／Dパルス・ヴァリウス／Eモナディック・ダンス／Fネビュラ
ス・サスピション／Gイット・ウォント・ハート・ユー／Hオーヴァー
ハング・ブルース
佐藤允彦（key）、清水靖晃（ss, ts）、山木秀夫（ds）、高水健司（b）、穴井忠臣（congas, perc）
【録音】1979年11月、12月　東京

日本のジャズ・シーンをリードし続ける才人、佐藤允彦が結成したフュージョン・ユニットの
第1弾が遂に初CD化。佐藤の変幻自在のキーボードと曲作り、清水靖晃や山木秀夫
らの超絶的なプレイが時空を超えてスリルを運ぶ。ドラマティックな展開を持つ「サガ・ア
ンノウン」を筆頭に、どのナンバーも強烈な印象を放つ。

日本のジャズ・シーンをリードし続ける才人、佐藤允彦が結成
したフュージョン・ユニットの第1弾が遂に初CD化。

SICJ 220
1980年作品／ Label：CBSソニー／解説：村井康司
Stereo

佐藤允彦&
メディカル・シュガー・バンク

MSB

世界初CD化2016年リマスター

A素足で海辺に／B心のすべて／C終わりのない愛／D青春の泉／E君
が微笑んだとき／Fダブル・トーク／G彼女のささやき／Hスプリング・
エイント・ヒア／I雨のなかを／Jミスター・スムース／K隠れる月のよ
うに
マイケル・フランクス（vo）、マイケル・ブレッカー（ts）、ランディ・ブレッカー（tp）、スティーヴ・ガッド（ds）、
ジョン・パティトゥッチ（b）、ウィル・リー（b）、ボブ・ジェームス（p） 他
【録音】NY

1975年デビュー以来、「アントニオの歌」「淑女の思い」等の名曲で知られるAOR/シティ・ポップのカリスマ
が、ウィンダム・ヒルから放った会心作。現フォープレイのチャック・ローブやイエロージャケッツのジミー・ハスリッ
プをプロデューサーに迎え、ブレッカー兄弟やスティーヴ・ガッドらによる精緻な演奏をバックに、優しく語り掛け
るような歌声をたっぷり披露する。ヴァレリー・シンプソン（アシュフォード＆シンプソン）とのデュエットCも聴きもの。

AOR界随一の洒落者、ウィンダム・ヒル移籍第一弾。デビュー以来一貫して、
緻密でありながらリラックスしたムードを感じさせてくれる演奏は健在。

SICJ 217
1999年作品／ Label：Windham Hill
解説：佐藤英輔／Stereo

マイケル・フランクス

ベアフット・オン・ザ・ビーチ

2007年リマスター

Aピラミッド／Bエステイト／Cシンク・アバウト・イット／Dサ
イレント・スロープ／ET ファンク／Fサンフィールズ／Gイゴー
ルズ・ハイダウェイ／Hアルカディア
日野皓正（cor）、ケニー・カークランド（key）、ルー・ヴォルピー（g）、トム・バーニー（b）、リッチー・モラレ
ス（ds）、マノロ・バドレーナ（perc）、デヴィッド・サンボーン（as）、レオン・ペンダーヴィス（horns arr）
【録音】1982年6月、7月　プラント・スタジオ、NY

日野皓正が82年に発表したCBSソニー復帰第2弾アルバム。三三七拍子を導入した
タイトル曲からマイナー調のメロディを持つ「エステイト」まで様々なタイプの曲を爽快に
プレイする。ケニー・カークランド（のちにスティングと共演）、トム・バーニー（のちにマイル
ス・デイビス・バンドに参加）等がいち早く起用されている点も見逃せない。

日野皓正が82年に発表したCBSソニー復帰第2弾アル
バム。

SICJ 219
1982年作品／ Label：CBSソニー／解説：佐藤英輔
Stereo

日野皓正

ピラミッド

2000年 DSDマスタリング

Aオイワケ／Bトポロジック・リンケイジ／Cエチュード・フォー・ザ・
カテゴリー・B／Dウィング・オーヴァー／Eアウリッシュ・ペイサー
／Fエンペイ・ダンス
佐藤允彦（key）、清水靖晃（ts）、山木秀夫（ds）、高水健司（b）、穴井忠臣（congas, perc）
【録音】1980年11月17日～19日　東京

再評価高まる伝説的ユニット、“メディカル・シュガー・バンク”（佐藤允彦、清水靖晃、高
水健司、山木秀夫、穴井忠臣）のセカンド・アルバムにして最終作が待望の初CD化。
バラエティに富んだ曲作り、緻密に構成されたサウンド、手に汗握るソロの数々にはただ
聴きほれるのみ。

再評価高まる伝説的ユニット、“メディカル・シュガー・バンク”
のセカンド・アルバムにして最終作が待望の初CD化。

SICJ 221
1981年作品／ Label：CBSソニー／解説：佐藤英輔
Stereo

佐藤允彦&
メディカル・シュガー・バンク

MSB TWO

世界初CD化

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000216
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000217
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000218
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000219
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000220
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3609&cd=SICJ000000221
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CROSSOVER &FUSION 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

タック・アンドレス 虹の彼方に 216 95 20 ■

チャールズ・アーランド カミング・トゥ・ユー・ライヴ 141 20 4 ■

デイヴ・リーブマン ホワット・イット・イズ 159 38 8 ■

デヴィッド・T・ウォーカー ドリーム・キャッチャー 153 32 7 ■

トゥーツ・シールマンス ブラジル・プロジェクト 161 40 8 ■

トゥーツ・シールマンス ブラジル・プロジェクトVol.2 162 41 9 ■

トニー・ウィリアムス ミリオン・ダラー・レッグス 163 42 9 ■

ドリームス ドリームス 175 54 11 ■

ドリームス イマジン・マイ・サプライズ 176 55 11 ■

ハーヴィー・メイソン アースムーヴァー 183 62 13 ■

ハーヴィー・メイソン ファンク・イン・ア・メイソン・ジャー 184 63 13 ■

ハービー・ハンコック ヘッド・ハンターズ 133 12 3 ■

ハービー・ハンコック モンスター 134 13 3 ■

ハービー・ハンコック マジック・ウィンドウズ 135 14 3 ■

ハービー・ハンコック ライト・ミー・アップ 136 15 4 ■

日野皓正 ダブル・レインボー 218 97 20 ■

日野皓正 ピラミッド 219 98 20 ■

ヒューバート・ロウズ サイレンス 208 87 18 ■

ビリー・コブハム マジック 165 44 9 ■

ファラオ・サンダース ラヴ・ウィル・ファインド・ア・ウェイ 156 35 7 ■

ファラオ・サンダース＆ノーマン・コナーズ ビヨンド・ア・ドリーム 157 36 8 ■

フォープレイ ハートフェルト 179 58 12 ■

ブレッカー・ブラザーズ ザ・ブレッカー・ブラザーズ 172 51 11 ■

ブレッカー・ブラザーズ バック・トゥ・バック 173 52 11 ■

ブレッカー・ブラザーズ ドント・ストップ・ザ・ミュージック 174 53 11 ■

フレディ・ハバード ウインドジャマー 160 39 8 ■

ベン・シドラン ライヴ・アット・モントルー 196 75 16 ■

ボビー・ハンフリー テイラー・メイド 209 88 18 ■

マイク・マイニエリ ラヴ・プレイ 210 89 19 ■

マイク・マイニエリ＆ウォーレン・バーンハート フリー・スマイルズ：ライヴ・アット・モントルー1978 211 90 19 ■

マイケル・フランクス ベアフット・オン・ザ・ビーチ 217 96 20 ■

マイケル・ヘッジズ エアリアル・バンダリーズ 202 81 17 ■

ミロスラフ・ヴィトウス マジェスティ・ミュージック 129 8 2 ■

ラムゼイ・ルイス 太陽の女神 138 17 4 ■

ラムゼイ・ルイス サロンゴ 139 18 4 ■

ラリー・カールトン ファイアワイヤー 180 59 12 ■

ラリー・コリエル トリビュータリーズ 151 30 6 ■

ラリー・ヤング ラリー・ヤングズ・フューエル 190 69 14 ■

ラリー・ヤング スペースボール 191 70 15 ■

リー・リトナー ファースト・コース 181 60 12 ■

リー・リトナー キャプテン・フィンガーズ 182 61 13 ■

リターン・トゥ・フォーエヴァー 浪漫の騎士 137 16 4 ■

リチャード・ボナ シーンズ・フロム・マイ・ライフ 155 34 7 ■

ロドニー・フランクリン ユール・ネヴァー・ノウ 194 73 15 ■

ロドニー・フランクリン ラーニング・トゥ・ラヴ 195 74 15 ■

ロニー・リストン・スミス ライヴ！～入魂 192 71 15 ■

ロニー・リストン・スミス ラヴランド 193 72 15 ■

ワー・ワー・ワトソン エレメンタリー 152 31 7 ■

渡辺貞夫 オレンジ・エクスプレス 167 46 10 ■

渡辺貞夫 ライヴ・アット武道館～ハウズ・エヴリシング 168 47 10 ■

チェック
欄

ハ

マ

ラ

ワ

アーティスト タイトル 品番
SICJ No. ページ

アール・クルー ピキュリア・シチュエーション 201 80 16 ■

アイアート・モレイラ アイデンティティー 213 92 19 ■

アル・ディ・メオラ エレガント・ジプシー 144 23 5 ■

アル・ディ・メオラ ツアー・デ・フォース・ライヴ 145 24 5 ■

アル・ディ・メオラ、ジョン・マクラフリン、パコ・デ・ルシア 143 22 5 ■

アル・フォスター ミックスド・ルーツ 164 43 9 ■

アルフォンソ・ジョンソン ムーンシャドウズ 130 9 2 ■

アンディ・サマーズ ゴールデン・ワイヤー 154 33 7 ■

イラケレ イラケレ +３ 166 45 9 ■

ウェイン・ショーター ネイティヴ・ダンサー 125 4 1 ■

ウェイン・ショーター ファントム・ナビゲーター 126 5 2 ■

ウェザー・リポート ヘヴィー・ウェザー 121 1 1 ■

ウェザー・リポート ミスター・ゴーン 122 2 1 ■

ウェザー・リポート 8：30 ★ 123～4 3 1 ■

ウェブスター・ルイス 8フォー80's 140 19 4 ■

ウォーレン・バーンハート マンハッタン・アップデイト 212 91 19 ■

エリック・ゲイル ジンセン・ウーマン 197 76 16 ■

エリック・ゲイル マルティプリケイション 198 77 16 ■

笠井紀美子 バタフライ 171 50 10 ■

カルロス・サンタナ スイング・オブ・デライト 148 27 6 ■

菊地雅章 ススト +2 169 48 10 ■

菊地雅章 ワン・ウェイ・トラヴェラー 170 49 10 ■

キャンディ・ダルファー サックス・ア・ゴー・ゴー 207 86 18 ■

グレッグ・フィリンゲインズ 処女航海 142 21 5 ■

グローヴァー・ワシントンJr. ソウルフル・ストラット 203 82 17 ■

ケニー・G デュオトーンズ 204 83 17 ■

ケニー・G シルエット 205 84 17 ■

ケニー・G ブレスレス 206 85 18 ■

ザ・ガッド・ギャング ザ・ガッド・ギャング 131 10 3 ■

ザ・ガッド・ギャング ヒア＆ナウ 132 11 3 ■

佐藤允彦&メディカル・シュガー・バンク MSB 220 99 20 ■

佐藤允彦&メディカル・シュガー・バンク MSB TWO 221 100 20 ■

ザビヌル・シンジケート イミグランツ 128 7 2 ■

ジャッキー・マクリーン モニュメンツ 158 37 8 ■

ジョー・ザビヌル ダイアレクツ 127 6 2 ■

ジョージ・デューク ブラジリアン・ラヴ・アフェア 186 65 14 ■

ジョージ・デューク ドリーム・オン 187 66 14 ■

ジョン・スコフィールド フーズ・フー？ 149 28 6 ■

ジョン・スコフィールド バー・トーク 150 29 6 ■

ジョン・マクラフリン エレクトリック・ギタリスト 147 26 6 ■

ジョン・マクラフリン&マハヴィシュヌ・オーケストラ 火の鳥 146 25 5 ■

スタンリー・クラーク スクール・デイズ 188 67 14 ■

スタンリー・クラーク ハイダウェイ 189 68 14 ■

スタンリー・クラーク&ジョージ・デューク クラーク=デューク・プロジェクト 185 64 13 ■

スティーヴ・カーン タイトロープ 199 78 16 ■

スティーヴ・カーン ザ・ブルー・マン 200 79 16 ■

スパイロ・ジャイラ スパイロ・ジャイラ 177 56 12 ■

スパイロ・ジャイラ モーニング・ダンス 178 57 12 ■

タック & パティ ティアーズ・オブ・ジョイ 214 93 19 ■

タック&パティ ドリーム 215 94 19 ■

チェック
欄

ア

カ

サ

タ

フライデイ・ナイト・イン・サンフランシスコ
～スーパー・ギター・トリオ・ライヴ！






