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8.2 ON SALE
ストレンジャー ビリー・ジョエル
The Stranger Billy Joel

1977

NYに生きる市 井の人々の姿を優しい視 点で切り取り、メロウな旋 律で
綴った5作目。グラミー賞2部門を制した名曲「素 顔のままで」を収 録。
1949 年、NY生まれ。親しみやすいメロディーと洗 練された歌 詞で、都 会に暮らす人々
の姿を描いた現 代 アメリカを代 表するシンガー・ソングライター／ピアニスト。本 作に
はグラミー賞で最優秀レコードと最優秀楽曲の2部門を獲得した③「素顔のままで」
（全
米 3 位）、都 会で働く若 者を主 人 公にしたロック・ナンバー①「ムーヴィン・アウト」など
ヒット曲を収 録。全 米 アルバム・チャート2 位を記 録し、現 在ではセールス1000 万 枚
以 上のダイヤモンド・ディスクに認 定されている。イントロの口 笛が印 象 的なタイトル
曲 ②は日本でチャート2位まで上 昇する大ヒットになった。

SICP-5431

ニューヨーク52番街 ビリー・ジョエル
52nd Street Billy Joel

リマスタリング：1998年／解説：金澤寿和

1978

親しみやすいメロディーと洗 練された歌 詞で都 会に暮らす人々を描き、
全 米アルバム・チャート8週 連 続1位を記 録。グラミー賞・最 優 秀アルバ
ム部門も獲 得した傑 作。
1949 年、NY・サウスブロンクス 生まれの現 代 アメリカを代 表するシンガー・ソングラ
イター／ピアニスト。本作は全 米アルバム・チャートで8週 連 続1位を記 録し、翌 年のグ
ラミー賞では最 優 秀アルバム部 門を受 賞した傑 作。全 米 3位を記 録した③「マイ・ライ
フ」、
「ピアノ・マン」と並ぶ人 気 バラード②「オネスティ」などヒット曲も満 載。録 音はレ
ギュラー・バンドに加え、フレディ・ハバード
（tp）、ヒュー・マクラッケン
（g）、デヴィッド・
スピノザ
（g）、マイク・マイニエリ
（vib）、ピーター・セテラ
（vo）らが参 加している。プロ
デューサーは巨匠、フィル・ラモーン。
SICP-5432

グラス・ハウス ビリー・ジョエル
Glass Houses Billy Joel

ボズ・スキャッグスの代 表 作『シルク・ディグリーズ』発 表から40周年を記念して、

1949 年、NY・サウスブロンクス 生まれ。親しみやすいメロディーに洗 練された歌 詞
で都 会に暮らす人々の姿を描いた、現 代アメリカを代 表するシンガー・ソングライター
／ピアノ・マン。本 作はそれまでの落ち着いたアダルト・コンテンポラリー路 線から一
転、レギュラー・バンドと共にロック 色を強く打ち出して、グラミー賞でも最 優 秀 ロッ
ク・ヴォーカル 部 門を受 賞。全 米 シングル・チャートでキャリア 初の No.1を獲 得し
た④「 ロックンロールが最 高さ」、ガラスの割れる音から始まる衝 撃 的な①「ガラスの
ニューヨーク」
（ 全 米7位）などを収 録。アルバムとしても全 米 チャートで6 週 連 続1位
を獲 得した大ヒット作。

昨 年スタートしたAOR CITY 1000。それまでのAORの定 義を少し拡 大 解 釈しつ
つ、100 枚ものラインナップをヴァリュー・プライスでお届けしたこのシリーズは、
おかげさまで各方面から好意的な評価を受けました。今年のAOR CITY 2017は、
その続編になります。

SICP-5433

Contemporary Rock”の略 称であることを知らない世代が出てきています。しか
しその一方で、ここ1～2 年は若い世代の間でAORがキーワードのように使われる
機会が着実に増えました。シティ・ポップスなどと呼ばれるタイプの都市型ハイブ
リッド・サウンドをプレイする若い国 産バンドが、大きな人 気を博すようになった
のです。でも、さまざまなジャンルのテイストを混ぜ合わせ、そこからエヴァーグ

1980

ロックンロール 色を強く打ち出した80 年 代 第 1弾！キャリア 初の全 米
NO.1ヒット
「ロックンロールが最 高さ」、衝 撃 的なオープニング「ガラス
のニューヨーク」を収 録。

©2017 Hiroshi Nagai

前 回も書いたように、現 在はもう“AOR”という言 葉がひとり歩きし、それが“Adult

リマスタリング：1998年／解説：中田利樹

涙のダンシング・シューズ ナイジェル・オルソン
Nigel Nigel Olsson

リマスタリング：1998年／解説：矢口清治

1979

フレッシュなノスタルジーにときめく、シングル・ヒット
「涙のダンシング・
シューズ」を収 録したナイジェルの代 表 作。
1949 年、英 国 生まれのドラマー／シンガーで、エルトン・ジョンのバンドのドラマーと
しても知られている。1975年にソロ・デビューした後、活 動の拠 点をアメリカに移し、4
枚目のソロとなる本作をリリース。①「悲しきソープ」が全 米34位、③「涙のダンシング・
シューズ」が全 米18 位のスマッシュ・ヒットを記 録した。曲 作りにはデヴィッド・フォス
ター、ポール・デイヴィスらが、レコーディングには、そのフォスター（key）やジェイ・グ
レイドン
（g）、ブルース・ジョンストン
（vo）らが参 加している。

リーンなメロディ、都 市の風 景に似合うソフィスティケイトされたサウンドを抽出
していく点は、今も昔も同じ。AORの音楽的魅力・特徴を思い出してみてください。
広義でいえば、洗 練されたオトナのためのポップス／ロック。その“ 洗 練 ”の重 要
な要 素として、ジャズやソウル、フォーク、ボサノヴァ、カントリーなど異ジャンルの
サウンド・スタイルが注入されているのです。
さぁ、あなたもこのシリーズの中から、お気に入り一枚を探し出してみてください。
Toshikazu Kanazawa / 金澤寿和

SICP-5434

アズ・ザ・タイム・フライズ フランク・ウェーバー
As The Time Flies Frank Weber

リマスタリング：2002 年／解説：中田利樹

1978

NY 派のシンガー・ソングライターのデビュー作。リチャード・ティー、ス
ティーヴ・ガッドをはじめ東 海岸の凄 腕ミュージシャンが多数 参 加。
米・ニュージャージー州 出 身で、NYをベースに活 動するシンガー・ソングライター／
ピアニスト。1978 年にリリースした記 念すべきデビュー作にしてAOR 史 上に残る名
作。ビリー・ジョエルをソフトにしたようなヴォーカルと、まさに“ ピアノ・マン” 風の弾
き語りスタイル、ジャズの影 響を強く受けたアレンジが光っている。リチャード・ティー
（key）、スティーヴ・ガッド
（ds）、ウィル・リー（b）、マイク・マイニエリ
（vib）、アンソニー・
ジャクソン
（b）、デヴィッド・スピノザ
（g）、ルーサー・ヴァンドロス
（vo）など、NYオール
スターズともいえる凄 腕ミュージシャンが勢 揃い。

www.lightmellow.com
SICP-5435

リマスタリング：2001年／解説：金澤寿和
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ニューヨークのストレンジャー フランク・ウェーバー
Frank Weber Frank Weber

1980

雨と唄えば メリサ・マンチェスター
Singin' Melissa Manchester

都 会 的で溌 剌としたバンド・サウンドが心 地 良い傑 作 セカンド・アルバ
ム。イーグルスの名 曲「テイク・イット・トゥ・ザ・リミット」を大 胆にアレ
ンジしている。

70 〜 80年 代にかけて女 性ポップ・シンガーの第 一人者として活 躍した
メリサの6thアルバム。AOR／ソウル・テイスト溢れた完 成 度の高い内
容で、彼 女のアルバムの中でも人 気の高い1枚。

米・ニュージャージー州 出 身で、NYをベースに活 動するシンガー・ソングライター／ピ
アニスト。前 作がジャズ 系の有 名ミュージシャンを多 数 起 用した洗 練されたアルバム
だったのに対して、この2ndアルバムでは若いバンドを率いて都会 的で溌 剌としたバン
ド・サウンドが心 地良い。オープニングを飾るイーグルスの名曲①「テイク・イット・トゥ・
ザ・リミット」は大胆にアップテンポにアレンジして成功している。③「カム・ホーム・トゥ・
ミー」、⑤「予言 者の言 葉」などはスティーリー・ダンを想い起こさせる。⑧「オンリー・
フォー・トゥナイト」にはデヴィッド・ラズリーの繊 細な歌をフィーチャー。

1951年 生まれ、ニューヨーク出 身。大 学 時 代にポール・サイモンの元で作 曲を学び、
その後クラブで弾き語りをしているところをベット・ミドラーとバリー・マニロウに誘わ
れ、1973 年に歌 手としてデビューする。本 作は AOR ／ソウル・テイスト溢れる6th ア
ルバム。マイケル・ジャクソンの②、ジェイムス・テイラーの⑤、スライ& ザ・ファミリー
ストーンの⑥、ビーチ・ボーイズの⑩などカヴァー曲のセンスが光る、彼 女のアルバムの
中でも人 気の高い1枚。レコーディングにはスティーヴ・ガッド
（ds）、ウィル・リー（b）、
トニー・レヴィン（b）、デヴィッド・スピノザ（g）ら東 海 岸の凄 腕 ミュージシャンたちが
参 加している。

SICP-5436

JT ジェイムス・テイラー

リマスタリング：2001年／解説：金澤寿和

1977

JT James Taylor

SICP-5441

ヘイ・リッキー メリサ・マンチェスター
Hey Ricky Melissa Manchester

それまでにない明るく軽やかなサウンドで、新 生・JTを印 象づけたコロ
ンビア移 籍第１弾。グラミー賞を受 賞した
「ハンディ・マン」を収 録。

SICP-5437

フラッグ ジェイムス・テイラー
Flag James Taylor

1982

1951年 生まれ、ニューヨーク出 身。大 学 時 代にポール・サイモンの元で作 曲を学び、
その後クラブで弾き語りをしているところをベット・ミドラーとバリー・マニロウに誘わ
れ、1973 年に歌 手としてデビューする。本 作は名 匠、アリフ・マーディンのプロデュー
スのもと、ジェフ・ポーカロ
（ds）、スティーヴ・ルカサー（g）、エイブラハム・ラボリエル
（b）、ロビー・ブキャナン
（key）ら西 海 岸のミュージシャンが多く参 加するなど、豪 華 ス
タッフで制 作された代 表 作。ディーン・ピッチフォード&トム・スノウ作のキャッチーな
シンセ・ポップ①「気になるふたり」は全 米シングル・チャート5位まで上 昇し、グラミー
賞
（最 優 秀女 性ポップ・ヴォーカル）を受 賞した。

リマスタリング：2002年／解説：小尾隆

1979

リマスタリング：2011年／解説：金澤寿和

人 気 女 性ポップ・シンガー、メリサの10thアルバム。名匠、アリフ・マー
ディンのプロデュースのもと、キャッチーなポップ・ソング「気になるふ
たり」が全 米5位を記録した。

70 年 代を代 表するシンガー・ソングライター、ジェイムス・テイラーのコロンビア 移 籍
第 1弾（通 算 8 作 目）。
『スウィート・ベイビー・ジェイムス』など初 期 作を手がけたプロ
デューサー、ピーター・アッシャーを再び招 聘し、①「きみの笑 顔」を筆 頭に、軽やかで
洗練された都会的なサウンドを推し進め、全米アルバム4位のヒットを記録した。レコー
ディングはダニー・コーチマー
（g）、リー・スクラー
（b）、ラス・カンケル
（ds）、デイヴィッド・
サンボーン（sax）ら気 心の知れたウェストコーストの面々がバックを固めている。シン
グル⑦「ハンディ・マン」でグラミー賞
（最 優 秀男性ポップ・ヴォーカル）を受 賞している。

SICP-5442

時の流れに ポール・サイモン

Still Crazy After All These Years Paul Simon

リマスタリング：2011年／解説：金澤寿和

1975

盟 友 ザ・セクションの面々と共に70 年 代を締めくくる9 作 目。キング&
ゴフィン作「アップ・オン・ザ・ルーフ」や、ビートルズ「デイ・トリッパー」な
ど所 縁の深いカヴァー曲も収 録。

グラミー賞・最 優 秀アルバムを獲 得！ 錚々たるミュージシャンが参 加し
たNYと、南 部・マッスルショールズで録 音された。全 米No.1ヒット
「恋
人と別れる50の方法」を収 録。

シンガー・ソングライター、ジェイムス・テイラー70年 代 最 後の作 品
（通 算9作目）。キ
ング&ゴフィン作の⑩「 アップ・オン・ザ・ルーフ」や、レノン&マッカートニーの③「 デイ・
トリッパー」などカヴァー曲も収 録している。ザ・セクションのダニー・コーチマー（g）、
ラス・カンケル（ds）、リー・スクラー（b）を中 心に、デイヴィッド・サンボーン（sax）、
ワディ・ワクテル（g）、後にステップス・アヘッドに参 加するドン・グロルニック
（key）
らがレコーディングに参 加している。ビートルズの『 レット・イット・ビー』などを手が
けたコッシュのデザインによる大 胆なジャケットも話 題を呼んだ。

全 米1位を獲 得した5 枚目のソロ・アルバムで、翌 年のフラミー賞で最 優 秀アルバムに
輝いた。
「昔の恋 人に偶 然 出 逢って・・・」と歌う表 題 曲 ①と、久しぶりにアート・ガー
ファンクルとデュエットした②「マイ・リトル・タウン」は南 部・マッスルショールズで録
音。その他の曲は、スティーヴ・ガッド
（ds）、ボブ・ジェイムス
（key）、リチャード・ティー
（p）、トニー・レヴィン
（b）、ヒュー・マクラッケン
（g）らNYを代 表するスタジオ・ミュー
ジシャンが多 数 起 用された。④「 恋 人と別れる50の方 法」がシングル・カットされ全
米1位を獲 得。

SICP-5438

薔薇の香り フィービ・スノウ
Never Letting Go Phoebe Snow

リマスタリング：2002年／解説：小尾隆

1977

SICP-5443

ワン・トリック・ポニー ポール・サイモン
One Trick Pony Paul Simon

リマスタリング：2004年／解説：小尾隆

1980

NY 出 身の女 性 シンガー・ソングライターの4th アルバム。巨 匠 フィル・
ラモーンをプロデューサーに迎え、素 晴らしいヴォーカルが健 在である
ことを示した秀 作。

自らが製作／脚 本／主 演した映 画のサウンドトラック盤。エリック・ゲイ
ル、リチャード・ティー、スティーヴ・ガッド他、NYを代 表するスタジオ・
ミュージシャンたちが多数 参 加！

1950年、ニューヨーク生まれ
（2011年没）。ジャズ、ブルース、ゴスペル、フォークなど
様々な音 楽 要 素がブレンドした洗 練されたスタイルで1974 年にデビューし、
「ポエト
リー・マン」は全 米 5 位の大ヒットを記 録した。本 作はバーバラ・アクリンの1968 年の
ヒット曲 ①「ラヴ・メイクス・ア・ウーマン」をカヴァーした4thアルバム。フィル・ラモー
ンがプロデュースし、ボブ・ジェイムス
（key）、スティーヴ・ガッド
（ds）、マイケル・ブレッ
カー（sax）、ケニー・ロギンス
（vo）ら豪 華ミュージシャンが参 加。商 業 的な成 功には至
らなかったが、彼 女の素晴らしいヴォーカルが健 在であることを示した。

グラミー賞を受 賞した傑 作『時の流れに』から5 年。サイモン自らが製 作／脚 本／主 演
した映 画『ワン・トリック・ポニー』のサウンドトラック 盤。サイモン 演じる冴えない中
年ロッカー、ジョナの悪 戦 苦 闘を描いた物 語で、本 作のレコーディングに参 加している
ミュージシャンのエリック・ゲイル
（g）、リチャード・ティー（p）、トニー・レヴィン
（b）、ス
ティーヴ・ガッド
（ds）
らは、劇中でもバック・バンド役として出演している。①「 追憶の夜」
がシングル・カットされ全米6位を記録。本作リリース後、11年ぶりにS&Gを再結成し、
NYのセントラル・パークでフリー・コンサートを行った。

SICP-5439

詞華集 フィービ・スノウ

Against The Grain Phoebe Snow

リマスター：2011年／解説：除 川哲朗

1978

不 世出の女 性シンガー・ソングライターのCBS最 後の作 品。フィル・ラ
モーンとバリー・ベケットの豪 華 プロデュースのもと、堂々たるヴォーカ
ルを披 露している。
1950 年、NY生まれ
（2011年 没）。ジャズ、ブルース、ゴスペル、フォークなど様々な音
楽 要素がブレンドした洗 練されたスタイルで1974年にデビューし、
「ポエトリー・マン」
は全 米5位の大ヒットを記録した。本作はCBS最 後となった5thアルバムで、フィル・ラ
モーンとマッスルショールズのバリー・ベケットが共同プロデュース。録音にはマイケル・
ブレッカー（sax）、デイヴ・グルーシン
（key）、スティーヴ・カーン
（g）、リチャード・ティー
（p）らが参 加。ポール・マッカートニーの①「エヴリ・ナイト」、アレサ・フランクリンの②
「ドゥ・ライト・ウーマン、ドゥ・ライト・マン」などを取り上げている。
SICP-5440
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1977

リマスター：2011年／解説：除 川哲朗

SICP-5444

イフ・ラヴ・イズ・リアル ランディ・エデルマン
If Love Is Real Randy Edelman

リマスタリング：2004年／解説：天辰 保文

1977

現 在は映 画 音 楽の巨 匠として知られる職 人 的なソングライター。豊か
なメロディーを、若々しくソフトな歌 声で聴かせるアリスタ 移 籍 第 1弾
（通 算5作目）。
1947年、米・ニュージャージー州出身。NY・ブロードウェイ・ミュージカルの世界でピ
アニストとして活 動を始め、その後 LAに移り、TVドラマなどの作 曲を始める。同 時に
シンガー・ソングライターとしても1970年にデビュー。本作はアリスタに移籍してリリー
スした5thアルバム。レコーディングはジェフ・ポーカロ
（ds）、リー・スクラー
（b）、ディー
ン・パークス
（g）らが参 加。オリヴィア・ニュートン・ジョンに提 供した表 題 曲 ⑥や、名バ
ラード⑩「センチメンタル・フールズ」などソングライターとしての資 質が強く出た作品。
現在は映 画音 楽の世界で大 活躍する人 気作曲家でもある。
SICP-5445

リマスタリング：2000年／解説：金澤寿和
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ユーアー・ザ・ワン ランディ・エデルマン
You're The One Randy Edelman

1979

1996

Summer Of '78 Barry Manilow

クラシックからポップスまで豊かな音 楽 的 バックボーンから紡ぎ出した
繊 細なメロディー。TOTO 一 派を筆 頭に西 海 岸を代 表する人 気ミュー
ジシャンたちが参 加。

名匠マイケル・オマーティアンをプロデューサーに迎え、バリー自身が選
曲した70 年 代のフェイヴァリット・ソングをカヴァー。あの頃の名 曲た
ちがバリーの歌で甦る。

1947年、米・ニュージャージー州出身。NY・ブロードウェイ・ミュージカルの世界でピ
アニストとして活 動を始め、その後 LAに移り、TVドラマなどの作 曲を始める。1970
年にシンガー・ソングライターとしてもデビュー。本 作はアリスタからリリースされた6
作目。ダン・ヒル、ジミー・ウェッブ、J.D.サウザーなどAORシーンで数々の名作を残し
てきたフレッド・モーリン&マシュー・マッコーリーのコンビがプロデュースで、ジェイ・
グレイドン
（g）、スティーヴ・ルカサー（g）、デヴィッド・ペイチ
（key）、リー・スクラー（b）
他、ウェストコーストの精 鋭がバックを固めている。

1946年、NY・ブルックリン生まれ。1973年のデビュー以 来、
「 哀しみのマンディ」
「歌
の贈りもの」
「 涙 色の微 笑」
「 コパカバーナ」など数々のヒット曲を持つエンターテイナー
／シンガー・ソングライター／プロデューサー。90 年 代に入りジャズなども歌っていた
バリーが、本作では自身が選 曲した70 年 代の名 曲をカヴァー。レオ・セイヤーの全 米・
全英No.1ヒット⑤や、リトル・リヴァー・バンドの全米3位のヒット曲③、ポール・デイヴィ
スのAORクラシック ④などを収 録。クリストファー・クロスやマイケル・ボルトン、ピー
ター・セテラらを手がけるマイケル・オマーティアンがプロデュース。

SICP-5446

メイド・イット・スルー・ザ・レイン ジェラード・ケニー
Made It Thru The Rain Gerard Kenny

リマスタリング：2001年／解説：金澤寿和

1979

マスタリング：2017年／解説：金澤寿和

SICP-5451

ノット・ザ・ボーイ・ネクスト・ドア ピーター・アレン
Not the Boy Next Door Peter Allen

1983

第 2のエルトン・ジョン、ビリー・ジョエルと注 目されたピアノ・マン。バ
リー・マニロウがカヴァーしてヒットさせたタイトル 曲をはじめ、新 進 ソ
ングライターの瑞々しいデビュー作。

“ ボーイ・フロム・OZ” オーストラリア 出 身の人 気 シンガー・ソングライ
ターのアリスタ 移 籍 第１弾。デヴィッド・フォスターをはじめ錚々たる
ミュージシャンたちがバックアップ。

1947年、NY生まれながら、英 国でデビューしたシンガー・ソングライター／ピアニス
ト。無 名 時 代にビリー・ジョエルとバンドを組んでいたこともある。このデビュー作は、
シーナ・イーストンらを手がける英 国 人プロデューサー、クリストファー・ニールが制 作
し、ブリス・バンドのフィル・パーマー（g）
他、ロンドンの売れっ子ミュージシャンがバッ
クを務めた。⑥「ニューヨーク、ニューヨーク」がシングル・カットされた。コンサートの
ために渡 英していたバリー・マニロウが偶 然タイトル 曲 ⑩を耳にし、1980 年『バリー』
の中でカヴァーして全 米シングル10位のヒットに。

1944年、オーストラリア出身
（1992年没）。クリストファー・クロスの大ヒット曲「ニュー
ヨーク・シティ・セレナーデ」、メリサ・マンチェスターやリタ・クーリッジが歌った
「あな
たしか見えない」などソングライターとしても活 躍した。70年代、A&Mレコードに数 多
くの作品を残した後、本作でアリスタに移籍。デヴィッド・フォスター（key）、トム・スコッ
ト
（sax）、イエロー・ジャケッツのラッセル・フェランテ
（key）らが華やかに彩りを添え
る。山下達 郎を手がけたことでも知られるアレンジャー、チャーリー・カレロがピーター
の都会 的なメロディーを上品に仕上げている。

SICP-5447

歌の贈りもの バリー・マニロウ

Tryin' To Get The Feeling Barry Manilow

リマスタリング：2007年／解説：金澤寿和

1975

リマスタリング：2009年／解説：金澤寿和

SICP-5452

ジノ・クニコ ジノ・クニコ

1976

Gino Cunico Gino Cunico

アメリカを代 表するエンターテイナー、バリーの3rdアルバム。
「 歌の贈
りもの」が全 米No.1の大ヒットを記 録するなど、バリーの地 位を確 立し
た傑 作。

その暖 かい歌 声で忘れ難きオージーのソロ 2 作 目。
「デイドリーマー」
（D・キャシディ）、
「 涙色の微笑」
（ B・マニロウ）、
「 ファニー」
（ ビー・ジーズ）
などヒット曲のカヴァーも。

1946年、NY・ブルックリン生まれ。1973年のデビュー以来、
「 哀しみのマンディ」
「涙
色の微笑」
「 コパカバーナ」など数々のヒットを放ち、アメリカを代表するエンターテイ
ナー／シンガー・ソングライター／プロデューサーとして幅 広く活 躍している。本 作か
らは、ビーチ・ボーイズのブルース・ジョンストン 作の⑦「 歌の贈りもの」が全 米 No.1
を獲 得し、グラミー賞で最 優 秀 楽 曲 賞を受 賞した。他にも、デヴィッド・ポメランツ作
の②「フィーリング」が全 米 TOP10 ヒットとなるなどバリーの地 位を確 立した傑 作。
全 米アルバム 5位。ボーナス・トラック⑬は、スティーヴン・ソンドハイム作のミュージ
カル・ナンバー。

1949 年、豪・シドニー生まれ。70 年 代 初 頭にデュオでデビュー。本 作はソロとして
2 作 目で、ポップス 職 人として人 気のアンダース& ポンシアのヴィニ・ポンシアがプロ
デュース。①「 デイドリーマー」はデヴィッド・キャシディが歌い全英1位に輝いた名曲。
④「 ホエン・アイ・ウォンテッド・ユー」と⑥「 涙 色の微 笑」はバリー・マニロウ、⑤「ファ
ニー」はビー・ジーズのヒット曲として知られている。全 篇にわたり甘く切ないナンバー
が満 載のソフト・ロックの決 定 版。同時 期にポンシアが手がけていたメリサ・マンチェ
スター・バンドのジェイムス・ニュートン・ハワード
（key）やレニー・カストロ
（perc）ら
が参 加している。

SICP-5448

想い出の中に バリー・マニロウ
This One's For You Barry Manilow

リマスタリング：2006年／解説：大江田信

1976

エンターテイナー、バリー・マニロウの4作目。全 米No.1を獲 得した
「想
い出の中に」、
「ニュー・イングランドの週 末」
（ 全 米10位）などを収 録し、
人 気を決 定づけた名盤。
1946年、NY・ブルックリン生まれ。1973年のデビュー以 来、
「 哀しみのマンディ」
「歌
の贈りもの」
「 涙 色の微 笑」
「 コパカバーナ」など数々のヒット曲を持つ、アメリカを代 表
するエンターテイナー／シンガー・ソングライター／プロデューサー。大ヒットした前 作
『 歌の贈りもの』と同じロン・ダンテがプロデュース。ウィル・リー（b）、デヴィッド・スピ
ノザ
（g）らNYのミュージシャンが中 心にレコーディングに参 加している。
「 哀しみのマ
ンディ」と同じリチャード・カー作 曲の⑧「想い出の中に」が全 米 No.1を獲 得。他にも、
ランディ・エデルマン作の⑤「ニュー・イングランドの週 末」が全 米TOP10入りした。全
米アルバム6位。
SICP-5449

ワン・ヴォイス バリー・マニロウ
One Voice Barry Manilow

リマスタリング：2006年／解説：矢口清治

1979

多重 録 音によるア・カペラが美しい
「ワン・ヴォイス」、全 米シングル 9 位
の「人 生は航 海」など、良 質の作品が並ぶ人 気 盤。
1946年、NY・ブルックリン生まれ。1973年のデビュー以 来、
「 哀しみのマンディ」
「歌
の贈りもの」
「 涙 色の微 笑」
「 コパカバーナ」など数々のヒット曲を持つエンターテイナー
／シンガー・ソングライター／プロデューサー。6 作 目にあたる本 作も、プロデュースは
ロン・ダンテとの黄 金コンビで、エド・グリーン
（ds）、ジム・ゴードン
（ds）、ウィル・リー
（b）、デヴィッド・ハンゲイト
（b）
らが参加。英国ロック・ミュージシャンのイアン・ハンター
作の④「人 生は航 海」
（ 全 米9位）を収 録。また①「ワン・ヴォイス」はダフト・パンクにサ
ンプリングされ話 題になった。全 米アルバム9位。

SICP-5450

04

サマー・オブ・'78 バリー・マニロウ

リマスタリング：2006年／解説：波多野寛昭

リマスタリング：2001年／解説：金澤寿和

SICP-5453

ロスト・イン・ラヴ エア・サプライ

1980

Lost In Love Air Supply

全 世 界をペパーミントのハーモニーで包み込んだ代 表 作。
「ロスト・イ
ン・ラヴ」
（ 全 米 3位）、
「オール・アウト・オブ・ラヴ」
（ 全 米2位）を収 録し
たUSデビュー・アルバム。
オーストラリア 出 身のラッセル・ヒッチコックとグラハム・ラッセルのツイン・ヴォーカ
ルを中 心にした、80 年 代を代 表するポップ・グループ。1976 年にオーストラリアでデ
ビューした後、1980 年に世 界 進 出を果たして多くのヒット曲を生んだ。日 本でも彼ら
の清 涼 感あふれる美しいハーモニーは “ペパーミント・サウンド”と呼ばれ、多くのファ
ンを獲得。本作はその世界デビュー作にあたり、代表的なヒット曲①「ロスト・イン・ラヴ」
（全米3位）、②「オール・アウト・オブ・ラヴ」
（ 全米2位）
を収録している。ウィンド・サーフィ
ンの写 真を使ったジャケットは日本オリジナル。
SICP-5454

日本オリジナル・ジャケット

シーサイド・ラヴ エア・サプライ

リマスタリング：2009年／解説：中田利樹

1981

The One That You Love Air Supply

前 作『ロスト・イン・ラヴ』を超える大ヒットを記 録！全 米No.1を獲 得し
た
「シーサイド・ラヴ」、
「ヒア・アイ・アム」
（ 全米5位）、
「スウィート・ドリー
ムス」
（ 全 米5位）を収 録。
豪 州出身のラッセル・ヒッチコックとグラハム・ラッセルのツイン・ヴォーカルを中 心に
したグループ。1976年にオーストラリアでデビューした後、1980年に世界進 出を果た
して多くのヒット曲を生んだ。彼らの清 涼 感あふれるハーモニーは “ペパーミント・サウ
ンド”と呼ばれ、多くのファンを獲 得。本作は全 米アルバム10位まで上 昇し、前作『ロス
ト・イン・ラヴ』を超える成功を収めた。初の全米No.1に輝いた④「シーサイド・ラヴ
（The
One That You Love）」を筆 頭に、②「ヒア・アイ・アム」
（ 全 米 5 位）、⑥「スウィート・
ドリームス」
（ 全 米5位）などヒット曲 満 載。洋上に浮かぶ気 球の写 真を使ったジャケッ
トは日本オリジナル。
SICP-5455

日本オリジナル・ジャケット

リマスタリング：2009年／解説：矢口清治
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ナウ・アンド・フォーエヴァー エア・サプライ
Now and Forever Air Supply

1982

ビーチト リッキー・マーティン

ペパーミント三 部 作のラストを飾るプラチナ・アルバム。
「さよならロン
リー・ラヴ」
（ 全 米5位）など外 部ライター作品も含めバラエティ豊かな楽
曲が揃った傑 作。

カール・ウィルソンがプロデュースしたポップでカラフル、爽やかなメロ
ディーが溢れる今 作は、AORファンの心を掴む。
アメリカを代表する名エンターテイナー、ディーン・マーティンの息子でもあるリッキー、
唯 一のアルバム。幅 広い交 友関 係を活かして、ビーチ・ボーイズの故デニス・ウィルソン
（ds）やヴァン・ダイク・パークス
（key）、シカゴからピーター・セテラ
（vo）とジェイムス・
バンコウ
（tb）ら豪 華なミュージシャンが参 加している。ビーチ・ボーイズの故 カール・
ウィルソンがプロデュースしたポップでカラフル、爽やかなメロディーが、ビーチ・ボー
イズのファンやAORファンの心を掴む。ボーナス・トラックを追 加 収 録。

オーストラリア出身のラッセル・ヒッチコックとグラハム・ラッセルのツイン・ヴォーカル
を中 心にした80 年 代を代 表するポップ・グループ。世 界進 出のきっかけとなった1980
年の「ロスト・イン・ラヴ」から、本作に収録されている②「さよならロンリー・ラヴ
（Even
the Nights Are Better）」まで、シングルが7曲連 続で全 米トップ5入りを記録した。
アリスタの総 帥、クライヴ・デイヴィス 総 指 揮の元、G・ラッセルがソングライターとし
ての多才さを存 分に発 揮し、R・ヒッチコックの卓 越した歌 唱 能 力を引き出し、アルバ
ムはプラチナ・ディスクを獲得した。晴れ渡る空をバックにパラセイリングを楽しむジャ
ケット写 真は日本オリジナル。
SICP-5456

日本オリジナル・ジャケット

風のララバイ アルバート・ハモンド

Your World And My World Albert Hammond

リマスタリング：2006年／解説：矢口清治

1981

SICP-5461

リマスタリング：2015年／解説：長門芳郎

プローン ネッド・ドヒニー

1979

Prone Ned Doheny

「カリフォルニアの青い空」、
「 落 葉のコンチェルト」に続くヒット
「風のラ
ラバイ」を収録！才能豊かなソングライター陣、西海岸を代表するミュー
ジシャンたちと制 作した良 質のAORアルバム。

ソウルフルなサウンドと、ネッドの甘くナイーヴなヴォーカルが AOR 的
なムードを醸し出す3 作 目。当 時は日 本だけで発 売されていた幻のアル
バムでもある。

「 落 葉のコンチェルト」、
「カリフォルニアの青い空」のヒットで知られる英 国 出 身のシン
ガー・ソングライター、アルバート・ハモンドが米・西 海 岸のミュージシャンをバックに
完 成させたアルバム。①「風のララバイ（Your World and My World）」をはじめ覚
えやすいメロディー、耳 触りの良いサウンド、爽やかなジャケットが評 判を呼ぶ。トム・
スノウやエリック・カズラと共作した AORフィーリングを全面に押し出した楽曲を、ジェ
フ・ポーカロ
（ds）、デヴィッド・ハンゲイト
（b）
らTOTOの面々とレコーディング。ニコレッ
ト・ラーソン、ジェニファー・ウォーンズ、ウェンディ・ウォルドマンらがコーラスで花を
添えている。

AORの傑 作との呼び声 高い『ハード・キャンディ』
（1976年）に続く本作は、1979年発
表の3rdアルバムで、当時は日本だけで発売が許可された幻の作品でもある。オーティ
ス・レディング、ウィルソン・ピケットなどのヒット曲で知られるスタックス出身のギタリ
スト、スティーヴ・クロッパーをプロデューサーに迎え、ソウルフルなサウンドとネッドの
甘くナイーヴなヴォーカルがAOR 的なムードを醸し出している。レコーディングには、
J.D.サウザー、ボニー・レイット、デヴィッド・フォスターなどが参 加。

SICP-5457

日本オリジナル・ジャケット

セシリオ＆カポノ セシリオ＆カポノ
Cecilio & Kapono Cecilio & Kapono

リマスタリング：2007年／解説：中田利樹

1974

SICP-5462

ナイト・ミュージック セシリオ＆カポノ
Night Music Cecilio & Kapono

多くの才 能を輩出したカントリー・ロックの最 重 要バンド、ポコ。主 要の
初 期 メンバーがカムバックを果たし、久々のTOP40 ヒットを放った記
念碑 的な作品。
1969 年に結 成され、ウェストコースト・ロック、そしてカントリー・ロックを牽 引した
バンド、ポコに初 期メンバーのジム・メッシーナ、リッチー・フューレイ、ランディー・マ
イズナーが戻ってきた記念碑的な作品。②「コール・イット・ラヴ」や⑤「ナッシン・トゥ・
ハイド」が久々のトップ40ヒットとなり、アルバムもゴールド・ディスクを獲 得した。レ
コーディングには、ティモシー・B・シュミット
（b／元ポコ）、リー・スクラー（b）、ジェフ・
ポーカロ
（ds）、ビル・ペイン
（key）ら西 海 岸の腕 達 者が集 結。

リマスタリング：2006年／解説：天辰 保文

1977

クレイグ・フラー/エリック・カズ クレイグ・フラー&エリック・カズ
Craig Fuller/Eric Kaz Craig Fuller & Eric Kaz

Ports Of The Heart Jimmie Spheeris

ピュア・プレイリー・リーグにいたクレイグ・フラーと、スーパーグループとして話 題を
呼んだアメリカン・フライヤーに参 加したエリック・カズによるデュオ。リンダ・ロンシュ
タットやボニー・レイット、ジェイムス・テイラー作 品を手がけたヴァル・ギャレイがプ
ロデュースを担 当し、バックはリー・スクラー（b）、ラス・カンケル（ds）のリズム 隊を核
に、西 海 岸の錚々たるミュージシャンが参 加している。後にリンダ・ロンシュタットがカ
ヴァーした②「クライ・ライク・ア・レインストーム」のオリジナル・ヴァージョンを収 録。

リマスタリング：2006年／解説：天辰 保文

1976

1978

才能豊かなデュオが錚々たるミュージシャンをバックにアーコスティック
なメロディで綴る歌 世界。

カラパナと並ぶ人 気“ハワイアン・サーフ・ロック”デュオの3作目。メンバーのヘンリー・
カポノはネイティヴなハワイアン、メキシコとインディアンの血をひくセシリオ・ロドリ
ゲスはカリフォルニア生まれ。本 作は爽やかなウェストコースト・ロック〜AOR 系のサ
ウンドの中に、ハワイ風のトロピカルな要 素が散りばめられた名盤。ストリングス・アレ
ンジを巨匠、ニック・デカロが手がけている他、トム・スコット
（sax）らLAの一流ミュー
ジシャンたちがレコーディングに参 加している。ボズ・スキャッグスの名 曲「ウィアー・
オール・アローン」も収 録。

ポーツ・オブ・ザ・ハート ジミー・スフィーリス

解説：金澤寿和

SICP-5463

爽やかなウェストコースト・ロック〜AOR系のサウンドに、ハワイ風のト
ロピカルな要 素が散りばめられた名 盤。ボズ・スキャッグスのカヴァー
も収 録。

SICP-5459

1989

Legacy Poco

ハワイのロック・シーンを語る上で欠かせないデュオ、セシリオ& カポノ。メキシコと
ヤキ 族 インディアンをルーツに持つセシリオ・ロドリゲスとハワイ生まれのヘンリー・
カポノが1973 年にグループを結 成。日 本 人 好みの美しいメロディーと優しいサウン
ドで、カラパナらと共にハワイアン・ロック・ムーヴメントの中 心 的な存 在として人 気
を獲 得した。このデビュー作は、ラス・カンケル
（ds）、リー・スクラー（b）、ウィルトン・
フェルダー（b）ら西 海 岸のトップ・ミュージシャンが参 加して、L Aで録 音された。

SICP-5458

リマスタリング：2005年／解説：片寄明人

レガシー ポコ

ハワイのロック・シーンを語る上で欠かせないデュオに、西海岸のトップ・
ミュージシャンが参 加し、LAで録 音されたデビュー作。

SICP-5464

ワイルド・チャイルド ヴァレリー・カーター
Wild Child Valerie Carter

リマスタリング：2007年／解説：天辰 保文

1978

詩 情 豊かなメロディー、深みのあるヴォーカル、そしてジャジーで優し
いムード。チック・コリア、スタンリー・クラーク、旧友のジャクソン・ブラ
ウン他が参 加した人 気作。

落ち着いた演 奏をバックに、繊 細でどこか物 憂げな雰 囲 気のヴォーカ
ルが織りなす緻密で洗練された佳作。ヴァレリーは2017年3月に亡く
なった。

1949年、アラバマ州 生まれ
（1984年に交 通 事 故 死、享 年34歳）。ジャクソン・ブラウ
ンやスティーヴ・ヌーナンらLA周辺のアーティストと交 流しながら、1971年にソロ・デ
ビュー。本作は4作目で、プロデューサーはストリングスの達 人として知られるデヴィッ
ド・キャンベル。レコーディングは自 身のツアー・バンドを中 心に、チック・コリア
（p）、
スタンリー・クラーク
（b）、ジョン・ゲラン
（ds）らが参 加しジャジーな雰 囲 気を醸し出し
ている。旧友のジャクソン・ブラウンもコーラスで参加。⑥「イッツ・オール・イン・ザ・ゲー
ム」は山下達 郎もカヴァーしたスタンダード曲。

1977年にソロとしての活 動を開 始すると同 時に、ジャクソン・ブラウンやジェイムス・
テイラーなど多くの作 品にコーラスとして参 加し、70 年 代のウェストコースト・サウン
ドには欠かせない存 在だったヴァレリー。ソロ2作目となる本作には、ジェフ・ポーカロ
（ds）、スティーヴ・ルカサー（g）、デヴィッド・ハンゲイト
（b）らTOTOの面々を中 心に、
チャック・レイニー（b）、ジェイ・グレイドン
（g）らが参 加。落ち着いた演 奏をバックに、
繊 細でどこか物 憂げな雰 囲 気のヴォーカルが織りなす緻 密で洗 練された作 品に仕 上
がっている。

SICP-5460

06

1977

Beached Ricci Martin

リマスタリング：2002年／解説：金澤寿和

SICP-5467

リマスタリング：2005年／解説：長門芳郎
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カーラ・ボノフ カーラ・ボノフ

1977

Karla Bonoff Karla Bonoff

サンライズ エリック・カルメン

西 海 岸を代 表するシンガー・ソングライター、カーラの真っ直ぐで朴 訥
としたヴォーカルが新 鮮なデビュー作。リンダ・ロンシュタットに提 供し
た作品も収 録。

ラズベリーズ 解 散 後、記 念すべきソロ・デビュー作。持ち味であるクラ
シック音楽の素養を生かした名曲「オール・バイ・マイセルフ」
（ 全 米2位）
を収 録。

1951年、カリフォルニア州サンタモニカ出身の西海岸を代表するシンガー・ソングライ
ター。ブリンドルというグループを組んで活 動していたカーラは、リンダ・ロシュタット
の1976 年アルバム
『風にさらわれた恋』で作 品を取り上げられたことを契 機にソロ・デ
ビューを果たす。今 作にはそのリンダに提 供した3 曲、①「誰かわたしの側に」、③「また
ひとりぼっち」、⑦「彼にお願い」のセルフ・カヴァーを収録。録音にはラス・カンケル
（ds）、
リー・スクラー（b）、ワディ・ワクテル（g）などが参 加。カーラの真っ直ぐで朴 訥とした
ヴォーカルが新 鮮な魅 力を発 揮している。

類 稀なるポップ・センスを持つメロディメイカー／ピアノ・マン。1949年、オハイオ州 生
まれ。幼い頃からクラシック 音 楽のレッスンを受ける傍ら、ビートルズなどロックにも
目 覚める。学 生 時 代に組んだバンドがラズベリーズに発 展し、1972 年にデビューを果
たす。このアルバムはソロ・デビュー作で、ラフマニノフのピアノ協 奏 曲をモチーフにし
た④「オール・バイ・マイセルフ」
（ 全 米 2 位）を収 録。日 本では何 度もテレビCMで使 用
されている。③「 恋にノー・タッチ」もラフマニノフの交 響 曲をモチーフにしていて人 気
が高い。

リマスタリング：2007年／解説：大江田信

SICP-5468

ジェニファー・ウォーンズ ジェニファー・ウォーンズ
Jennifer Warnes Jennifer Warnes

1976

チェンジ・オブ・ハート エリック・カルメン

日本初CD化

ハートで一撃 ジェニファー・ウォーンズ

西 海 岸の人 気 ミュージシャンたちを擁したソロ 3 作 目。キャッチーでソ
ウル・フィーリングに満ちた楽 曲で、AORファンの間でも人 気の高いア
ルバム。
1949年、オハイオ州生まれ。幼い頃からクラシック音 楽のレッスンを受ける傍ら、ビー
トルズなどロックにも目覚める。1972 年にバンド、ラズベリーズでデビュー。解 散 後は
ソロに転じ、
「オール・バイ・マイセルフ」
（ 全 米 2 位）など順 調にヒットを重ねて行った。
本作はセルフ・プロデュースによるソロ3作目。ナイジェル・オルソン、元ゲス・フーのバー
トン・カミングス、元ブレッドのマイク・ポッツ、TOTOのジェフ・ポーカロらが参 加して
いる。ボーナス・トラックとして、日本武 道 館公演のライヴ音 源などを収 録。

リマスタリング：2016年／解説：除 川哲朗

1979

Shot Through The Heart Jennifer Warnes

イマジナリー・フール ボブ・ウェルチ

日本初CD化

愛の旋 律 ポール・アンカ

フリートウッド・マック〜パリスで知られるギタリスト。幅 広い音 楽 性を
自 在に操る才 能の持ち主で、このRCA 移 籍 第 1弾でもその洒 脱なセン
スは健 在。
1945年、米・カリフォルニア州 生まれ
（2012年没）。英の大 物ブルース・ロック・バン
ド、フリートウッド・マックに1971年に加 入し、バンドをメロディアスなロック・バン
ドに生まれ変わらせた。その後バンド、パリスを経て、1977年にソロ・デビュー。本作
は RCA移 籍 第1弾にあたる5th アルバム。80 年 代の最 重 要ソングライター、トム・ケ
リーや、クリスティン・マクヴィーやリンゼイ・バッキンガムとも交 流のあるシンガー、
ロビー・パットンらが参加。自身のヒット曲である「エボニー・アイズ」に通じるような、
豊かなアイディアと洗 練されたポップ感 覚がキラリと光る作品。

リマスタリング：2017年／解説：天辰 保文

1978

Listen To Your Heart Paul Anka

アイ・コンタクト ボブ・ウェルチ

ヘッドライン ポール・アンカ
Headlines Paul Anka

ワクワクするようなモダン・ポップ 感 覚で80sぽさ全 開！ 元 スティー
リー・ダン〜ドゥービー・ブラザーズのジェフ・バクスターのプロデュース
で、ウェルチ節が楽しめる。
1945年、米・カリフォルニア州 生まれ
（2012年没）。1971年、ギタリスト／ヴォーカリ
ストとして英のブルース・ロック・バンド、フリートウッド・マックに参 加。バンドがメロ
ディアスなロック・バンドに変化するきっかけとなった。その後新バンド、パリスを経て、
1977年にソロ・デビュー。本作は6thアルバムで、実 質 的にラスト・アルバムにあたる。
プロデューサーは元 スティーリー・ダン〜ドゥービー・ブラザーズのジェフ・バクスター
（g）。エド・グリーン
（ds）、ネイザン・イースト
（b）らがバックを固め、ビーチ・ボーイズ
のカール・ウィルソンとアル・ジャーディン、トミー・ファンダーバーク
（エアプレイ）
がコー
ラスで彩りを添えている。

リマスタリング：2017年／解説：金澤寿和

1979

1983

Eye Contact Bob Welch

「ダイアナ」
「 マイ・ウェイ」などで知られるシンガーにして、ポップス 黄 金 期を代 表する
名ソングライター、ポール・アンカ。本作はRCA 復 帰 第1弾にあたり、メリサ・マンチェ
スター作品でお馴染みのデヴィッド・ウルファートがプロデュース。録音にはエド・グリー
ン
（ds）、ジェイ・グレイドン
（g）、ニール・ラーセン
（key）、ニック・デカロ
（p）らが参 加。
③「 孤独のあじわい」、⑥「ドント・エヴァー・セイ・グッドバイ」は若き日のデヴィッド・フォ
スターとの共 作。⑩「スターメイカー」は名ソングライターのブルース・ロバーツ&キャロ
ル・ベイヤー・セイガー作。

世界初CD化

リマスタリング：2012年／解説：中田利樹

SICP-5475

これぞミドル・オブ・ザ・ロードの粋！若き日のデヴィッド・フォスターや
ジェイ・グレイドン、ニール・ラーセンらが参 加したRCA復 帰第１弾。

SICP-5471

1981

Bob Welch Bob Welch

1947年、シアトル生まれ、カリフォルニア育ち。1968年にデビューした後、レナード・
コーエンと出 会い、彼のツアーやレコーディングでも活 躍した。本 作は AORにシフト
した5th アルバムで、ザ・バンドやエリック・クラプトンを手がけたロブ・フラボニがプ
ロデュース。シングル ②「 アイ・ノウ・ア・ハートエイク」
（ 全 米19 位）にはアンドリュー・
ゴールドらが参 加している。③はバート・バカラック作、⑤はボブ・ディラン作、⑦はレ
オ・セイヤー／トム・スノウ作品。ウォーンズは80年代に入ると、
「 愛と青 春の旅 立ち」
と
「タイム・オブ・マイ・ライフ」で全 米 No.1を獲 得している。

SICP-5470

リマスタリング：2014年／解説：中田利樹

SICP-5474

アンドリュー・ゴールドら西 海 岸の精 鋭が参 加し、シンガーとしての魅 力
を満喫できる一枚。バート・バカラックやボブ・ディランのカヴァーも収録。

しらべ

1978

Change Of Heart Eric Carmen

1947年、シアトル生まれ、カリフォルニア育ち。シンガー・ソングライターとして1968
年にデビュー。1971年にレナード・コーエンと出 会い、彼のツアーやレコーディングで
活 躍した。本 作はアリスタに移 籍した4th アルバム。ジョージ・ハリスンやエリック・ク
ラプトンとのセッションで知られるジム・プライスと、イーグルスのアレンジャーでもあ
るジム・エド・ノーマンがプロデュースし、ジェイ・グレイドン
（g）、ラス・カンケル
（ds）、ニッ
キー・ホプキンス
（p）らが参 加。③「シャイン・ア・ライト」はローリング・ストーンズのカ
ヴァー。ピーター・マッキャン作の⑦「星影の散歩道」が全米シングル6位まで上昇した。

SICP-5469

リマスタリング：2014年／解説：矢口清治

SICP-5473

ウェストコーストの女 性シンガー・ソングライターの草分け。全 米6位ま
で上 昇した代 表曲「星 影の散歩 道」を収 録。

SICP-5476

レイン・イン・マイ・ライフ ビル・ラバウンティ
Rain In My Life Bill LaBounty

日本初CD化

リマスタリング：2012年／解説：中田利樹

1979

躍 動 感のある歌 声が冴える！デヴィッド・フォスターが作 曲・アレンジ・
ピアノで参 加した他、ジェイ・グレイドン、ラリー・カールトンらキーマン
が集 結。

AORの良 心とでもいうべきシンガー・ソングライターの3 作 目。相 性の
良いロイ・フリーランド、ランディ・グッドラムらと制 作した粒そろいの楽
曲が光る。

「ダイアナ」
「マイ・ウェイ」など数々のヒット曲を生んだシンガーにして名ソングライター。
アンカが31歳の時に発 表した本作には、若き日のデヴィッド・フォスターが作 曲／アレ
ンジ／ピアノで参 加し、鮮 烈な印象を残している。⑤「ラーニング・トゥ・ラヴ・アゲイン」
は後にフォスター自 身のソロ 作に収 録された
「 The Dancer」の原 曲として知られてい
る。②「アズ・ロング・アズ〜」はバリー・マン& シンシア・ワイルとの共 作。ジェイ・グレ
イドン
（g）、ラリー・カールトン
（g）、ニール・ステューベンハウス
（b）、マイク・ポーカロ
（b）、ニール・ラーセン
（key）といった錚々たるミュージシャンが参 加している。

田 中 康 夫の小 説「なんとなくクリスタル」で一 躍その名が広まったビル・ラバウンティ。
枯れたソウルフルな歌 声と巧みな曲 作りで、時 代を超えてAORファンを魅 了し続けて
いる。本作はカーブ・レコードからの2作目となった3rdアルバム。全 体 的にしっとりと
した楽 曲の多い中、⑥「サムタイムス〜」はウェストコースト的な爽 快なドライヴ・ソング
に仕上がっている。独特のアーバンなソウル・テイストが際立つ①「ダンシン・トゥナイト」
は、
「涙は今夜だけ」をカヴァーしてヒットさせたマイケル・ジョンソンに再び提 供した。

SICP-5472

08

1975

Eric Carmen Eric Carmen

リマスタリング：2010年／解説：大江田信

SICP-5477

リマスタリング：2017年／解説：金澤寿和
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ザ・ウェイ・イット・イズ ブルース・ホーンズビー&ザ・レインジ
The Way It Is Bruce Hornsby & The Range

1986

アザー・ロード ボズ・スキャッグス
Other Roads Boz Scaggs

1988

グラミー賞・最 優 秀 新人 賞を獲 得した鮮 烈なデビュー作。市 井の人々の
暮らしと社 会へのメッセージを訴えた
「ザ・ウェイ・イット・イズ」
（ 全 米1
位）、
「マンドリン・レイン」
（ 全 米4位）
収 録。

8 年ものブランクを経て、バラードからロックンロールにいたるまで変わ
らぬシルキーなヴォーカルを聴かせる。ボビー・コールドウェルトとの共
作「ハート・オブ・マイン」収 録。

1954年生まれ、米・ヴァージニア州出身のピアノ／アコーディオン奏 者、ブルース・ホー
ンズビーを中心に1984年に結成。全 米 No.1を獲得したデビュー曲⑤「ザ・ウェイ・イッ
ト・イズ」、③「マンドリン・レイン」
（ 全 米 4 位）を収 録。南 部の大らかさと繊 細さ・上 質
感を併せ持ったサウンドは高く評 価され、アルバムは長い間トップ 10 圏 内をキープす
るロングセラーになった。友 人のヒューイ・ルイスがプロデューサーとして協 力してい
る。翌年のグラミー賞で最 優 秀 新人 賞を受 賞。

デヴィッド・フォスターやTOTOといった腕 利きミュージシャンたちがバックを務める
洗 練されたサウンドで人 気を獲 得し、“AORの帝 王 ”と呼ばれたシンガー・ソングライ
ター、ボズ・スキャッグス。前作『ミドル・マン』から8年のブランクがありながらも、バラー
ドからロックンロールまで変わらぬシルキーなヴォーカルを聴かせる。シングル「ハー
ト・オブ・マイン」はボビー・コールドウェルとの共 作で話 題となり、久々のヒットとなっ
た。ジェフ・ポーカロ
（ds）、スティーヴ・ルカサー（g）らTOTOの面々をはじめ、マーカス・
ミラー（b）、ジェイムス・イングラム
（cho）など多彩なミュージシャンが参 加。

SICP-5478

リマスタリング：2009年／解説：矢口清治

シーンズ・フロム・ザ・サウスサイド ブルース・ホーンズビー&ザ・レインジ
Scenes From The Southside Bruce Hornsby & The Range

1988

SICP-5481

ベター・レイト・ザン・ネヴァー ロージー
Better Late Than Never Rosie

リマスタリング：2005年／解説：中田利樹

1976

広 大な南 部の風 景を描いたアメリカン・ミュージックの良 心とでもいう
べき秀作。旧友のヒューイ・ルイスに提供して全米No.1を獲得した
「ジェ
イコブズ・ラダー」をセルフ・カヴァー。

ソロからセッションまで幅 広い活 動で知られるデヴィッド・ラズリーを
中 心としたヴォーカル・トリオの記 念すべきデビュー作。洗 練された都
会 的なポップ・ソングが満 載。

1954年生まれ、米・ヴァージニア州出身のピアノ／アコーディオン奏 者、ブルース・ホー
ンズビーを中心に1984年に結成。デビュー作『ザ・ウェイ・イット・イズ』の大成功に続き、
この2作目でも①「ルック・アット・エニイ・ウィンドウ」や②「ヴァレー・ロード」
（ 全米5位）
のようなスケールの大きい、表現豊かなホーンズビーのピアノ演奏が多くの批 評家から
絶 賛された。他にも友 人のヒューイ・ルイスに提 供して全 米 No.1に輝いた⑧「ジェイコ
ブズ・ラダー」をセルフ・カヴァーしている。全 米アルバム5位を記 録。本作リリース後、
ホーンズビーはグレイトフル・デッドとの交 流を深め、数 年 後にはツアーのレギュラー・
メンバーとなっていく。

ソロからセッションまで幅 広い活 動で知られるデヴィッド・ラズリーは1947年、米・ミ
シガン 州 生まれ。ソウル・ミュージックから大きな影 響を受けシンガーとして活 動する
一方で、ソングライターとしても注目される。本作はラズリーを中 心に、2 人の女 性シン
ガーを含むトリオのデビュー作。人 気 アレンジャーのマイケル・ゼイガー、チャーリー・
カレロ、ピー・ウィー・エリスを迎えている。レコーディングにはマイケル&ランディのブ
レッカー兄 弟をはじめとするNYの腕 利きが多 数 参 加。ソウル・フレイヴァー溢れる③
「ピック・アップ・ユア・ハート」を始め洗 練された都会 的なポップ・ソングが満 載。

SICP-5479

スターダスト ウィリー・ネルソン
Stardust Willie Nelson

リマスタリング：2017年／解説：矢口清治

1978

SICP-5482

ラスト・ダンス ロージー

AORファンから絶 大な人 気を誇るシンガー＆ソングライター、デヴィッ
ド・ラズリーを中 心としたトリオの2nd アルバム。ソウル・ミュージック
を基 調としたサウンドが絶 妙。

1933 年 生まれ。60 年を超えるキャリアの中で、200 枚 以 上の作 品に参 加、7度にわ
たるグラミー受 賞など、アメリカを象 徴するシンガー・ソングライター。2017年4月に
は最 新 作『 なんてこったい！』をリリースした。本 作はアメリカを代 表するスタンダー
ド 曲 集で、②「 我が心のジョージア」は翌 年 グラミー賞を受 賞。ソウルの大 御 所、ブッ
カー・T・ジョーンズがプロデュース。アコースティック・ギターとオルガン／ピアノ、ハー
モニカ 等のシンプルな編 成をバックに、年 輪を重ねたウィリーならではの味わい深い
ヴォーカルが心に沁みる傑 作。

SICP 5480

1977

Last Dance Rosie

シンプルな編 成をバックに、年 輪を重ねたウィリーならではの味わい深
いヴォーカルが心に沁みる傑 作。

リマスタリング：2000年／解説：中田利樹

デヴィッド・ラズリーは1947年、米・ミシガン州 生まれ。ソウル・ミュージックから大き
な影 響を受けシンガーとして活 動する一方で、ソングライターとしても注 目され、AOR
ファンから絶 大な人 気を誇る。本 作はラズリーを中 心にした3 人 組の2nd アルバムで、
エリック・クラプトン 等でお馴 染みのマイケル・ケイメン
（key）が全 面 プロデュース。ラ
ズリーのヴォーカルの素 晴らしさはもちろん、ソウル・ミュージックを基 調としたサウ
ンドも絶 妙で、当 時のNYのミュージシャンたちのクオリティの高さを伺わせてくれる。
ジェイムス・テイラー
（vo）、コーネル・デュプリー
（g）、デヴィッド・スピノザ
（g）
らが参加。

リマスタリング：1999年／解説：天辰 保文

SICP-5483

未来への誓い ケニー・ロギンス
Celebrate Me Home Kenny Loggins

リマスタリング：1999年／解説：中田利樹

1977

ケニーの爽やかなハイトーン・ヴォーカルと巧みな演 奏が見 事に融 合し
た、ソロ・デビューとなる傑 作。ボブ・ジェイムス&フィル・ラモーンがプ
ロデュース。
フォーク・デュオ、ロギンス& メッシーナとして1972 年にデビューし、
「プー横 町の家」
「ママはダンスを踊らない」
「 ダニーの歌」などのヒットを飛ばす。本 作はプロデューサー
にボブ・ジェイムスとフィル・ラモーンを迎えたソロ・デビュー・アルバム。ロギンス＆
メッシーナ時代とは異なる都会的で洒脱なフュージョン系のサウンドを支えたのは、リ
チャード・ティー（p）、スティーヴ・ガッド
（ds）、エリック・ゲイル
（g）、ハーヴィー・メイ
スン
（ds）、リー・リトナー（g）など凄腕ミュージシャンたち。ケニーの爽やかなハイトー
ン・ヴォーカルと巧みな演 奏が見事に融 合した傑 作。
SICP-5484

キープ・ザ・ファイア ケニー・ロギンス
Keep The Fire Kenny Loggins

リマスタリング：2009年／解説：除 川哲朗

1979

「いとしのレイラ」を手がけたトム・ダウドをプロデューサーに迎え、ロッ
ク色の濃いソロ3rdアルバム。あのマイケル・ジャクソンがコーラスで参
加している。
フォーク・デュオ、ロギンス&メッシーナとして1972年にデビューし、
「プー横町の家」
「マ
マはダンスを踊らない」
「 ダニーの歌」などのヒットを飛ばす。本作はソロとしては3枚目
のアルバム。トム・ダウドをプロデューサーに迎えケニーのレギュラー・バンドのメンバー
と共に録 音したロック 色の濃い仕 上がりとなった。③「明 日に向かって」は「ホワット・
ア・フール・ビリーヴス」でグラミー賞を受 賞したパートナー、マイケル・マクドナルドと
再び共 作。ペイジズのリチャード・ペイジとの共 作 ⑥「ゲームは終わり
（Who’s Right,
Who’s Wrong）」には、マイケル・ジャクソンがコーラスで参 加して話 題を呼んだ。
SICP-5485

10

リマスタリング：2009年／解説：金澤寿和
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8.23 ON SALE

ヒューマン・ヴォイス ケニー・ロギンス

1985

Vox Humana Kenny Loggins

PULL Mr.ミスター

コンサートを意 識した速いテンポをコンセプトに制 作した、初のセルフ・
プロデュース作 品。マイケル・オマーティアン、デヴィッド・フォスターら
が参 加。

1989 ～1990 年にレコーディングされたままお蔵 入りになっていた幻
のアルバム音 源を、リチャード・ペイジ主 宰のインディー・レーベルから
リリースした最 新 作。

フォーク・デュオ、ロギンス & メッシーナとして1972 年にデビュー。1977 年からソロ
活 動を開 始し、スティーヴィー・ニックスとのデュエット
「二 人の誓い」、マイケル・マク
ドナルドと共作した「ホワット・ア・フール・ビリーヴス」、80年代を代 表する映 画ヒット
「フットルース」
「 デンジャー・ゾーン」など数々のヒットを放つ。本作はデヴィッド・フォ
スター（key）、マイケル・オマーティアン
（key）、デヴィッド・ペイチ
（key）、スティーヴ・
ルカサー（g）、ネイザン・イースト
（b）、シーナ・イーストン（vo）ら豪 華 ミュージシャン
を迎えて録 音した初のセルフ・プロデュース作 品で、コンサートを意 識した速いテンポ
をコンセプトとした。

L.A.の敏 腕 スタジオ・ミュージシャンたちによるバンド、ペイジズのリチャード・ペイジ
（vo/b）とスティーヴ・ジョージ
（key/sax）を中 心に、キング・クリムゾンなどでも活 躍
したパット・マステロット
（ds）によるスーパー・グループ。1985年に
「キリエ」と
「ブロウ
クン・ウィングズ」を全 米 シングル No.1に送り込んだ。本 作は1990 年 頃にリリース予
定だった幻のアルバム音 源を、リチャード・ペイジが自身のインディー・レーベルからリ
リースした現 時 点での最 新 作。ドラマチックなサウンド、美しいコーラス・ワークなど
Mr.ミスターらしさを残しつつも、重 厚で実 験 的な要素が占めている。

リマスタリング：2009年／解説：波多野寛昭

SICP-5486

カナディアン・ロマンス ストレート・ラインズ

1980

Straight Lines Straight Lines

SICP-5491

A Circle Filled With Love The Sons Of Champlin

日本初CD化

ラン・フォー・カヴァー ストレート・ラインズ

SICP-5492

ラヴィング・イズ・ホワイ サンズ･オブ･チャンプリン
Loving Is Why The Sons Of Champlin

パワフルでドラマチックなサウンドが AOR ファンの間でも評 判になっ
たカナディアン・ロック・バンドの2nd アルバム。待 望の世 界 初 CD 化
が実 現！

世界初CD化

グレッグ・ローリー グレッグ・ローリー

1977

1965 年、当 時のヒッピー・ムーヴメントに強い影 響を受け、サンフランシスコ郊 外で産
声を上げた硬 派なブラス・ロック・バンド。後にシカゴのヴォーカリストになったビル・
チャンプリンが率いたバンドとしても知られている。本 作は7作 目にあたり、活 動 停止
前 最 後のアルバム。ホール & オーツの「サラ・スマイル」
「 リッチ・ガール」などを手 掛け
ていたクリストファー・ボンドがプロデュースし、バンドのオリジナルな個 性ともいえる
ファンキーな R&B サウンドを前 面に押し出している。オープニングからテンポよく進
み、アルバム 全 体に洗 練されたファンキー・サウンドが光る。この後 チャンプリンはソ
ロ活動を経て、1981年にシカゴに加入する。

リマスタリング：2017年／解説：金澤寿和

1985

Gregg Rolie Gregg Rolie

リマスタリング：2007年／解説：金澤寿和

通 算 7作目にしてラスト・アルバム。バンドのオリジナルな個 性ともいえ
るファンキーなR&Bサウンドを前面に押し出した充実の一枚。

デヴィッド・シンクレア
（vo,g）とボブ・バックリー（key）らカナダのスタジオ・ミュージ
シャンを中心とした5人組。この2ndアルバムからは、④「レッティング・ゴー」、②「ノー・
シークレッツ」がシングル・カットされ、自 国 チャートでランク入りするヒットとなり、カ
ナダ版グラミー賞：ジュノ・アワードにもノミネートされた。TOTOを彷 彿するパワフル
かつドラマチックなサウンドは本 国 以 上に日 本のAORファンの間で評 判を呼んだ。バ
ンドは本作リリース後に解散し、スタジオ・ミュージシャンとして活 動。デヴィッド・シン
クレアはカナダを代 表する女 性シンガー、サラ・マクマクランの作品にも参 加している。
SICP-5488

1976

1965 年、当 時のヒッピー・ムーヴメントに強い影 響を受け、サンフランシスコ郊 外で産
声を上げた硬派なブラス・ロック・バンド。後にシカゴの重要メンバーとなったビル・チャ
ンプリンが率いたバンドとしても知られている。本作はフリートウッド・マックで有名な
キース・オルセンがプロデュース。このアルバムでチャンプリンと若きデヴィッド・フォス
ターが出 会い、大きくバンドが変 貌を遂げた歴 史 的な作 品でもある。サウンド 面では
ソフト& メロウ 路 線を打ち出し、①「ホールド・オン」などでは流 行していたディスコ 的
なビートも取り入れている。フォスターは⑫「ヘルピング・ハンド」でピアノを弾いた他、
アルバム全 体のストリングス・アレンジに携わっている。

リマスタリング：2017年／解説：中田利樹

1981

Run For Cover Straight Lines

リマスタリング：2010年／解説：金澤寿和

1976 年 発 表の通 算 6 作 目。後に盟 友となるビル・チャンプリンとデ
ヴィッド・フォスターが初めて共 演した作品としてAORファン必 聴！

デヴィッド・シンクレア
（vo,g）とボブ・バックリー（key）、ピート・クラーク
（b）らカナダ
のスタジオ・ミュージシャンを中心とした5人 組のデビュー作。全 編にわたってパワフル
なギターとシンセサイザーをフィーチャーし、TOTOを彷 彿するメロディアスでハード・
ポップな仕上がりは、本国カナダ以上に日本のAORファンの間で評判を呼んだ。グルー
プは2nd アルバム
『ラン・フォー・カヴァー』をリリース後に解 散し、それぞれスタジオ・
ミュージシャンとして活 動。デヴィッド・シンクレアはカナダを代 表する女 性 シンガー、
サラ・マクマクランの作品にも参 加している。
SICP-5487

日本初CD化

ア・サークル・フィルド・ウィズ・ラヴ サンズ･オブ･チャンプリン

メロディアスなテーマをハードかつキャッチーに仕 上げ、幅 広いロック・
ファンから絶 賛！ TOTOの対 抗 馬として注 目されたカナディアン・ロッ
ク・バンドのデビュー作。

SICP-5493

流れるままに デイヴ・メイスン
Let It Flow Dave Mason

リマスタリング：2007年／解説：金澤寿和

1977

60 年 代 サンタナ、70 ～ 80 年 代 ジャーニーの黄 金 期を築き上げたキー
ボード奏 者／シンガーのソロ・デビューを祝い、カルロス・サンタナ、ニー
ル・ショーンらがゲスト参 加！

ウェストコースト・ロック的な伸びやかな明るさの中に、円 熟 味を漂わ
せたデイヴ・メイスンの代表作。盟友ジェラルド・ジョンソン&マイク・フィ
ニガンも参 加。

1947年、シアトル生まれのキーボード奏 者／ヴォーカリスト。60年代後半にサンタナ、
70 ～80年代にかけてはジャーニーの黄 金 時 代を築き、近 年はリンゴ・スターのオール
スター・バンドでも活 躍した。本 作はジャーニー脱 退 後に発 表したソロ・デビュー作。
翌 年エディ・マネーがカヴァーしてヒットさせた③「アイ・ウォナ・ゴー・バック」を収 録。
⑧「マリアンヌ」にはカルロス・サンタナ
（g）、⑨「イッツ・オンリー・メイク・ビリーヴ」に
はニール・ショーン
（g）がゲスト 参 加している。他にも
（ジェファーソン・）
スターシップ
のクレイグ・チャキーソ
（g）らが参 加。

1946 年、英 国 生まれのギタリスト。スティーヴ・ウィンウッドらと共にバンド、トラ
フィックを結 成し、ジミ・ヘンドリックスとのセッションなどロック・シーンの中 心で活
躍。その後 米 国に移 住し、1970 年にソロ・デビュー。本 作はウェストコースト・ロック
的な伸びやかな明るさの中に、円 熟 味を漂わせたデイヴの代 表 作。アルバム・タイトル
曲の⑥「流れるままに」がヒットした他、ソウル・テイスト満点の④「スペンド・ユア・ライ
フ・ウィズ・ミー」やファンキーな⑤「テイキン・ザ・タイム・トゥ・ファインド」など聴きど
ころ満載。ジェラルド・ジョンソン
（b）、マイク・フィニガン
（key）ら気心の知れたメンバー
がバックを固めている。

SICP-5489

ゴー・オン Mr.ミスター

日本初CD化

リマスタリング：2006年／解説：金澤寿和

1987

Go On Mr. Mister

SICP-5494

明日へのチャンピオン デイヴ・メイスン
Old Crest On A New Wave Dave Mason

リマスタリング：2010年／解説：小尾隆

1980

ペイジズのリチャード・ペイジとスティーヴ・ジョージを中 心にした4 人
組、Mr. ミスターの3rd アルバム。穏やかな空 気に包まれた味わい深い
サウンドを聴かせる隠れ人 気 盤。

持ち前のメロディーの美しさにエフェクティヴなギター・サウンドを取り
入れ、時代の流れにマッチした作品。マイケル・ジャクソンが参加した
「セ
イヴ・ミー」収 録！

L.A.の敏 腕 スタジオ・ミュージシャンたちによるバンド、ペイジズのリチャード・ペイジ
（vo/b）とスティーヴ・ジョージ
（key/sax）を中 心に、現 在はキング・クリムゾンなどで
も活躍するパット・マステロット
（ds）、ホワイト・スネイクなどにも参加しているスティー
ヴ・ファリス
（g）の4人 組。1985年の大ヒット・アルバム
『ウェルカム・トゥ・ザ・リアル・
ワールド』に続く3rdアルバム。シンセサイザーを駆使したド重厚なオーケストレーショ
ンとパーカッシブで革 新 的なサウンド・メイクを施しながら、全 体にはとても穏やかな
空 気が覆っている。バンドは本作でいったん活動を休止した。

1946 年、英 国 生まれのギタリスト。スティーヴ・ウィンウッドらと共にバンド、トラ
フィックを結 成し、ジミ・ヘンドリックスとのセッションなどロック・シーンの中 心で活
躍。その後 米 国に移 住し、1970 年にソロ・デビュー。11作目となるソロ・アルバムは、
EW&Fやボズ・スキャッグスを手掛けたジョー・ウィザートをプロデューサーに迎え、持
ち前のメロディーの美しさを活かしながら、シンセサイザーやエフェクティヴなギター・
サウンドを取り入れるなど時 代の流れに合わせた仕 上がりとなった。⑥「セイヴ・ミー」
には、マイケル・ジャクソンが参 加しメイスンとのデュエットを聴かせ、話 題を呼んだ。

SICP-5490

12

2010

Pull Mr. Mister

リマスタリング：2017年／解説：金澤寿和

SICP-5495

リマスタリング：2010年／解説：金澤寿和
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エリオット・ルーリー エリオット・ルーリー

1975

Elliot Lurie Elliot Lurie

想い出の旅路 アレサ・フランクリン

ソロ・デビュー作にして、唯 一のアルバムが遂に世 界 初 CD 化！ 若きデ
ヴィッド・ペイチやデヴィッド・ハンゲイトらが参 加している他、ラリー・
カールトンはじめクルセイダーズの面々も勢 揃い。

巨 匠 アリフ・マーディンの指 揮のもと、ウェストコーストの人 気 ミュー
ジシャンたちが参 加。ジョージ・ベンソンとのデュエット
「 想い出の旅
路」収 録。

1972 年に
「ブランディ」で全 米 No.1を獲 得したルッキング・グラスのリード・ヴォーカ
ル/ギタリストのエリオット・ルーリー。本作はソロ・デビュー作にして唯一のアルバムで、
デヴィッド・カーシェンバウムがプロデュース。マイケル・オマーティアンがアレンジャー
として参 加し、後にTOTOを結 成する若き日のデヴィッド・ペイチ
（key）とデヴィッド・
ハンゲイト
（b）、エド・グリーン
（ds）らがバックを支えている。④「レインボー・ガール」
にはクルセイダーズのラリー・カールトン
（g）、ウィルトン・フェルダー（b）、ジョー・サン
プル
（p）が勢 揃いしている。

1942 年、メンフィス 生まれ、デトロイト育ち。ゴスペルをベースにした力 強い歌 声で、
60年代にアトランティック、80年代にアリスタで数多くの名曲・名演を残している。“ク
イーン・オブ・ソウル”と呼ばれ、女 性アーティスト初の「ロックの殿 堂 入り」を果たした。
本作は巨匠、アリフ・マーディンのプロデュースのもと、成 熟した大 人の色香を感じさせ
る作品で、ジョージ・ベンソンとデュエットした表題曲①が出色の出来栄え。デヴィッド・
フォスター（key）、スティーヴ・ルカサー（g）、マーカス・ミラー（b）、ジェフ・ポーカロ
（ds）
ら超一流ミュージシャンたちが参 加している。

SICP-5496

世界初CD化

ジ・アザー・ウーマン レイ・パーカー・Jr.
The Other Woman Ray Parker Jr.

リマスタリング：2017年／解説：金澤寿和

1982

ベティ・ライト ベティ・ライト

さよならは一度だけ ディオンヌ・ワーウィック

How Many Times Can We Say Goodbye Dionne Warwick

マイアミ・ソウル を代 表する元 祖 インディペンデント・ウーマン！ ス
ティーヴィー・ワンダー、ボビー・コールドウェル他が参 加したエピック
移 籍 第1弾。
1953年、フロリダ州マイアミ出身。1971年に
「クリーン・アップ・ウーマン」が全 米6位
に入るヒットを記録。この曲は後に多くのヒップホップ・トラックでサンプリングされた。
本作はエピックに移籍第1弾。①「ホワット・アー・ユー・ゴーイング〜」はスティーヴィー・
ワンダーが作曲／プロデュース／キーボードで参加したアップテンポのディスコ・チュー
ン。その他の曲は、ルーファス&チャカ・カーンのドラマーだったアンドレ・フィッシャー
がプロデュースしている。他にもボビー・コールドウェルらが参 加している。

リマスタリング：2012年／解説：JAM

1983

SICP-5502

Something About You Angela Bofill

Friends Dionne Warwick

1981

1954 年 生まれ、ニューヨーク出 身。父 親はキューバ 出 身、母 親はプエルトリコ 出 身。
1978 年にデイヴ・グルーシンとラリー・ローゼン 率いるジャズ／フュージョン・レーベ
ル、GRPからデビュー。本 作はアリスタに移 籍し、ナラダ・マイケル・ウォルデンをプロ
デューサーに迎えた3 作 目。タワー・オブ・パワーのホーン 隊をフィーチャーしたファ
ンキーなタイトル 曲 ①はポップで華やかな80 年 代の幕 開けを感じさせてくれる。ス
キャットと爽やかなフルートが印 象 的な⑥「オンリー・ラヴ」は90年代フリー・ソウルを
代 表する人 気曲でもある。

リマスタリング：2014年／解説：林剛

1985

リマスタリング：2016年／解説：岩間慎一

キュートな代表曲「サムシング・アバウト・ユー」を収録！ナラダ・マイケル・
ウォルデンがプロデュースした華やかなダンス・ポップ・アルバム。

ポピュラー音楽 界を代 表するディーヴァ、ディオンヌ・ワーウィック。バート・バカラック
&ハル・デイヴィッド作品で人 気を獲 得した60年代から、第2の黄 金 時 代とも呼ばれる
80 年 代のアリスタ 時 代まで、多くのヒットを生み続けている。本 作はタイトル 曲 ④「さ
よならは一 度だけ」でデュエットもしているR&B 歌 手、ルーサー・ヴァンドロスがプロ
デュースも手がけている。マーカス・ミラー（b）とのコンビネーションで80 年 代 ブラコ
ン的なグルーヴが冴えわたる。⑦「アイ・キャント・レット・ゴー・ナウ」はマイケル・マク
ドナルド作、⑧「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロー」はキャロル・キングの名曲。

フレンズ ディオンヌ・ワーウィック

日本初CD化

サムシング・アバウト・ユー アンジェラ・ボフィル

ルーサー・ヴァンドロス &マーカス・ミラーが全 面 参 加！エレガントか
つグルーヴィーなディオンヌの新たな魅 力が開 花した80 年 代 ブラコ
ン・アルバム。

SICP-5498

1981

Betty Wrightr Betty Wright

1954 年、デトロイト生まれ。幼い頃から地 元 モータウン・レコードのセッションに参
加するほどのギターの腕 前を見 込まれ、17 才の時にスティーヴィー・ワンダーのバッ
ク・バンドに抜 擢される。1978 年に自 身のグループ、レイディオを率いてデビューし、
「ジャック& ジル」
「 ウーマン・ニーズ・ラヴ」などヒットを量 産。本 作からソロ 名 義に変
わり、レコーディングでもほとんどの楽 器を自ら演 奏した。タイトル 曲 ①がシングル・
カットされ、全 米 シングル 4 位まで上 昇。アルバムとしてもR&B チャートで1位（全 米
アルバム11位）を獲 得した。

SICP-5497

リマスタリング：2004年／解説：林剛

SICP-5501

『ウーマン・ニーズ・ラヴ』に続く５作目。本作からソロ名義になり、ほとん
どの楽器を自ら演奏し、プロデュースした。タイトル曲が全米4位を記録。

SICP-5503

トゥー・タフ アンジェラ・ボフィル
Too Tough Angela Bofill

リマスタリング：2008年／解説：金澤寿和

1983

愛にあふれた豪 華なデュエットで年 間1位を獲 得した
「愛のハーモニー」
収 録！ 他にもデヴィッド・フォスター、バリー・マニロウなどが参 加し、
ディオンヌでなければ実現しなかった大 人のポップス。

前 作に続きナラダ・マイケル・ウォルデンがプロデュース。キャリア最 大
のヒット
「トゥー・タフ」を収 録している他、あのボズ・スキャッグスとの
デュエットも。

ポピュラー音 楽 界を代 表する歌 姫、ディオンヌ・ワーウィック。本 作では黄 金 コンビと
して知られるバート・バカラック&キャロル・ベイヤー・セイガーが5曲を書き下ろし/プ
ロデュース。AIDS キャリティの一 環としてレコーディングされた①「愛のハーモニー」
では、ディオンヌとスティーヴィー・ワンダー、エルトン・ジョン、グラディス・ナイトと
いう豪 華なデュエット実 現した。全 米 チャートで4 週 連 続 1位を記 録し、1986 年の年
間 チャートでも1位を獲 得。翌1986 年のグラミー賞も受 賞した。その他の収 録 曲もデ
ヴィッド・フォスターやバリー・マニロウがプロデュースするなど豪 華 極まりない作品に
仕上がっている。

1954年生まれ、NY出身。1978年にデイヴ・グルーシンとラリー・ローゼン率いるジャ
ズ／フュージョン・レーベル、GRPからデビュー。この4作目は前 作に続いてナラダ・マ
イケル・ウォルデンをプロデューサーに迎えた。タイトル 曲 ①は R&B チャート5 位に
ランキングされ、キャリア最 大のヒットになった。マーヴィン・ゲイ& タミー・テレルに
よるモータウンの名 曲 ②「エイント・ナッシング・ライク・ザ・リアル・シング」をボズ・ス
キャッグスとのデュエットでカヴァー。スティーヴ・フェローン
（ds）、ナット・アダレイ・
Jr.（key）、ランディ・ジャクソン
（b）、シーラ・E（perc）らがレコーディングに参 加。

SICP-5499

アレサ アレサ・フランクリン
Aretha Aretha Franklin

リマスタリング：2017年／解説：矢口清治

1980

SICP-5504

トゥー・ホット・トゥ・ハンドル ヒートウェイヴ
Too Hot To Handle Heatwave

リマスタリング：2008年／解説：金澤寿和

UK :1976 / US :1977

アリスタ移籍第1弾！デヴィッド・フォスター、ジェフ・ポーカロ、スティー
ヴ・ルカサー、ルイス・ジョンソンなど超 人 気ミュージシャンが大 挙 参 加
した極 上のアーバン・ソウル作。

クインシー・ジョーンズの右 腕：ロッド・テンパートンが在 籍した、英 国
発の異色ファンク・バンドのデビュー作。全米2位の大ヒット曲「ブギー・
ナイツ」を収 録。

1942 年、メンフィス 生まれ、デトロイト育ち。ゴスペルをベースにした力 強い歌 声で、
60年代にアトランティックで数 多くの名曲・名演を残した。“クイーン・オブ・ソウル”と
呼ばれ、ローリング・ストーン誌で「歴 史 上もっとも偉 大なシンガー」の第1位に輝く。本
作は第2の黄 金 期と言われるアリスタ移 籍 第1弾。オーティス・レディング、ドゥービー・
ブラザーズのカヴァー曲も交え、極 上のアーバン・ソウルに仕 上がっている。録 音には
デヴィッド・フォスター（p）、ルイス・ジョンソン
（b）、ジェフ・ポーカロ
（ds）、スティーヴ・
ルカサー（g）、デヴィッド・サンボーン
（sax）ら超一流ミュージシャンたちが大挙 参 加。

クインシー・ジョーンズから直々に指 名を受け、
「スリラー」
「 ロック・ウィズ・ユー」など
マイケル・ジャクソンに数々のヒット曲を提 供した名ソングライター、ロッド・テンパート
ン
（2016年没）。そんな彼が在籍していた、多国籍・人種混合の異色ファンク・グループ、
ヒートウェイヴ。このアルバムは、全米チャート11位
（R&B 5位）を記録し、プラチナム・
アルバムを獲 得したデビュー作。ディスコ 人 気にも乗った②「ブギー・ナイツ」が全 米 2
位
（R&B 5 位）、ルーサー・ヴァンドロスなど多くのシンガーがカヴァーする定 番 ラヴソ
ング④「オールウェイズ・アンド・フォーエヴァー」が全 米17位
（R&B 2位）を収 録。

SICP-5500
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1981

Love All The Heart Away Aretha Franklin

リマスタリング：2004年／解説：金澤寿和

SICP-5505

リマスタリング：2010年／解説：JAM
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8.23 ON SALE

8.23 ON SALE

セントラル・ヒーティング ヒートウェイヴ

UK :1977 / US :1978

Central Heating Heatwave

セカンド・ウェイヴ サーフィス

「グルーヴ・ライン」など洗 練されたグルーヴで人 気の2ndアルバム。マ
イケル・ジャクソンに数々のヒット曲を提 供した名ソングライター、ロッ
ド・テンパートンが在 籍。

クールな打ち込 みトラックに極 甘 コーラスが 絡み合う2nd アルバム。
80年代を代 表する極 甘ラヴソング「シャワー・ミー・ウィズ・ユア・ラヴ」
（全 米5位）を収 録。

クインシー・ジョーンズから直々に指 名を受け、
「スリラー」
「 ロック・ウィズ・ユー」など
マイケルジャクソンに数々のヒット曲を提供した名ソングライター、ロッド・テンパートン
（2016 年 没）が在 籍していたことでも知られる、多 国 籍・人種 混 合の異 色ファンク・グ
ループ。本作からは⑤「グルーヴ・ライン」がシングル・カットされ、全 米7位
（R&B 3位）
のヒットを記 録し、アルバムも全 米 チャート10 位まで上 昇し、デビュー作を上まわる成
功を収めた。⑥「マインド・ブロウイング・ディシジョンズ」は後にア・トライブ・コールド・
クエスト、ピート・ロックらにサンプリングされた定番ネタ。

バーナード・ジャクソン
（vo）、デヴィッド・タウンゼンド
（key）、デヴィッド・ピック・コ
ンリー（b,ds）からなる3人 組。2ndアルバムにあたる本作には、全 米5位
（R&Bチャー
ト1位）を記 録した80年代を代 表する極 甘ラヴソング①「シャワー・ミー・ウィズ・ユア・
ラヴ」を収 録。グループ 初のR&B チャート1位をもたらした②「クローザー・ザン・フレ
ンズ」は80年代らしいクールな打ち込み感が、いま改めて心地よい。④「ユー・アー・マイ・
エヴリシング」、⑦「ホールド・オン・トゥ・ラヴ」にはレジーナ・ベル
（vo）がゲスト参 加。

リマスタリング：2010年／解説：林剛

SICP-5506

ハウ・アバウト・アス シャンペーン

1981

How ’Bout Us Champaign

リマスタリング：2012年／解説：林剛

SICP-5511

チャプター・8 チャプター・8

1979

Chapter 8 Chapter 8

スウィートなコーラスで、ソウル・ファンのみならずAORファンからも支
持された
「ハウ・アバウト・アス」を収 録！ 爽やかなダンス・ナンバーから
バラードまで捨て曲ナシの人 気作。

80年代クワイエット・ストームを牽引したシンガー、アニタ・ベイカーと
プロデューサー、マイケル・J・パウエルが在 籍した伝 説 的 グループの
デビュー作。

米・イリノイ州 出 身のファンク・バンド。グループ名は彼らの出 身 地、イリノイ州シャン
ペーンから取っている。このデビュー作はマンハッタンズやタイロン・デイヴィスらを手
がけていたシカゴの名匠レオ・グラハムがプロデュース。シカゴ風味たっぷりのスウィー
トなコーラス・ナンバー⑤「ハウ・アバウト・アス」が全 米チャート12位／全 英5位まで上
昇するヒットとなった。①「キャン・ユー・ファインド・ザ・タイム? 」や⑨「イフ・ワン・モア・
モーニング」の切なさが充 満したアーバンでメロウなメロディーは、ソウル・ミュージッ
ク・ファンのみならず、多くのAORファンも魅了した。

80 年 代のクワイエット・ストームを牽 引した名プロデューサー、マイケル・J・パウエル
とシンガー、アニタ・ベイカーが在 籍したグループで、70年代 前半にデトロイトで結 成。
このデビュー作は軽 快なアップテンポ ①「ドント・ユー・ライク・イット」で幕を開け、歌
い上げ系のバラード、濃厚なデジタル・ファンク、NYガラージ風のダンス・ナンバーなど、
バレティ豊かな楽曲と溌剌としたファンクネスが最大の魅力。⑥「アイ・ジャスト・ウォナ・
ビー・ユア・ガール」はアニタらしい洗 練されたバラードとして人 気の1曲。アニタはこの
デビュー作だけでグループを脱 退した。

リマスタリング：2012年／解説：林剛

SICP-5507

ビー・ウィズ・ミー ビリー・グリフィン

1982

Be With Me Billy Griffin

SICP-5512

日本初CD化

アイ・ガット・ザ・メロディ オデッセイ

リマスタリング：2010年／解説：JAM

1981

I Got The Melody Odyssey

「ラヴ・マシーン」のヒットで知られるミラクルズのリード・シンガーのソ
ロ・デビュー作。至極のダンス・クラシック
「ホールド・ミー・タイター・イン・
ザ・レイン」を収 録。

NYをベースに活 躍した男 女 3 人 組の4 作 目で、ケニー・ロギンス、エア
プレイ、シーウィンドのカヴァーなど好 楽 曲めじろ押し！ヒット曲「ゴー
イング・バック・トゥ・マイ・ルーツ」を収 録。

1950年、米・ボルティモア出身。1972年、スモーキー・ロビンソン脱 退 後のミラクルズ
のリード・シンガーに抜 擢され、
「ラヴ・マシーン」などディスコ・ヒットを飛ばす
（グルー
プは1978 年に活 動 休 止）。本 作は、ほぼ全 曲がグリフィン自 身のペンによるソロ・デ
ビュー作。滑らかな歌 声がアーバン& メロウな雰 囲 気を醸し出している。ハイライト曲
は全英チャート上位にランキングされた③「ホールド・ミー・タイター・イン・ザ・レイン」。
めくるめくように展 開される哀 愁メロディーとハイトーンのヴォーカルが抜 群の相 性の
良さを発 揮したダンス・クラシック。

1977 年にデビューし、
「ネイティブ・ニューヨーカー」のヒットで知られる男 女 3 人 組
（70 年 代 前 半にモータウンに在 籍していたグループとは異なる）。4 作目にあたる本 作
からは、ラモント・ドジャーのペンによる②「ゴーイング・バック・トゥ・マイ・ルーツ」が
シングル・カットされ、全 英 4 位を記 録。AOR 視 点で見ると、パティ・オースティン 作
でケニー・ロギンスが歌った①「アイ・ガット・ザ・メロディ」、エアプレイの⑤「イット・ウィ
ル・ビー・オールライト」、シーウィンドの⑦「ホールド・オン・トゥ・ラヴ」など好 楽 曲が
めじろ押し。他にも④「ベイビー・ザッツ・オール・アイ・ウォント」はトム・スノウ作品。

SICP-5508

リスペクト ビリー・グリフィン
Respect Billy Griffin

日本初CD化

リマスタリング：2014年／解説：林剛

1983

SICP-5513

1950 年、米・ボルティモア出 身。1972 年に、あのスモーキー・ロビンソンの後 継 者と
してミラクルズのリード・シンガーに抜 擢され、
「ラヴ・マシーン」などディスコ・ヒットを
飛ばす。本 作はソロ 2nd アルバム。スロウ・ナンバーの②「ドント・ストップ・ラヴィン・
ミー」、抑えたビートとファルセットが絶 妙のバランスで絡み合う③「シリアス」など、都
会的で小 粋なセンスが眩しいほど。ジョン・バーンズの手堅いプロデュースによる、控え
目なアレンジとスタイリッシュなヴォーカルの融 合は完 璧の一言。80 年 代に限らず、数
あるアーバン・コンテンポラリー作品の中でも屈指の出来 栄えを誇る良 盤。

SICP-5509

ハッピー サーフィス

不 滅のラヴソング「ハッピー」を収 録したデビュー作。“クワイエット・ス
トーム”と呼ばれる都会 的なメロディ×80年代 的な打ち込みサウンドで
AORファンも魅了。
バーナード・ジャクソン
（vo）、デヴィッド・タウンゼンド
（key）、デヴィッド・ピック・コ
ンリー（b,ds）からなる3人 組。1983年にサルソウルからレコード・デビュー。本作はデ
ビュー・アルバムにあたり、“クワイエット・ストーム”と呼ばれた美しいメロディと80 年
代 的な打ち込みサウンドはソウル・ミュージック・ファンだけでなく、AORファンからも
支持された。清涼感のあるトラックに甘いヴォーカルが絡まる不滅のラヴソング②「ハッ
ピー」は全 米シングル20 位まで上 昇。90年代 以 降ヒップホップの定 番サンプリングね
たとしても定 着した。デビューのきっかけとなった①「レッツ・トライ・アゲイン」も人 気。
SICP-5510

リマスタリング：2012年／解説：JAM

リマスタリング：2014年／解説：中田利樹

1981

Feels Right Marva King

故 プリンスをはじめ、多くのスーパースターたちを支えたソングストレス
のデビュー作。AOR 名 曲「フーズ・ライト、フーズ・ロング」などキュート
な歌 声で魅了する。
ゴスペル 畑 出 身のシンガー。ソウル・ファンの間で人 気の高いグループ、マダガスカル
でも歌っていた。また1997 年、故 プリンス 率いる NPGにも加 入している。本 作はリ
チャード・ペリーのプラネット・レコードからリリースされたデビュー作。作者のケニー・
ロギンス&リチャード・ペイジ 以 外にも多くのカヴァーが存 在するAORクラシック ⑤
「フーズ・ライト、フーズ・ロング」など、アーバンなメロウ・サウンドとキュートな歌 声が
見事に絡みあっている。グレッグ・フィリンゲインズ
（key）、ジェフ・ポーカロ
（ds）、ポー
ル・ジャクソン・Jr.（g）らが参 加。

リマスタリング：2014年／解説：岩間慎一

1986

Surface Surface

日本初CD化

フィールズ・ライト マーヴァ・キング

これぞ80s的アーバン・コンテンポラリー！艶やかなハイトーン・ヴォー
カルと都会 的で小 粋なビートが絡み合うブラコン屈指の良 盤。
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1988

2nd Wave Surface

SICP-5514

日本初CD化

ラヴィング・イズ・リヴィング マクラリーズ

リマスタリング：2012年／解説：中田利樹

1978

Loving Is Living The McCrarys

多くのセッションで知られる姉 弟コーラス・グループの3rdアルバム。ス
ティーヴィー・ワンダーをフィーチャーした代表曲「ユー」を収録している。
米・オハイオ州 出身のファミリー・グループ。1972年デビュー。ロサンゼルに活 動の拠
点を移し、多くのスタジオ・セッションでも美 声を聴かせてくれた。本 作は3rd アルバ
ムで、すべての楽 曲をグループで書いている。レコーディングにはデヴィッド・フォス
ター（p）、ジェイ・グレイドン
（g）、ネイザン・ワッツ
（b）など豪 華なメンバーが揃った。
スティーヴィー・ワンダーのハーモニカをフィーチャーした①「ユー」は彼らにとって最
大のヒット曲。アルバム 全 編を通して、姉 弟ならではの巧みなコーラス・ワークの心 地
よさが伝わってくる。

SICP-5515

日本初CD化

リマスタリング：2012年／解説：岩間慎一
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8.23 ON SALE

8.23 ON SALE

オン・ジ・アザー・サイド マクラリーズ

1979

On The Other Side The McCrarys

マジック トム・ブラウン

「ベイビー・アイム・フォー・リアル」など華やかなハーモニーを堪 能でき
る実 力 派 コーラス・グループの4 作 目。グレッグ・フィリンゲインズら西
海岸の精 鋭が参 加。

「グリップ・ユア・ヒップ」が全 米R＆Bシングル 4位を記 録！マーカス・ミ
ラー、バーナード・ライトら勢いのあるNYの若 手ミュージシャンたちが
大挙 参 加している。

米・オハイオ 州 出 身の姉 弟 グループ。1972 年 デビューし、1978 年にゆかりの深いス
ティーヴィー・ワンダーがバックアップしたシングル「ユー」をヒットさせた。本 作は4th
アルバム。MUROのミックステープにも採り上げられた②「ベイビー・アイム・フォー・
リアル」などアップテンポのダンス・ナンバーから洗 練されたメロウまで、ファミリー
ならではの相 性の良い華やかなハーモニーを満 喫できる。グレッグ・フィリンゲインズ
（key）、ポール・ジャクソン・Jr.（g）、バジー・フェイトン
（g）、ジェームス・ジェマーソン
（b）
らがバックを固めている。
SICP-5516

日本初CD化

ドゥ・ユー・ビリーヴ・イン・マジック？ FCC

1954 年、NY・クイーンズ 生まれのトランペッター。デイヴ・グルーシンとラリー・ロー
ゼンが立ち上げたジャズ・レーベル、GRPから1979 年にデビュー。1980 年に
「ファン
キン・フォー・ジャマイカ」で全米R&BシングルNo.1を獲得している。本作からは⑦「グ
リップ・ユア・ヒップ」がシングル・カットされ、全 米R＆Bシングル 4位をまで上 昇。前作
と同じデイヴ・グルーシン
（p）やバーナード・ライト
（key）、トニー・スミス
（vo）らレギュ
ラー・メンバーに加え、マーカス・ミラー（b）、バディ・ウィリアムス
（ds）、ジェフ・ミロノ
フ
（g）らがゲスト参 加している。

リマスタリング：2012年／解説：林剛

1980

Do You Believe In Magic? FCC

ミスター・C ノーマン・コナーズ

ソウル・サヴァイヴァーズ ソウル・サヴァイヴァーズ
Soul Survivors Soul Survivors

ジャズ、ソウル、ファンク、ディスコなどを融 合させたサウンドで一 時 代
を築いたプロデューサー。人気シンガーのグレン・ジョーンズ、ボー・ウィ
リアムスが参 加した代 表 作。

リマスタリング：2001年／解説：林剛

SICP-5522

ステップ・バイ・ステップ ジェフ・ローバー

1985

Step By Step Jeff Lorber

フィリー・ソウルの軽 快なリズム華やかなアレンジで小 粋なグルーヴを
生みだした白人グループによる傑 作。フル・ムーンのニール・ラーセンら
が参 加。

スムース・ジャズ随 一の人 気キーボード奏 者、ジェフ・ローバーが、R&B
プロデュース・チーム“ ザ・システム”のデヴィッド・フランク&マイク・マー
フィーと組んだブラコン路 線の人 気作。

チャールズ&リチャードのインガイ兄 弟とケネス・ジャレマイアからなるヴォーカル・ト
リオを中 心に、ドラム／ギター／キーボードを加えたバンド 編 成で1966 年に誕 生。デ
ビューし、全 米 4 位の大ヒットを放つも、その後は鳴かず飛ばず。本 作 前に大 幅にメン
バーを入れ替え、ニール・ラーセン
（key）、フレッド
（b）
＆スティーヴ
（g）
・ベックメイヤー
らフル・ムーン～ラーセン・フェイトン一 派が加わり、フィラデルフィアの名門シグマ・ス
タジオで録 音。ギャンブル & ハフとの共 同 プロデュース。フィリー・ソウルの軽 快なリ
ズムに乗せたインガイ兄 弟のヴォーカルが管や弦 楽 器の華やかなアレンジで小 粋なグ
ルーヴ感が生まれた。

1952 年、フィラデルフィア生まれ。スムース・ジャズ 界を代 表するキーボード奏 者／
プロデューサー。ケニー・Gやデイヴ・コーズなど人 気サックス奏 者も彼のバンド、ジェ
フ・ローバー・フュージョンで研 鑽を積んだ。本作は80 〜 90年代のR&Bシーンをリー
ドした“ ザ・システム”ことデヴィッド・フランク
（key）
&マイク・マーフィー（g,vo）のプロ
デュースによるR&B路 線の人気作。リード・シンガーとして元チェンジのジェイムス・ロ
ビンソン、元アンリミテッド・タッチのオードリー・ウィーラーらが参加。③「エヴリ・ウー
マン・ニーズ・イット」は無名時 代のダイアン・ウォーレン作。

SICP-5518

インティメット・ストレンジャー トム・スコット
Intimate Stranger Tom Scott

リマスタリング：2008年／解説：長門芳郎

1978

SICP-5523

日本初CD化

トーキング・スルー・ピクチャーズ マーク・ジョーダン
Talking Through Pictures Marc Jordan

リマスタリング：2010年／解説：金澤寿和

1987

ジャズ／フュージョンを牽 引するサックス 奏 者トム・スコットの70 年 代
の人 気作。ジャコ・パストリアス、スティーヴ・ガッド、エリック・ゲイル他
豪 華ミュージシャンが勢 揃い。

NY 出 身のカナダ人 シンガー・ソングライター、マーク・ジョーダンの
RCA移 籍 第1弾。シンセサイザーによるオーケストレーションを大 胆に
取り入れたサウンドが魅 力。

米・西 海 岸のジャズ／フュージョンを牽 引するサックス 奏 者。1968 年にデビューし、
1973 年に自身のバンド、L.A. エクスプレスを結 成。並 行してポール・マッカートニー、
ジョージ・ハリスン、スティーリー・ダンなど幅 広いアーティスト・作品にもゲスト参 加。
本 作にはスティーヴ・ガッド
（ds）、エリック・ゲイル（g）、ヒュー・マクラッケン
（g）、リ
チャード・ティー（key）といった凄 腕 ジャズ・ミュージシャンに交じり、TOTOとして活
動を始めていたデヴィッド・ペイチ
（key）とスティーヴ・ポーカロ
（synth）も参加。③「ラ
ヴィング・アンド・リーヴィング」ではジャコ・パストリアス
（b）が流 麗なベース・ソロを
聴かせている。

1948年、NY・ブルックリン生まれのカナダ人シンガー・ソングライター。シカゴやロッ
ド・スチュワート、ダイアナ・ロスなど様々なジャンルのアーティストに楽 曲を提 供する
かたわら、自身も『マネキン』
『 ブルー・デザート』というAORの名作を残している。本作
はRCA移 籍 第1弾にして、5年ぶりの新 作。プロデュース／キーボードはキム・ブラード
（現 エルトン・ジョン・バンド）が担 当して、従 来のウェストコースト路 線からロック寄り
に変 化。シンセサイザーによるオーケストレーションを大 胆に取り入れている。イエス
のトレヴァー・ラビン
（g）、マイケル・ランドウ
（g）、スチュワート・ハム
（b）
等が参 加。

SICP-5519

ラヴ・アプローチ トム・ブラウン
Love Approach Tom Browne

リマスタリング：1999年／解説：中田利樹

1980

一 世 一 代の名 演「ファンキン・フォー・ジャマイカ」
（ 全 米 R&B1位）は、
ダンス・クラシックとして人 気！オマー・ハキム、デイヴ・グルーシンらが
参 加している。
1954 年、NY・クイーンズ 生まれのトランペッター。デイヴ・グルーシンとラリー・ロー
ゼンが立ち上げたジャズ・レーベル、GRPから1979 年にデビュー。本 作は2nd アルバ
ムにあたる。全米R&Bチャート1位を獲得したファンク・チューン①「ファンキン・フォー・
ジャマイカ」がハイライト。高 揚 感あふれるトランペットのイントロで幕を開ける歌 モノ
で、当時 全 米 R&Bシングル1位を獲得。その後もカヴァーやサンプリングなどでたびた
び使 用され、ダンス・クラシックとして今も愛されている。レコーディングにはレーベル
の首 領、デイヴ・グルーシン
（p）、オマー・ハキム
（ds）らが参 加している。
SICP-5520
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フィラデルフィア出身。60年代からアーチー・シェップ、サン・ラー、ファラオ・サンダー
スらと共 演してきたドラマーであり、ジャズをベースにソウル、ファンク、ディスコなどを
取り入れたサウンドで一 時 代を築いた作 曲 家・プロデューサー。本作には人 気 R&Bシ
ンガー、グレン・ジョーンズが歌う⑥「シング・ア・ラヴソング」、実力派のシンガー、ボー・
ウィリアムスが歌う⑤「エニウェイ・ユー・ウォント」
（ナイトフライトのカヴァー）などを
収 録。リリース 当 時こそ大きなヒットにならなかったが、90 年 代 以 後に評 価が高まっ
た作品でもある。コナーズは本作を最 後にアリスタからキャピトルに移 籍した。

リマスタリング：2017年／解説：金澤寿和

1974

1981

Mr. C Norman Connors

ファンキー・コミュニケーション・コミッティーことFCCは、70 年 代 中ごろ音 楽の中 心
地だった南 部、マッスル・ショールズのウィシュボーン・スタジオ出 身のバンド。本 作
はデビュー作に比べグッと洗 練の度 合いを増し、AOR 通から人 気の高い1枚。マッス
ル・ショールズではお馴 染みのクレイトン・アイヴィーとテリー・ウッドフォードがプロ
デュースしている。④「ホェア・ディド・ユー・カム・フロム」はラリー・カールトンの名 作
『 夜の彷 徨』からのカヴァー。南 部らしい大らかさと黒さが、達 者な演 奏と相まって、他
のAOR バンドにはない魅 力を発 揮している。
世界初CD化

リマスタリング：2002年／解説：金澤寿和

SICP-5521

マッスル・ショールズ出身、ファンキー・コミュニケーション・コミッティー
ことFCCの2 作 目。南 部らしい大らかさと洗 練された演 奏が相まって、
他にはない魅 力を発揮している。

SICP-5517

1981

Magic Tom Browne

リマスタリング：2001年／解説：金澤寿和

リマスタリング：2017年／解説：中田利樹

SICP-5524

カウ マーク・ジョーダン

1990

Cow Marc Jordan

リチャード・ペイジ他 Mr.ミスターの3人が揃って参加した6thアルバム。
トッド・ラングレンのカヴァーなど良 質のポップ・サウンドが満 載。
1948年、NY・ブルックリン生まれのカナダ人シンガー・ソングライター。シカゴやロッ
ド・スチュワート、ダイアナ・ロスなど様々なジャンルのアーティストに楽 曲を提 供する
かたわら、自身も『マネキン』
『 ブルー・デザート』というAORの名作を残している。本作
は6thアルバムで、前作に続いてキム・ブラード
（現エルトン・ジョン・バンド）
がプロデュー
ス／キーボードを担 当。レコーディングにはMr.ミスターのリチャード・ペイジ
（vo）、ス
ティーヴ・ファリス
（g）、パット・マステロット
（ds）
が揃って参加している。⑧「キャン・ウィ・
スティル・ビー・フレンズ」はトッド・ラングレンのヒット曲カヴァー。

SICP-5525

日本初CD化

リマスタリング：2017年／解説：中田利樹
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ダイヤモンド・ライフ シャーデー

1984

アルバート・ハモンド

P06

トム・スコット

P18

洗 練された楽 曲に、包 容 力のあるアデゥのヴォーカルがワン&オンリー
の世界観を醸し出すお洒落なデビュー作。
「スムース・オペレーター」
収録。

アレサ・フランクリン

P14, 15

トム・ブラウン

P18, 19

世界の音楽シーンにクールな衝撃を与えたデビュー・アルバム。ナイジェリア生まれ・英
国育ちで、ジャズやR&Bをこよなく愛するリード・シンガー、シャーデー・アデゥ
（1959
年生まれ）を中 心に、スチュワート・マシューマン
（sax,g）、アンドリュー・ヘイル
（key）、
ポール・スペンサー・デンマン（b）からなるグループ。ブラック・ミュージックのエッセ
ンスが溶け込んだ洗 練された楽 曲に、包 容 力のあるアデゥのヴォーカルが、ワン& オン
リーの世 界 観を醸し出す。①「スムース・オペレーター」は大ヒットし、グラミー賞Best
New Artistを受 賞。全 英アルバム2位／全 米アルバム5位。

アンジェラ・ボフィル

P15

ナイジェル・オルソン

P01

ヴァレリー・カーター

P07

ネッド・ドヒニー

P07

ウィリー・ネルソン

P10

ノーマン・コナーズ

P19

Diamond Life Sade

リマスタリング：2000年／解説：矢口清治

SICP-5526

プロミス シャーデー

1985

Promise Sade

ジャジーでクールなスタイル を完 成させ、全 英・全 米 共にアルバ ム・
チャートで No.1を獲 得したヒット 作。
「スウィーテスト・タブー」
（全 米
5位）を収 録。
ナイジェリア生まれ・英 国 育ちで、ジャズやR&Bをこよなく愛するシャーデー・アデゥ
（1959年生まれ）を中 心に、スチュワート・マシューマン
（sax,g）、アンドリュー・ヘイル
（key）、ポール・S・デンマン
（b）からなるグループ。デビュー作『ダイヤモンド・ライフ』
の成 功を経て、そのジャジーでクールな世 界 観を完 成させた2nd アルバム。英 国 音 楽
シーンをリードしていたロビン・ミラーがプロデュースし、現 在はマックスウェルなども
手 掛けるマイク・ペラがエンジニアを務めた。②「スウィーテスト・タブー」が先 行カット
され、全 米 5 位の大ヒットを記 録。全 英・全 米 共にアルバム・チャートでNo.1を獲 得し
たヒット作。
リマスタリング：2000年／解説：片寄明人

SICP-5527

ニュー・パステル 笠井紀美子

1984

New Pastel Kimiko Kasai

P05, 06

バリー・マニロウ

P04, 05

FCC

P18

ピーター・アレン

P05

エリオット・ルーリー

P14

ヒートウェイヴ

エリック・カルメン

P09

ビリー・グリフィン

P16

オデッセイ

P17

ビリー・ジョエル

P01

カーラ・ボノフ

P08

ビル・ラバウンティ

P09

笠井紀美子

P20

フィービ・スノウ

P02

クレイグ・フラー&エリック・カズ

P07

フランク・ウェーバー

グレッグ・ローリー

P12

ブルース・ホーンズビー&ザ・レインジ

P10

P15, 16

P01, 02

80年代のダンス・グルーヴ×スタンダード・ジャズ！時 代の波も、ジャン
ルの壁も超え、KIMIKOのヴォーカルが鮮やかに描く痛快 作。

ケニー・ロギンス

P11, 12

ベティ・ライト

P15

1945年、京都生まれ。ジャズ・シンガーとして、70年代は海 外のミュージシャンたちと
アルバムを制 作。その後 LAに拠 点を移し、ハービー・ハンコックとの共 演 盤『バタフラ
イ』などジャズ／フュージョン／ R&Bのジャンルを超えた作 品を残している。本 作には
ハイ・グロスのダンス・クラシック⑥「ユール・ネヴァー・ノウ」のカヴァーや、ディスコ・ファ
ンク④「ユー・テイク・マイ・ブレス・アウェイ」などを収 録。他にはバカラック作の③「ア
ルフィー」や、映 画『シェルブールの雨 傘』の⑩「アイ・ウィル・ウエイト・フォー・ユー」な
どスタンダード曲も。録 音には日野 皓正らが参 加している。

サーフィス

P16, 17

ポール・アンカ

P08

サンズ･オブ･チャンプリン

P13

ポール・サイモン

P03

ジェイムス・テイラー

P02

ポコ

P07

ジェニファー・ウォーンズ

P08

ボズ・スキャッグス

P11

ジェフ・ローバー

P19

ボブ・ウェルチ

P09

ジェラード・ケニー

P04

マーヴァ・キング

P17

ジノ・クニコ

P05

マーク・ジョーダン

P19

シャーデー

P20

マクラリーズ

ジミー・スフィーリス

P06

マリーン with シーウィンド

シャンペーン

P16

Mr.ミスター

スティーヴ・ハイエット

P20

メリサ・マンチェスター

ストレート・ラインズ

P12

ランディ・エデルマン

P03, 04

世 界 中のマニアが探し求めるカルトな人 気 盤、ついに世 界 初CD 化！ 気
怠くブルージーなエレクトリック・ギターの音色が感性に訴えかけてくる。

セシリオ＆カポノ

P06

リッキー・マーティン

P07

英 国 出 身。60 年 代からギタリストとしてバンド活 動を行う傍ら、アートディレクター、
デザイナーを経て、写 真 家に転 向。
「 Vogue」など一 流 誌のファッション・フォトグラ
ファーとして活 躍した。本作は1983年に日本で制 作されたハイエット唯 一のアルバム
で、同 タイトルの写 真 集も発 売された。全 編にわたり気 怠くブルージーなエレクトリッ
ク・ギターをフィーチャーし、当 時 流 行していた環 境 音 楽としても話 題を呼んだ。エリ
オット・ランドール
（g）やムーンライダーズの岡田徹
（key）、白井良明
（g）、鈴木博文
（g）、
武 川雅 寛
（violin）、そして加 藤 和 彦
（g）が参 加。

ソウル・サヴァイヴァーズ

P18

レイ・パーカー・Jr.

P14

チャプター・8

P17

ロージー

P11

デイヴ・メイスン

P13

ディオンヌ・ワーウィック

P14

リマスタリング：2017年／解説：金澤寿和

SICP-5528

サマー・ナイト マリーン with シーウィンド

1982

Summer Nights Marlene with Seawind

ハワイ出 身の凄 腕 ミュージシャン 集 団、シーウィンドが奏でる爽やかな
ファンク&軽やかなホーンに乗って、マリーンが若々しく歌い上げる。
フィリピン・ マニラ出 身。19 歳の時に来 日し、1981年に CBSソニーからデビュー。
1983 年に THE SQUAREのカヴァー曲「マジック」で大 ブレイクした。本 作は日 本で
も人 気のあったシーウィンドと共にLAで録 音した2nd アルバム。ラリー・ウィリアムス
（key）
やボブ・ウィルソン
（ds）、ジェリー・ヘイ
（tp）
を中心としたホーン・セクションをバッ
クに、22 歳のマリーンが若々しく歌い上げる。⑥「ラヴ・トゥー・ストロング」のデュエッ
ト相 手は、エアプレイのトミー・ファンダーバーク。⑧「レット・ユアセルフ・ゴー」はリオ
ン・ウェア&リチャード・ルドルフ作。

リマスタリング：2017年／解説：金澤寿和

SICP-5529

渚にて... スティーヴ・ハイエット

1983

Down On The Road By The Beach Steve Hiett

SICP-5530

20

エア・サプライ

世界初CD化

リマスタリング：2017年／解説：立川直樹

P17, 18
P20
P12, 13
P03

21

AOR CITY 1000

AOR CITY 1000

AOR
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シリーズ

お近くの CDショップやオンライン・ストアでお買い求めください。
ソニーミュージックショップ https://www.sonymusicshop.jp/

好 評 発 売 中 | 全 タ イト ル ￥ 1 , 0 0 0 + 税
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シルク・ディグリーズ ボズ・スキャッグス
ダウン・トゥーゼン・レフト ボズ・スキャッグス
ミドル・マン ボズ・スキャッグス
ロマンティック エアプレイ
ホワット・イフ ホワット・イフ
独身貴族 ビル・チャンプリン
デイン・ドナヒュー デイン・ドナヒュー
チェンジング・タイド ナイジェル・オルソン
夜明けのダンサー チャイナ
ストレンジャー・イン・パラダイス ドゥエイン・フォード
モダン・ポップ ダリル・ホール & ジョン・オーツ
モダン・ヴォイス ダリル・ホール & ジョン・オーツ
ラヴ・コーリン デニース・ウィリアムス
フレンズ・イン・ラヴ ディオンヌ・ワーウィック
ハートブレイカー ディオンヌ・ワーウィック
誓いのセイム・タイム レイ・パーカー Jr. & レイディオ
ウーマン・ニーズ・ラヴ レイ・パーカー Jr. & レイディオ
パルス グレッグ・フィリンゲインズ
メナジェリィ ビル・ウィザース
愛の情景～ウォッチング・ユー、ウォッチング・ミー ビル・ウィザース
この熱き腕の中に エンゲルベルト・フンパーディンク
ウォーク・ア・ファイン・ライン ポール・アンカ
ラヴ・オール・ユア・ブルース・アウェイ ルー・ロウルズ
ナイツ ビリー・オーシャン
ブリス・バンド・デビュー！ ブリス・バンド
ネオン・スマイルズ ブリス・バンド
ファー・クライ ファー・クライ
ハード・キャンディ ネッド・ドヒニー
シルヴァー・ファースト シルヴァー
ユア・オンリー・ロンリー J.D. サウザー
ワン・モア・ソング ランディ・マイズナー
ダディーズ・スマイル ジェイムス・テイラー
三面鏡 リヴィングストン・テイラー
マンズ・ベスト・フレンド リヴィングストン・テイラー
ナイトウォッチ ケニー・ロギンス
ハイ・アドヴェンチャー ケニー・ロギンス
オアシス ジミー・メッシーナ
愛はすぐそばに ヴァレリー・カーター
ささやく夜 カーラ・ボノフ
麗しの女～香りはバイオレット カーラ・ボノフ
アイ・ゴー・クレイジー ポール・デイヴィス
パステル・メッセージ ポール・デイヴィス
クール・ナイト ポール・デイヴィス
愛と微笑の世界 バリー・マニロウ
バリー バリー・マニロウ
月影のロング・ナイト ゲイリー・ポートノイ
愛のスケッチ トビー・ボー
リヴィング・オン・ミュージック ジェラルド・ケニー
ジョン・ファーラー ジョン・ファーラー
ハングリー・ナイツ トム・スノウ
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宇宙の騎士 TOTO
IV ～聖なる剣 TOTO
ファーレンハイト TOTO
ソー・ファイアード・アップ ル・ルー
バランス バランス
オーヴァー・ザ・ライン グレッグ・ギドリー
ロンリー・フリーウェイ ラリー・リー
女はドラマティック ジョン・バレンティ
ナイトウォーカー ジノ・ヴァネリ
マジック ディック・セント・ニクラウス
ドリーム・マスター ビル・ヒューズ
涙は今夜だけ ビル・ラバウンティ
ビル・ラバウンティ ビル・ラバウンティ
エンジェル・ハート ジミー・ウェッブ
愛への旅立ち アート・ガーファンクル
ウォーターマーク アート・ガーファンクル
光の季節～イン・コンサート ローラ・ニーロ
ドクター・イズ・イン ベン・シドラン
キャッスル・イン・ジ・エアー フェリックス・キャバリエ
ラヴァーズ・メロディー ロバート・クラフト
ファースト・ペイジズ ペイジズ
フューチャー・ストリート ペイジズ
アイ・ウェア・ザ・フェイス Mr. ミスター
ウェルカム・トゥ・ザ・リアル・ワールド Mr. ミスター
ミスター・ラッキー フールズ・ゴールド
スパイズ・オブ・ライフ プレイヤー
テイキング・ア・コールド・ルック アイ・テン
ジーバップ！ サンタナ
シャンゴ サンタナ
レス・デューデック レス・デューデック
セイ・ノー・モア レス・デューデック
ブラック & ホワイト マイク・フィニガン
スタンド・バイ・ミー モーリス・ホワイト
ワーキング・オン・ユー ラモント・ドジャー
あなたしか見えない メリサ・マンチェスター
ラヴ・コンカーズ・オール マイケル・ワイコフ
KIMIKO 笠井紀美子
ラヴ・トーク 笠井紀美子
ブレイクウォーター ブレイクウォーター
ナイトフライトⅠ ナイトフライト
ナイトフライトⅡ ナイトフライト
スペシャル・シングス ポインター・シスターズ
ブラック & ホワイト ポインター・シスターズ
クロース・イナフ サラ・ダッシュ
ニュー・ダイレクションズ タヴァレス
ワーズ & ミュージック タヴァレス
ラヴ・アタックス オーテス・ファン・シェイク
リール・ライフ ボーイ・ミーツ・ガール
ジョナサン・バトラー ジョナサン・バトラー
ゴーイング・ホーム ダン・シーゲル
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LIGHT MELLOW

ロック、ポップス、ソウル、ジャズ、ボサノヴァ、カントリー… Light
Mellowとは 70 ～ 80 年代の AOR を中心に、メロウなテイストと
グル―ヴ、ハイブリッドな感覚をキーワードにした心地よいサウ
ンド・スタイルで、あなたのエヴァーグリーンな毎日を彩ります。

A 面 で 恋 に 落 ち た 、夏 。
時 代を超えて愛される、リゾート & アーバンな B G M
2 0 1 0 年 代 、新 たな魅 力を放ち再 評 価される A O R ～ウェストコースト系シンガー・ソング
ライターを中 心にコンパイルした永 久 保 存 のサマータイム・プレイリスト

8.2 ON SALE

LIGHT MELLOW SEALINE
3 C D（ S I C P 5 5 3 1 ～ 3 ） ｜ ￥3 , 0 0 0（ 税 込 ）
選 曲・監 修：金 澤 寿 和（ w w w . l i g h t m e l l o w . c o m ） イラストレ ー ション：永 井 博

好評発売中

LIGHT MELLOW
ONE DAY
3 C D（ S I C P 4 7 9 1 ～ 3 ）
￥3 , 0 0 0（ 税 込 ）
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