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このステッカーを

チェック !

最終応募締切：2015年9月1日

キャンペーン2015対象商品から抽選でプレゼント！

ワーナーミュージックが誇る
ロック/ポップスの名盤シリーズFOREVER YOUNG
昨年ラインナップに加わった強力カタログを擁する“パーロフォン・グループ”の作品や、
6月24日発売：マドンナ/ディープ・パープル/MR.BIG、7月22日発売：イーグルス/ドゥー
ビー・ブラザーズ、8月5日発売：シカゴ/エリック・クラプトン/ドアーズ/ジョニ・ミッチェ
ルの87タイトルを加え、名盤・定番 275タイトルを対象作品として、シリーズ第9回
目となるキャンペーンを実施致します。



キラーズ

脱退したデニス・ストラット
ン(g, vo)に替わってエイド
リアン・スミス(g, vo)が加入
した2ndアルバム。全英最高
12位。

WPCR-80013 （税抜価格）1,400円

アイアン・メイデン
魔力の刻印

ヴォーカリストがブルース・
ディッキンソンに交替し、さ
らに濃密なへヴィ・メタル・
サウンドを追及した3rdアル
バム。初の全英チャート1位
獲得作。

WPCR-80014 （税抜価格）1,400円

アイアン・メイデン
頭脳改革

オリジナル・メンバーのクラ
イヴ・バーからニコ・マクブ
レインへとドラマーが交替、
そのサウンドをさらに進化
させた4thアルバム。全英最
高3位。

WPCR-80015 （税抜価格）1,400円

アイアン・メイデン

パワー・スレイヴ

前作と同じメンバーでレ
コーディングに臨み、さらな
る高みへと登り詰めた傑作
5thアルバム。全英最高2位。

WPCR-80016 （税抜価格）1,400円

アイアン・メイデン
死霊復活

1984年アルバム『パワース
レイヴ』に続く"ワールド・ス
レイヴリー・ツアー "の模様
を収録した、初のライヴ・ア
ルバム。全英最高2位。

WPCR-80017/18 （税抜価格）2,400円

アイアン・メイデン
サムホエア・イン・タイム

ライヴ・アルバム『死霊復活』
後のオフ期間を経て、2年ぶ
りに制作された渾身の6thア
ルバム。全英最高3位、全米最
高11位。

WPCR-80019 （税抜価格）1,400円

アイアン・メイデン

第７の予言

2作目の全英1位を獲得した
7thアルバム。「キャン・アイ・
プレイ・ウィズ・マッドネス」
（全英3位）、「ジ・イーヴル・
ザット・メン・ドゥ」（全英5
位）等のヒット・シングルも
収録。
WPCR-80020 （税抜価格）1,400円

アイアン・メイデン
ノー・プレイヤー・フォー・ザ・ダイング

エイドリアン・スミスからヤ
ニック・ガーズへとギタリス
トが交替し、新体制となった
8thアルバム。全英1位シン
グル「ブリング・ユア・ドー
ター」収録。全英最高2位。

WPCR-80021 （税抜価格）1,400円

アイアン・メイデン
フィア・オブ・ザ・ダーク

デビューから30年余を経て
今なおヘヴィ・メタル・シー
ンの最前線に君臨するモン
スター・バンド、アイアン・メ
イデンが、3作目の全英1位
を記録した9thアルバム。

WPCR-80022 （税抜価格）1,400円

アイアン・メイデン

現象

フィル・モグ(vo)を中心に1969
年に結成された英ハード・ロッ
ク・バンド、UFOの3rdアルバ
ムにして、マイケル・シェンカー
(g)加入第1弾となった名盤。代
表曲「ドクター・ドクター」、
「ロック・ボトム」他を収録。
WPCR-80001 （税抜価格）1,400円

ＵＦＯ
フォース・イット

名 盤3rdア ル バ ム『 現 象 』(Phe-
nomenon)に続いて発表した4thア
ルバム。元テン・イヤーズ・アフター
のキーボード、チック・チャーチルを
ゲストに迎え、さらに高い音楽性を
身に着けた作品。「レット・イット・
ロール」「シュート・シュート」を収録。
WPCR-80002 （税抜価格）1,400円

ＵＦＯ
ノー・ヘヴィ・ペッティング

マイケル・シェンカー加入後の
『現象』(Phenomenon)、『フォー
ス・イット』で大ブレイクを果たし
た英ハード・ロック・バンド、UFO
の5thアルバム。キーボードのダ
ニー・ペイロネルを正式メンバー
に加え、新境地を開いた一枚。
WPCR-80003 （税抜価格）1,400円

ＵＦＯ

新たなる殺意

UFOの集大成とも言える
6thアルバム。よりポップ性
を高めファンの幅を広げた
ロック・ナンバー「燃えたぎ
るギター」や、大胆にストリ
ングスを導入した「ラヴ・
トゥ・ラヴ」他を収録。
WPCR-80004 （税抜価格）1,400円

ＵＦＯ
宇宙征服

マイケル・シェンカー (g)にとっ
てはUFOでのラスト・アルバム
となった7thアルバム。キャッ
チーなメロディーを押し出した
クリアーなハード・ロック・サウ
ンドでパンク全盛時代のシー
ンに挑戦した意欲的な作品。
WPCR-80005 （税抜価格）1,400円

ＵＦＯ
ＵＦＯライヴ

マイケル・シェンカー (g)在籍時
の1978年全米ツアーの模様を
記録した2枚組ライヴ・アルバム。
ファンの間でも"UFOのベスト・
ライヴ"と定評のある演奏で、今
なお新たなハード・ロック・ファン
たちの耳を捕えて離さない名盤。
WPCR-80006 （税抜価格）1,400円

ＵＦＯ

ヘヴィ・メタル・エクスペリエンス

マイケル・シェンカーに替わる新
ギタリストにポール・チャップマ
ンを迎えた新生UFOによる8thア
ルバム。巨匠ジョージ・マーティン
のプロデュースの元、アコギの使
用やシンプルなロックンロール・
アレンジで新境地を見せた作品。
WPCR-80007 （税抜価格）1,400円

ＵＦＯ
ワイルド・ウィリング・アンド・イノセント

新メンバーに元ワイルド・
ホーシズのニール・カーター
(kb, g)を迎えた9thアルバ
ム。メロディアスな楽曲と多
彩なアレンジで、実に完成度
の高いバンド・サウンドを展
開した作品。
WPCR-80008 （税抜価格）1,400円

ＵＦＯ
メカニックス

オリジナル・メンバーであっ
たピート・ウェイ(b)にとって
ラスト・アルバムとなった
10thアルバム。表面的な派手
さはないものの、彼らがそれ
までに築きあげてきた音楽的
価値の集大成となった作品。
WPCR-80009 （税抜価格）1,400円

ＵＦＯ

メイキング・コンタクト

オリジナル・メンバー、ピート・
ウェイ(b)の脱退後、キーボードの
ニール・カーターが全曲の作曲を
担当した11thアルバム。従来の
ハード・ロック・サウンドから、ア
ンサンブルで聴かせるアメリカ
ン・ロックへと舵を切った作品。
WPCR-80010 （税抜価格）1,400円

ＵＦＯ
ミスディミーナー

唯一のオリジナル・メンバー、
フィル・モグ(vo)以外のメン
バーが全て交替した新生UFO
による12thアルバム。英国の
パンク～ニュー・ウェーヴ時代
を乗り越えてきたヴェテラン
ならではの風格が感じられる。
WPCR-80011 （税抜価格）1,400円

ＵＦＯ
鋼鉄の処女

パンクの攻撃性とプログ
レッシブ・ロックの芸術性を
メタリックで重厚なサウン
ドに封じ込め、新世代ヘ
ヴィ・メタルの到来を告げた
記念すべきデビュー・アルバ
ム。全英最高4位。
WPCR-80012 （税抜価格）1,400円

アイアン・メイデン



ア・リアル・ライヴ・デッド・ワン

ヨーロッパ公演の模様を収
録した1993年のライヴ・ア
ルバム『リアル・ライヴ・ワン』
と『ア・リアル・デッド・ワン』
のカップリングによる、まさ
に黄金期のパフォーマンス
をリアルに記録した作品。
WPCR-80023/24

アイアン・メイデン

（税抜価格）2,400円

モンスターズ・オブ・ロック

ブルース・ディッキンソン
(vo)にとっては脱退前最後
のパフォーマンスとなった
1992年の野外フェス＝"モ
ンスターズ・オブ・ロック"の
模様を記録した奇跡のライ
ヴ・アルバム。
WPCR-80025/26

アイアン・メイデン

（税抜価格）2,400円

エックス・ファクター

脱退したブルース・ディッキ
ンソンに替わり、新ヴォーカ
リストのブレイズ・ベイリー
(ex.ウルフズベイン)が加入
した、記念すべき10作目。全
英最高8位。

WPCR-80027

アイアン・メイデン

（税抜価格）1,400円

ヴァーチャル・イレブン

新ヴォーカリスト、ブレイ
ズ・ベイリーにとって加入2
作目となった11thアルバ
ム。

WPCR-80028

アイアン・メイデン

（税抜価格）1,400円

ブレイヴ・ニュー・ワールド

第一期黄金期のメンバーで
あるブルース・ディッキンソ
ン(vo)、エイドリアン・スミ
ス(g)が復帰し、6人体制で
制作された傑作12thアルバ
ム。全英最高7位。

WPCR-80029

アイアン・メイデン

（税抜価格）1,400円

死の舞踏

疾走ナンバーから大作まで、
緩急のバランスが絶妙なへ
ヴィ・メタル・サウンドを展
開した傑作13thアルバム。
全英最高2位。

WPCR-80030

アイアン・メイデン

（税抜価格）1,400円

ア・マター・オブ・ライフ・アンド・デスー戦記

長尺で複雑な展開の曲を多
数収録し、そのキャリアの中
で最もプログレ志向が強い
作品とされながらも、自身初
の全米トップ10入りを果た
した傑作14thアルバム。全
英最高4位、全米最高9位。
WPCR-80031

アイアン・メイデン

（税抜価格）1,400円

ファイナル・フロンティア

ヘヴィ・メタルを体現する最
強バンド、アイアン・メイデ
ンが、デビュー 30年目にリ
リースした記念すべき15th
アルバム。全英最高1位、全米
最高4位。

WPCR-80032

アイアン・メイデン

（税抜価格）1,400円

ムーン・サファリ

テクノ、ポップ、ジャズ等の
様々な要素をブレンドさせ
た新世代クラブ・ミュージッ
クを奏でるフランス出身の
デュオ、鮮烈のデビュー・ア
ルバム。

WPCR-80033

エール

（税抜価格）1,400円

１０，０００  Ｈｚ  ＬＥＧＥＮＤ

話題を集めた『ヴァージン・
スーサイズ』のサウンドト
ラックを経て制作された
2ndアルバム。"架空のラジ
オ局が流す音楽"をコンセプ
トに制作されたユニークな
内容。
WPCR-80034

エール

（税抜価格）1,400円

トーキー・ウォーキー

テクノ、ポップ、ジャズ等の
様々な要素をブレンドさせた
新世代クラブ・ミュージック
を奏でるフランス出身のデュ
オ、3年ぶりの3rdアルバム。
浮遊感あふれるドリーミーな
サウンドで世界を虜に。
WPCR-80035

エール

（税抜価格）1,400円

ポケット・シンフォニー

テクノ、ポップ、ジャズ等の様々
な要素をブレンドさせた新世
代クラブ・ミュージックで人気
を集めるフランス出身のデュ
オ、3年ぶりの4thアルバム。浮
遊するドリーミーなサウンドと
独特のポップ・センスが人気。
WPCR-80036

エール

（税抜価格）1,400円

Ｌｏｖｅ　２

テクノ、ポップ、ジャズ等の
様々な要素をミックスさせ
た、浮遊感あふれるドリー
ミーなサウンドで静かな人
気を集めるエレクトロ・ポッ
プ・デュオ、待望の5thアルバ
ム。
WPCR-80037

エール

（税抜価格）1,400円

月世界旅行（ＣＤ）

エール待望の6thアルバム
は、ジョルジュ・メリエス監
督が1902年に生み出した伝
説の映画『月世界旅行』のリ
メイク版用サントラの制作
がきっかけで生まれた、イン
スパイアード・アルバム。
WPCR-80038

エール

（税抜価格）1,400円

アウトバーン

ドイツ出身の電子音楽バン
ド、クラフトワークの4作目
にして初の世界進出作。心地
よい反復シンセ音に溢れるタ
イトル曲が全米TOP40ヒッ
トするなどテクノ、プログレ
の枠を超えた不朽の名作。
WPCR-80039

クラフトワーク

（税抜価格）1,500円

放射能（ラジオ－アクティヴィティ）

エレクトロニック・ポップの
先駆者として世界中から注
目を浴びたクラフトワーク
の5作目。放射能やラジオ電
波を模したシンセの疑似音
とはかなく美しいメロディ
が交錯する耽美的な作品。
WPCR-80040

クラフトワーク

（税抜価格）1,500円

ヨーロッパ特急（トランス・ヨーロッパ・エクスプレス）

硬質なシーケンサーと温か
みのあるリズム・マシーンが
織りなす唯一無二のグルー
ヴ感が光る6作目。ヨーロッ
パ横断特急をテーマに、延々
と続く列車の旅をシニカル
に描いた大ヒット作。
WPCR-80041

クラフトワーク

（税抜価格）1,500円

人間解体（ザ・マン・マシーン）

クラフトワークのテクノ・
ポップ・スタイルを決定付け
た7作目。ロボットと人間の
融合をテーマにしたクラフト
ワーク流の近未来型SF作品
であり、テクノ、ロックの両面
から最高峰と評された作品。
WPCR-80042

クラフトワーク

（税抜価格）1,500円

コンピューター・ワールド

来たるべきコンピューター
社会を暗示したコンセプト・
アルバム。機械と人間の友好
ではなく、機械に依存してい
く人類への危機感をトラン
ス・ビートに託した、現代人
の必聴作。
WPCR-80043

クラフトワーク

（税抜価格）1,500円

テクノ・ポップ

自らが“テクノ・ポップ”とい
う言葉を用い、時代の最先端
にいることを主張した9作
目。サンプリング、ミニマル、
ループなど、現代テクノ・
ミュージックの原点が凝縮
された傑作。
WPCR-80044

クラフトワーク

（税抜価格）1,500円

ＴＨＥ　ＭＩＸ

ハウス・ミュージック人気
真っ只中に登場したクラフ
トワークのリミックス集。代
表曲を音の断片に解体し、テ
クノ・ビートに乗せて新たに
再構築したダンス感覚溢れ
る好作。
WPCR-80045

クラフトワーク

（税抜価格）1,500円



ツール・ド・フランス

ツール・ド・フランス100周
年を記念して作られた11作
目。テクノロジーの進化の恩
恵を受け、クラフトワーク流
アンビエント・ミュージック
を聴かせてくれる。

WPCR-80046

クラフトワーク

（税抜価格）1,500円

天使と小悪魔

クジラの鳴き声で始まる幻
想的な世界観で世界を驚か
せた、鮮烈のデビュー・アル
バム。大ヒット・シングル
「嵐ヶ丘」収録。

WPCR-80047

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ

（税抜価格）1,400円

ライオンハート

デビュー作『天使と小悪魔』
からわずか8か月後にリリー
スされた2ndアルバム。ヒッ
ト・シングル「ブルーのシン
フォニー」、「ハンマー・ホ
ラー」収録。

WPCR-80048

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ

（税抜価格）1,400円

魔物語

クラシカルなアート・ロッ
ク・サウンドにエレクトロ風
味も加わった、新たなスタイ
ルを確立した傑作3rdアルバ
ム。ヒット・シングル「バブー
シュカ」収録。

WPCR-80049

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ

（税抜価格）1,400円

ドリーミング

初のセルフ・プロデュース
と、72トラック・レコーディ
ングや最新サンプリング技
術でも話題を集めた傑作4th
アルバム。

WPCR-80050

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ

（税抜価格）1,400円

愛のかたち

エ レ ク ト ロ と ア コ ー ス
ティックの絶妙のバランス
の上に、ケイトの限りなく美
しい歌声が自由自在に行き
交う、傑作5thアルバム。

WPCR-80051

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ

（税抜価格）1,400円

センシュアル・ワールド

ブルガリアン・ヴァイスのト
リオ・ブルガルカやアイルラ
ンドの民族楽団などを迎え、
ワールド・ミュージックの要
素を大胆に導入した6thアル
バム。

WPCR-80052

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ

（税抜価格）1,400円

レッド・シューズ

童話『赤い靴』をモチーフに
した1948年の同名映画にイ
ンスパイアされて制作され
た7thアルバム。ジェフ・ベッ
ク、エリック・クラプトン、プ
リンス他がゲスト参加した
話題作。
WPCR-80053

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ

（税抜価格）1,400円

エアリアル

前作『レッド・シューズ』以来
12年ぶりの新作となった
8thアルバム。アンビエント、
テクノからアコースティック
まで多彩なサウンドを駆使
しつつ、かつてない深みのあ
るサウンドを実現した傑作。
WPCR-80054/55

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ

（税抜価格）2,600円

エンターテイメント

贅肉を極限まで削ぎ落とし
たプリミティヴかつソリッ
ドなギター・サウンドと先鋭
的な歌詞で世界に衝撃を与
え、ポストUKパンクの金字
塔作品となったデビュー・ア
ルバム。
WPCR-80056

ギャング・オブ・フォー

（税抜価格）1,400円

ソリッド・ゴールド

衝撃のデビュー作『エンター
テインメント』をさらにグ
ルーヴ感満載に進化させた
2ndアルバム。

WPCR-80057

ギャング・オブ・フォー

（税抜価格）1,400円

ゴリラズ

イギリスを代表するロック・バンド、ブラーの
デーモン・アルバーンが始動させた、架空の
キャラクターによる覆面プロジェクト、ゴリ
ラズ。ラップやヒップホップ、エレクトロやパ
ンク、スカまでを取り込んだ大胆なサウンド
で当時のポップ・シーンに大きな風穴を開け
ることとなった彼らのデビュー・アルバム！
WPCR-80058

ＧＯＲＩＬＬＡＺ

（税抜価格）1,600円

ディーモン・デイズ

デンジャー・マウスをプロデュー
サーに起用し、全英チャート1位
を記録したセカンド・アルバム。
ハッピーマンデーズのショーン・
ライダー、ネナ・チェリー、デ・ラ・
ソウル、デニス・ホッパーら豪華
ゲスト陣が参加！
WPCR-80059

ＧＯＲＩＬＬＡＺ

（税抜価格）1,400円

プラスティック・ビーチ

スヌープ・ドッグ、ルー・リード、
マーク・E・スミス、グリフ・リース、
デ・ラ・ソウル、ザ・クラッシュの両
翼ミック・ジョーンズとポール・シ
ムノンなど、豪華多彩なゲスト陣
を迎え、全英／全米チャート2位
を記録したサード・アルバム。
WPCR-80060

ＧＯＲＩＬＬＡＺ

（税抜価格）1,600円

ザ・フォール

前作『プラスティック・ビー
チ』発表後のワールド・ツ
アー時にデーモンが制作し
た音源をまとめた、ツアー記
的な意味合いも持つ4作目。

WPCR-80061

ＧＯＲＩＬＬＡＺ

（税抜価格）1,600円

バックストリート・シンフォニー

テラプレイン解散後、メンバー
だったダニー (Vo.)、ルーク(G.)、ハ
リー（Ds)、とスネイク（B)、マルチ
プレーヤーのベンが加入し結成。
元デュラン・デュランのアンディ・
テイラーがプロデュースを担当し
完成させたファースト・アルバム。
WPCR-80062

サンダー

（税抜価格）1,400円

ラフィング・オン・ジャッジメント・デイ

モンスターズ・オブ・ロック
での大成功の後、前作から2
年半後に発表されたセカン
ド・アルバム。メンバーの
ルークとアンディ・テイラー
の共同プロデュース。

WPCR-80063

サンダー

（税抜価格）1,400円

ビハインド・クローズド・ドアーズ

ファースト・アルバムでレ
コーディングを担当したマ
イク・フレイザーとメンバー
のルークが共同プロデュー
スしたサード・アルバム。

WPCR-80064

サンダー

（税抜価格）1,400円

日曜日の印象

ブリティッシュ・プログレの
金字塔バンド、ジェスロ・タ
ルの記念すべきデビュー作
（全英10位）。ブルースや
ジャズの素養を感じさせな
がらも、荒削りでハードな面
が光る作品。
WPCR-80065

ジェスロ・タル

（税抜価格）1,400円

スタンド・アップ

ブルース色を残しながらも、
イアン・アンダーソンの奏で
るクラシカルなフルートを
武器にして飛躍的な進歩を
遂げ、全英1位を獲得した2
作目。大ヒット曲「ブーレ」収
録。
WPCR-80066

ジェスロ・タル

（税抜価格）1,400円

ベネフィット

ハード・ロック的な側面とト
ラッド・フォーク的なサウン
ドが融合した3作目（全英3
位）。専任のキーボーディス
トを迎え音の厚みが加わっ
た意欲作。

WPCR-80067

ジェスロ・タル

（税抜価格）1,400円



アクアラング

本作から正式にキーボー
ディストが加わり5人体制と
なって臨んだ初のコンセプ
ト・アルバム（全英4位）。多く
のカヴァー・ヴァージョンを
生んだ名曲「ロコモーティ
ヴ・ブレス」収録。
WPCR-80068

ジェスロ・タル

（税抜価格）1,400円

ジェラルドの汚れなき世界

架空の天才少年詩人の歌詞
をモチーフにして綴った、ア
ルバム全編で1曲という長編
大作（全米1位）。ミュージカ
ル的な起伏や新聞を模した
ジャケットなど、徹底した物
語性が魅力の大傑作。
WPCR-80069

ジェスロ・タル

（税抜価格）1,400円

パッション・プレイ

前作に引き続きアルバム全
編で1曲という大作となった
コンセプト・アルバム（全米1
位）。受難劇をテーマとした
バレエ用の組曲というテー
マのもとに繰り広げられた、
傑作にして問題作。
WPCR-80070

ジェスロ・タル

（税抜価格）1,400円

ウォーチャイルド

戦渦をテーマにした映像の
ために作られたというコン
セプト・アルバム（全米2位）。
大作志向の呪縛から解き放
たれ、ポップな面も顔を覗か
せており聴きやすい作品と
なっている。
WPCR-80071

ジェスロ・タル

（税抜価格）1,400円

天井桟敷の吟遊詩人

イアン・アンダーソンを吟遊
詩人と見立てたシアトリカ
ル・ロック調の作品（全米7
位）。まるで英国の寓話を紐
解くように壮大で起伏に富
んだ演奏とオーケストラと
の融合が際立つ中期の傑作。
WPCR-80072

ジェスロ・タル

（税抜価格）1,400円

ロックンロールにゃ老だけど死ぬにはチョイと若すぎる

年老いたロッカーの行く末
をテーマにしたロック・
ミュージカル仕立てのコン
セプト・アルバム（全米14
位）。英国トラッドの優雅な
香りと大人の哀愁が漂う逸
品。
WPCR-80073

ジェスロ・タル

（税抜価格）1,400円

神秘の森

歴代で最もブリティッシュ・
トラッド・フォーク色が濃く
反映された通算10枚目のオ
リジナル・アルバム（全米8
位）。ダブル・キーボード体制
で迫力や音の厚みが倍増し
た力作。
WPCR-80074

ジェスロ・タル

（税抜価格）1,400円

トゥルース

ヤードバーズ脱退後、ミッキー・モ
ストのプロデュースの下、ジェフ・
ベックがロッド・スチュアート、ロ
ン・ウッド、ニッキー・ホプキンスら
と作り上げたアルバム。ゲストとし
てジミー・ペイジ、ジョン・ポール・
ジョーンズ。キース・ムーンも参加。
WPCR-80075

ジェフ・ベック

（税抜価格）1,400円

ベック・オラ

第1期ジェフ・ベック・グループのセカン
ド・アルバム。レコーディング・メンバーは
ジェフ・ベック(g)、ロッド・スチュワート
(vo)、ロン・ウッド(b)、トニー・ニューマン
(dr)、ニッキー・ホプキンス(p)の5人。この
アルバムを最後にロッド・スチュワートと
ロン・ウッドは脱退しフェイセズに加入。
WPCR-80076

ジェフ・ベック・グループ

（税抜価格）1,400円

Ｔａｋｋ．．．

ヨンシー（ジョンジー）、ゲオル
グ、アウグストの3人によって
アイスランドで結成されたポ
スト・ロック・バンド、シガー・
ロスの2005年9月に発表され
た4枚目のアルバム（アイスラ
ンド語で「ありがとう」の意）。
WPCR-80077

シガー・ロス

（税抜価格）1,600円

ＨＶＡＲＦ－ＨＥＩＭ　～　消えた都

この作品リリース当時の未
発表曲含むスタジオレコー
ディングとアコースティッ
ク・ライヴ・レコーディング
を収録したアルバム。

WPCR-80078

シガー・ロス

（税抜価格）1,600円

残響

2008年にリリースされた5作目スタジオ・ア
ルバム。FLOODをプロデューサーに迎え、
ニューヨーク、ロンドン、そしてレイキャ
ヴィックでレコーディングされた本作は、バ
ンドにとって、初のアイスランド外で制作され
たアルバムとなった。さらにバンドにとって、
初の全編英語曲となる「All Alright」も収録！
WPCR-80080

シガー・ロス

（税抜価格）1,600円

ヴァルタリ　～遠い鼓動

8曲、約54分となるこの６作目は、前作『残
響』以来、長い間試みられていなかった音
楽的アプローチがあちこちに散りばめら
れており、バンドのメンバー曰く、「スロー
モーションな雪崩」と表現する、大きなス
ケールで時間や空間を音を表すサウンド
スケープを感じさせる作品となっている。
WPCR-80081

シガー・ロス

（税抜価格）1,600円

ホームワーク

限りなくキャッチーな哀愁のメロディ、過激過ぎ
る実験的なダンス・サウンド、そしてフル・フェイ
ス・マスクを着用して素顔を決して明かさないと
いう謎のキャラクターで世界を驚かせた新世代
エレクトロ・ポップを代表するフレンチ・ユニット
の記念すべきデビュー・アルバム。ヒット・シング
ル「アラウンド・ザ・ワールド」、「バーニン」収録。
WPCR-80082

ダフト・パンク

（税抜価格）1,400円

ディスカバリー

新世代エレクトロ・ポップを代表するフレン
チ・ユニット、ダフト・パンク。2000年の先
行シングル「ワン・モア・タイム」の世界的な
ヒットに続いてリリースされた全世界待望
の2ndアルバム。大ヒット・シングル「ワン・
モア・タイム」、「エアロダイナミック」、「デジ
タル・ラヴ」、「仕事は終わらない」収録。
WPCR-80083

ダフト・パンク

（税抜価格）1,400円

ＨＵＭＡＮ  ＡＦＴＥＲ  ＡＬＬ～原点回帰

世界的な大ヒットを記録した前作『ディスカ
バリー』をさらに進化させた先鋭的サウンド
で世界を驚愕の渦に巻き込んだ傑作3rdアル
バム。大ヒット・シングル「Robot Rock～ロ
ボット・ロック」、「Technologic～先端論理」、
「Human After All ～所詮人間」「The Prime 
Time Of Your Life～至福之時」収録。
WPCR-80084

ダフト・パンク

（税抜価格）1,400円

スペイス・オディティ

ロック・スターとしての初め
の一歩を踏み出したと言え
る本作は映画『2001年宇宙
の旅』にインスパイアされた
作品。シングル・カットされ
た表題曲は全英1位を獲得。

WPCR-80085

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

世界を売った男

それまでの道徳や価値観を
否定するかのような内容と
倒錯的なジャケットが物議
を醸し出した衝撃の作品。来
るべきグラム・ロック時代へ
の大いなる助走をとらえた
重要作。
WPCR-80086

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

ハンキー・ドリー

カウンター・カルチャーたる
アメリカ文化をイギリス人
として咀嚼してみせた本作
は全英3位を記録する大ヒッ
ト。「チェンジス」「火星の生
活」など初期の名曲を収録。

WPCR-80087

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

ジギー・スターダスト

ロック史上における不世出
の名盤にして永遠のマス
ター・ピース。異星人をテー
マに繰り広げられる壮大な
コンセプト・アルバムとして
ファンならずとも必聴の作
品。
WPCR-80088

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

アラジン・セイン

グラム・ロックの旗手として
世界を席巻するなか発表さ
れた名盤。「ジーン・ジニー」
や「ドライヴ・インの土曜日」
などを収録した本作でつい
に全英チャートの1位を獲
得。
WPCR-80089

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円



ピンナップス

自らのルーツを紐解くかの
ように全編英国60'sビート・
シーンの楽曲をカヴァーし
たアルバム。シングル・カッ
トされた「愛の悲しみ」は全
英2位のヒットとなった。

WPCR-80090

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

ダイアモンドの犬

グラム・ロックの先を目指し
てジョージ・オーウェルの小
説『1984年』をモチーフに制
作された先鋭的な作品。全英
5位にチャート・インした「愛
しき反抗」を収録。

WPCR-80091

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

ヤング・アメリカン

フィラデルフィア・ソウルへ
の接近で自らを“プラス
ティック・ソウル”と称する
までの変貌を遂げた作品。初
の全米1位を獲得した「フェ
イム」はジョン・レノンとの
共作曲。
WPCR-80092

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

ステイション・トゥ・ステイション

ソウル・ミュージックへの傾
倒が進むなかヨーロピアン
としてのアイデンテティの
もとに生み出されたホワイ
ト・ソウルの傑作。全英5位、
全米3位となるヒットを記
録。
WPCR-80093

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

ロウ

“ベルリン3部作”第1弾。ソ
ウルとの対峙から一変して
ブライアン・イーノとともに
冷戦下のベルリンで制作。い
まではのちのニューウェイ
ヴを先取りしてみせた名盤。

WPCR-80094

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

ヒーローズ

“ベルリン3部作”第2弾。最
新作『ザ・ネクスト・デイ』で
もオマージュされていた
ジャケットも象徴的な傑作。
表題曲にはキング・クリムゾ
ンのロバート・フリップが参
加。
WPCR-80095

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

ロジャー

“ベルリン3部作”第3弾。ブ
ライアン・イーノ及びベルリ
ンとの邂逅を締めくくるア
ルバムにして70年代の最後
を飾る作品。次に続くシーン
に大きな影響を与えた。

WPCR-80096

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

スケアリー・モンスターズ

80年代への突入とともに
ニューウェイヴ・シーンの幕
開けを先導。前衛とポップが
同居する名作からは全英1位
のヒット曲「アッシュズ・
トゥ・アッシュズ」を生んだ。

WPCR-80097

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

レッツ・ダンス

ボウイ史上最高のベストセ
ラーとなった大ヒット・アル
バム。MTVブームとの相乗
効果もあってロックの範疇
を飛び越えたポピュラリ
ティを得ることになった傑
作。
WPCR-80098

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

トゥナイト

盟友イギー・ポップやティ
ナ・ターナーとの共演も話題
を呼び、前作に続いて全英1
位を記録した大ヒット・アル
バム。そのゴージャスなサウ
ンドが普遍の魅力を放つ作
品。
WPCR-80099

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

ネヴァー・レット・ミー・ダウン

高校の後輩でもあったピー
ター・フランプトンをギタリ
ストに起用。ストレートな
ロックでまたあらたな展開
を見せた作品。俳優のミッ
キー・ロークの参加も話題を
呼んだ。
WPCR-80100

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

ティン・マシーン

突如として結成されたハー
ド・ロック・バンドの第一弾。
ボウイがソロ・キャリアをリ
セットしてまで望んだバン
ド か ら な る 本 作 は 全 英
チャートの3位として結実し
た。
WPCR-80101

デヴィッド・ボウイ

（税抜価格）1,400円

デュラン・デュラン

ニューロマンティック・ブー
ムを牽引したデュラン・デュ
ランのデビュー・アルバム。
「グラビアの美少女」、「プラ
ネット・アース」収録。

WPCR-80102

デュラン・デュラン

（税抜価格）1,400円

リオ

MTV世代にマッチし、アメ
リカでの成功の手掛かりと
なったセカンド・アルバム。
大ヒット・シングル「ハング
リー・ライ・ザ・ウルフ」「セイ
ヴ・ア・プレイヤー」収録。

WPCR-80103

デュラン・デュラン

（税抜価格）1,400円

セブン・アンド・ラグド・タイガー

全英No.1に輝いたニューロ
マンティック的サウンドの
集大成にして、初期最高傑作
となるサード・アルバム。全
米・全英No.1シングル「ザ・
リフレックス」収録。

WPCR-80104

デュラン・デュラン

（税抜価格）1,400円

ノトーリアス

サイド・プロジェクトを経て、
ロジャー・テイラーに続きア
ンディ・テイラーがレコー
ディング中に脱退。新たな音
楽路線を歩むこととなった
アルバム。スマッシュ・ヒット
「ノトーリアス」収録。
WPCR-80105

デュラン・デュラン

（税抜価格）1,400円

BIG THING

サイモン・ル・ボン、ニック・
ローズ、ジョン・テイラーの
三人となった新生デュラン・
デュラン第一弾アルバム。全
米4位を記録した「アイ・ドン
ト・ウォント・ユア・ラヴ」収
録。
WPCR-80106

デュラン・デュラン

（税抜価格）1,400円

リバテイ

ギターにウォーレン・ククル
ロ、ドラムにスターリング･
キャンベルを正式にメン
バーに迎え新生５人組と
なった、デュラン・デュラン6
作目のオリジナル・アルバ
ム。
WPCR-80107

デュラン・デュラン

（税抜価格）1,400円

デュラン・デュラン（ザ・ウェディング・アルバム）

スタイリッシュかつアダル
トなサウンドで新たなファ
ンを獲得した起死回生的ア
ルバム。名曲「オーディナ
リー・ワールド」収録。

WPCR-80108

デュラン・デュラン

（税抜価格）1,400円

サンキュー

レッド・ツェッペリンの「サ
ンキュー」をはじめルー・
リード、ドアーズ、デヴィッ
ド・ボウイ、ボブ・ディラン、
パブリック・エネミー等のナ
ンバーをカバーしたアルバ
ム。
WPCR-80109

デュラン・デュラン

（税抜価格）1,400円

ダウン・バイ・ザ・ジェティー

ウィルコ・ジョンソンのマシ
ンガン・ギターとリー・ブリ
ローの渋いヴォーカルがぶ
つかり合う記念すべきデ
ビュー作にしてパブ・ロック
を代表する名盤。

WPCR-80110

ドクター・フィールグッド

（税抜価格）1,400円



不正療法

オリジナルとカヴァー曲が
半々にもかかわらず、ウィル
コ・ジョンソンの素手のギ
ター・カッティングが冴え
る、よりＲ＆Ｂ色を強めたア
ルバム。

WPCR-80111

ドクター・フィールグッド

（税抜価格）1,400円

殺人病棟

シェフフィールド・シティ・
ホールとサウスエンド・カー
サルの演奏を収録した、全英
No.1に 輝いたドクター・
フィールグッドの魅力全開
のライヴ・アルバム。

WPCR-80112

ドクター・フィールグッド

（税抜価格）1,400円

スニーキン・サスピション

タイトなR&Bからブルース
色が強まった、カヴァー・ナ
ンバーも多数収録したウィ
ルコ・ジョンソン参加の最後
のアルバム。

WPCR-80113

ドクター・フィールグッド

（税抜価格）1,400円

ビー・シーイング・ユー

ウィルコ・ジョンソンの後任
にジッピー・メイヨーを迎え
た通算5作目。プロデュース
にニック・ロウを起用した、
シンプルでスピード感のあ
るアルバム。

WPCR-80114

ドクター・フィールグッド

（税抜価格）1,400円

プライベート・プラクティス

メロディアスかつロックン
ロール・チューン満載のドク
ター・フィールグッド第二期
傑作アルバム。シングル「ミ
ルク・アンド・アルコール」収
録。

WPCR-80115

ドクター・フィールグッド

（税抜価格）1,400円

アズ・イット・ハプンズ

ウィルコ在籍時の『殺人病
棟』以来のライヴ・アルバム。
二代目ギタリストのジッ
ピー・メイヨーのギターが炸
裂する一枚。

WPCR-80116

ドクター・フィールグッド

（税抜価格）1,400円

レット・イット・ロール

多数のゲストが参加した、ブ
リローのハープとジッピー
の ギ タ ー が 冴 え わ た る
フィールグッズ史上最も
ポップなアルバム。

WPCR-80117

ドクター・フィールグッド

（税抜価格）1,400円

ア・ケース・オブ・ザ・シェイクス

ニック・ロウを再びプロ
デューサーに迎え、彼らの原
点であるガレージ・サウン
ド・テイストが漂うパブ・
ロックらしい快作。

WPCR-80118

ドクター・フィールグッド

（税抜価格）1,400円

夜明けの口笛吹き

英国が誇るプログレッシヴ・
ロック・バンドのデビュー作
（英6位）。奇才シド・バレット
を中心としたサイケデリッ
クでポップなサウンドが満
載の1枚。

WPCR-80119

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円

神秘

シド・バレットがレコーディ
ング途中で脱退し、デイ
ヴィッド・ギルモアが加入し
て作り上げられた2作目（英
9位）。その後の大作志向の片
鱗を覗かせる、プログレ前夜
の重要な作品。
WPCR-80120

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円

モア

バーベット・シュローダー監
督の映画『モア』のサウンド
トラック盤として作られた3
作 目（ 英9位 ）。ブ ル ー ス、
フォーク、民族音楽など、メ
ンバー個々の音楽性が反映
された重要作。
WPCR-80121

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円

ウマグマ

ライヴ・パフォーマンスとス
タジオ録音による実験作と
で構成された2枚組（英5
位）。サイケデリック・ロック
の終着地点へと向かう彼ら
の過渡期の音楽性がうかが
える作品。
WPCR-80122/23

ピンク・フロイド

（税抜価格）3,300円

原子心母

フル・オーケストラとの共演
を果たしたタイトル曲や前衛
的な曲、印象深いジャケット
など、ピンク・フロイドが進む
べくプログレッシヴ・ロックの
道の原点であり初の全英1位
を獲得した記念すべき作品。
WPCR-80124

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円

おせっかい

大ヒット曲「吹けよ風、呼べ
よ嵐」や大作「エコーズ」など
を収録した6作目（英3位）。
初めてバンドのみのプロ
デュースとなり、前衛的な作
風ながらやすらぎも感じさ
せる作品となっている。
WPCR-80125

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円

雲の影

バーベット・シュローダー監
督の映画『ラ・ヴァレ』のサウ
ンドトラック盤として作ら
れた作品（英6位）。ピンク・フ
ロイドのエッセンスをいい
とこ取りしたような世界観
が広がっている。
WPCR-80126

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円

狂気

プログレッシヴ・ロック史に
燦然と輝く名盤中の名盤（英
2位：米1位）。ピンク・フロイ
ドがおこなって来た音楽実
験の集大成であり、録音、
アートワークなど、全ての要
素が結晶した最高傑作。
WPCR-80127

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円

炎　あなたがここにいてほしい

シド・バレットへのオマー
ジュ「狂ったダイアモンド」組
曲を含む通算9作目（英米1
位）。インストゥルメンタル曲
とヴォーカル曲が見事な調和
を見せ、ピンク・フロイドのも
うひとつの代表作となった。
WPCR-80128

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円

アニマルズ

人間が持つ特有の階級を動
物に喩えて痛烈な社会批判
を唱えた10作目（英2位）。重
いテーマのコンセプト・アル
バムにも関わらず軽快でメ
ロディアスなロックが聴か
れる好盤。
WPCR-80129

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円

ザ・ウォール

人間の前に立ちはだかる壁
についてのコンセプトを具
現化した2枚組（英3位：米1
位）。ロック・オペラ的な展開
と社会風刺的な内容で世界
中の注目を集めた傑作。

WPCR-80130/31

ピンク・フロイド

（税抜価格）3,300円

ファイナル・カット

『ザ・ウォール』の最終章とし
て制作されたロジャー・
ウォーターズ在籍時代最後
の作品（英1位）。ウォーター
ズ色を濃く出しながらも、泣
きのフロイド節が聴かれる
佳作。
WPCR-80132

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円

モメンタリー・ラプス・オブ・リーズン

ロジャー・ウォーターズ脱退
後、デイヴィッド・ギルモア
が中心となり多彩なゲスト
を迎えて制作した渾身の復
活作（英米3位）。まぎれもな
いピンク・フロイドのサウン
ドに満ちあふれている。
WPCR-80133

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円



対

新生フロイドの2作目にして
『炎』以来の英米1位を獲得し
た後期の傑作。プログレッシ
ヴ・ロック全盛時代を彷彿と
させるサウンドに溢れてお
り、これぞピンク・フロイド
と言える大ヒット作。
WPCR-80134

ピンク・フロイド

（税抜価格）2,300円

ウエスト・エンド・ガールズ

ペット・ショップ・ボーイズ
のデビュー・アルバム。ヒッ
ト・シングル「ウエスト・エン
ド・ガールズ」「オポチュニ
ティーズ」「恋はすばやく」収
録。

WPCR-80135

ペット・ショップ・ボーイズ

（税抜価格）1,400円

哀しみの天使

ニール・テナントとクリス・
ロウによるポップ・デュオ、
ペット・ショップ・ボーイズ
のセカンド・アルバム。「哀し
みの天使」「とどかぬ想い」収
録。

WPCR-80136

ペット・ショップ・ボーイズ

（税抜価格）1,400円

イントロスペクティヴ

ダンスミュージックをコン
セプトに制作されたアルバ
ム。エルヴィス・プレスリー
で知られる「オールウェイ
ズ・オン・マイ・マインド」収
録。

WPCR-80137

ペット・ショップ・ボーイズ

（税抜価格）1,400円

ビヘイヴィアー：薔薇の旋律

アナログ・シンセサイザーと
ピアノの旋律が美しいクー
ルかつ繊細なアルバム。元
ザ・スミスのギタリスト、
ジョニー・マーが参加。

WPCR-80138

ペット・ショップ・ボーイズ

（税抜価格）1,400円

ヴェリー

大ヒット・シングル「ゴー・ウ
エスト」（ヴィレッジ・ピープ
ルのカヴァー）を収録の、全
英1位、全米2位を獲得した
事実上のPSB最高傑作。

WPCR-80139

ペット・ショップ・ボーイズ

（税抜価格）1,400円

バイリンガル

前作『ヴェリー』の流れを汲
みつつも、ラテン・リズムを
融合させた新たなエレポッ
プ的なアルバム。「ビフォー」
「Se a vida e ～幸せの合い
言葉」収録。

WPCR-80140

ペット・ショップ・ボーイズ

（税抜価格）1,400円

ナイトライフ

夜の街を疾走するかのよう
なクールでエレガントな幻
想的なアルバム。CMタイ
アップ曲「ニューヨーク・シ
ティ・ボーイ」収録。

WPCR-80141

ペット・ショップ・ボーイズ

（税抜価格）1,400円

リリース

心地よいギターをフィー
チャーしたメロウなナン
バー満載の7thアルバム。『ビ
ヘイヴィアー：薔薇の旋律』
に続き元ザ・スミスのジョ
ニー・マー参加。

WPCR-80142

ペット・ショップ・ボーイズ

（税抜価格）1,400円

ファンダメンタル

鬼才トレヴァー・ホーンと
タッグを組み新境地に挑ん
だ ア ル バ ム。ダ イ ア ン・
ウォーレン作「ナム」収録。

WPCR-80143

ペット・ショップ・ボーイズ

（税抜価格）1,400円

イエス

原点回帰。前作『ファンダメ
ンタル』から一転したポップ
でディスコでグルーヴィー
な傑作アルバム。「ラヴ・エト
セトラ」収録。

WPCR-80144

ペット・ショップ・ボーイズ

（税抜価格）1,400円

エリシオン　～理想郷～

前作『イエス』から3年半。共
同プロデュースにアンド
リュー・ドーソンを迎えて制
作されたPSB色満載のエレ
クトロ・ポップ・アルバム。

WPCR-80145

ペット・ショップ・ボーイズ

（税抜価格）1,600円

神

フライングＶを引っさげスコーピオンズ、
UFOと渡り歩いたヘヴィ・メタル・ギター・
ゴッド、マイケル・シェンカーが遂に自ら
のバンドを結成、全世界のへヴィ・メタル・
ファンを熱狂させた衝撃のデビュー・アル
バム。人気曲「アームド・アンド・レディ」、
「クライ・フォー・ザ・ネーションズ」収録。
WPCR-80146

マイケル・シェンカー・グループ

（税抜価格）1,400円

神話

デビュー・アルバム『神』で世界にそ
のへヴィ・メタル・ギターを轟かせた
マイケル・シェンカーの元に、メタ
ル・ドラム・ゴッド、コージー・パウエ
ルが参戦！その驀進するドラムに支
えられ、マイケルのギターが縦横無
尽に暴れまくる、傑作2ndアルバム。
WPCR-80147

マイケル・シェンカー・グループ

（税抜価格）1,400円

飛翔伝説

2ndアルバム『神話』リリース直
前の1981年8月12日、マイケ
ル・シェンカー (g)、コージー・パ
ウエル(ds)、ゲイリー・バーデン
(vo)の黄金ラインアップで実現
した日本武道館公演の模様を収
めた、驚愕のライヴ・アルバム。
WPCR-80148/49

マイケル・シェンカー・グループ

（税抜価格）2,400円

黙示録

グラハム・ボネットをヴォー
カリストにフィーチャーし
た唯一のアルバム。「アソー
ト・アタック」「ダンサー」等
を収録し、名盤の誉れ高い3
作目スタジオ・アルバム！

WPCR-80150

マイケル・シェンカー・グループ

（税抜価格）1,400円

限りなき戦い

グラハム・ボネットの後任と
してゲイリー・バーデンを迎
えて制作された4作目スタジ
オ・アルバム。「ロック・マイ・
ナイツ・アウェイ」、「キャプ
テン・ネモ」収録！

WPCR-80151

マイケル・シェンカー・グループ

（税抜価格）1,400円

ロック・ウィル・ネヴァー・ダイ

1983年10月ハマースミス・
オデオンで行われた2夜連続
のショウを収録したライヴ・
アルバム。「ドクター・ドク
ター」にはスコーピオンズの
クラウス・マイネとルドル
フ・シェンカーも参加！
WPCR-80152

マイケル・シェンカー・グループ

（税抜価格）1,400円

パブロ・ハニー

トリプル・ギターが交錯する
ノイジーなサウンド。ここか
らレディオヘッド伝説は始
まった。大ヒット・シングル
「クリープ」（全米2位）収録。

WPCR-80153

レディオヘッド

（税抜価格）1,400円

ザ・ベンズ

ギター・アンサンブルとト
ム・ヨークの哀切なヴォーカ
ルが美しく絡み合うセカン
ド・アルバム。「フェイク・プ
ラスティック・トゥリーズ 」
「ストリート・スピリット」収
録。
WPCR-80154

レディオヘッド

（税抜価格）1,400円

ＯＫ　コンピューター

全英1位を獲得した初期レ
ディオヘッドの代表作にし
てロック史に残る名盤。大
ヒット・シングル「パラノイ
ド・アンドロイド」収録。

WPCR-80155

レディオヘッド

（税抜価格）1,400円



※価格に 　　       マークがついているCDは値下げになりました。PRICE
DOWN

キッド　Ａ

トリプル・ギターをメインと
したサウンドから、よりエレ
クトロニカ・サウンドへ移行
した革新的なアルバム。全
英、全米1位獲得。

WPCR-80156

レディオヘッド

（税抜価格）1,400円

アムニージアック

アンビエント的な前作の流
れに、ピアノやパーカッショ
ンを取り入れたノスタル
ジーなアルバム。ヒット・シ
ングル「ピラミッド・ソング」
収録。

WPCR-80157

レディオヘッド

（税抜価格）1,400円

ヘイル・トゥ・ザ・シーフ

バンド・サウンドへの回帰と
電子音楽を見事に融合した
オリジナル・アルバム第６作
目。ヒット・シングル「ゼア、
ゼア」収録。

WPCR-80158

レディオヘッド

（税抜価格）1,400円

シルク・エレクトリックファースト・レディ

マイケル・ジャクソンとの夢
の共演「マッスルズ」（マイケ
ル・ジャクソン：作詞/作曲）
を は じ め フ レ ッ シ ュ な
チューンが満載！ジャケッ
ト・デザインはアンディ・
ウォーホル！

全米7位「恋はくせもの」、全米
8位のダンサブル・チューン
「ミラー・ミラー」、「エンドレ
ス・ラヴ」のソロ・ヴァージョ
ンなど収録のレーベル移籍第
1弾アルバム！プロデュース：
ダイアナ・ロス　1981年発表

WPCR-80160WPCR-80159

ダイアナ・ロスダイアナ・ロス

（税抜価格）（税抜価格） 1,400円1,400円 PRICE
DOWN

PRICE
DOWN

ロス

レイ・パーカーＪｒ．、ゲイリー・
カッツ（スティーリー・ダン、ド
ナルド・フェイゲンなどのプロ
デューサー）を迎えて制作され
た意欲作。マイケル・マクドナ
ルドとのデュエット曲「スター
ト・オーヴァー」など収録！
WPCR-80161

ダイアナ・ロス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

スウェプト・アウェイ

ダリル・ホール、ライオネル・
リッチーなど豪華ミュージ
シャンが参加！全米19位の
タイトル曲「スウェプト・ア
ウェイ」や急逝した友人マー
ヴィン・ゲイに捧げた「追憶の
夜」（全米10位）などを収録。
WPCR-80162

ダイアナ・ロス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

イートゥン・アライヴ

タイトル曲「イートゥン・アラ
イヴ」ではマイケル・ジャクソ
ンもプロデュース＆ヴォーカ
ルで参加！英1位を記録した
「チェイン・リアクション」では
バリーがバッキング・ヴォー
カルで参加した意欲作！
WPCR-80163

ダイアナ・ロス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

レッド・ホット・リズム＆ブルース

ショー・ビジネス界の女王と
して君臨し続けているダイ
アナ・ロスがロック/ソウル
界の重鎮プロデューサー、ト
ム・ダウドを迎えて制作した
意欲作。

WPCR-80164

ダイアナ・ロス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ワーキング・オーヴァータイム

2013年～14年ダフト・パンクと
のコラボでまたまた脚光を浴び
たナイル・ロジャースをプロ
デューサーに迎え、当時の
ニューヨーク・ストリート・サウ
ンドやハウス・ミュージックなど
の雰囲気も取り入れた意欲作！
WPCR-80165

ダイアナ・ロス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

グレイテスト・ヒッツ・ライヴ

1989年ワールド・ツアーをスタートさせた
ロンドン・ウェンブリー・アリーナでの熱狂
のコンサートの模様を捉えたライヴ・アル
バム！モータウン時代のシュープリームス、
ソロのヒット曲からレーベル移籍後のヒッ
トまで大ヒットのオン・パレード！まさにグ
レイテスト・ヒッツ・ライヴ！1989年発表
WPCR-80166

ダイアナ・ロス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

永遠のイフ・ウィ・ホールド・オン・トゥゲザー

「永遠のラヴ・ソング」ではス
ティーヴィー・ワンダーが全
ての演奏、コーラス・アレン
ジ、プロデュースで参加！永
遠のバラード名曲「イフ・
ウィ・ホールド・オン・トゥゲ
ザー」を収録した話題作！
WPCR-80167

ダイアナ・ロス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

思い出にかわるまで

プロデュース・作曲にベイビーフェイス、ナ
ラダ・マイケル・ウォルデンらを迎えて制作
され、タイトル曲「思い出にかわるまで」やグ
ロリア・ゲイナーの「恋のサヴァイヴァル」の
カヴァー「アイ・ウィル・アヴァイヴ」などの
ダンサブルな曲とメロディアスなバラード
が絶妙にミックスした作品。1995年発表
WPCR-80168

ダイアナ・ロス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

エヴリ・デイ・イズ・ア・ニュー・デイ

全米で放映された人気テレ
ビ映画「ダブル・プラチナム」
でブランディと共演したダ
イアナがそれに関連して発
表したアルバム。アリフ・
マーディンら豪華なプロ
デューサー陣を迎えて制作。
WPCR-80169

ダイアナ・ロス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

アイ・ラヴ・ユー

ニルソンの「リメンバー」、ブライア
ン・メイ参加の「愛という名の欲望」、
プラターズの「オンリー・ユー」など
永遠の名曲を収録。発表当時の新曲
だった極上のバラード「アイ・ラヴ・
ユー」、ボーナス・トラックとしてベル
リンの「愛は吐息のように」を収録。
WPCR-80170

ダイアナ・ロス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ラント

若き“音の錬金術師”トッド・
ラングレンの記念すべき初
ソロ・アルバム。傑作シング
ル「ウィ・ガット・ゲット・
ユー・ア・ウーマン」収録。
1970年作品。

WPCR-80171

トッド・ラングレン

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

“ラント”ザ・バラッド・オブ・トッド・ラングレン

稀代のメロディ・メーカー、トッ
ド・ラングレンの本領が十二分
に発揮されたセカンド・アルバ
ム。ヒット曲「ア・ロング・タイム、
ア・ロング・ウェイ・トゥ・ゴー」
「ビー・ナイス・トゥ・ミー」他捨て
曲なしの傑作。1971年作品。
WPCR-80172

トッド・ラングレン

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ハロー・イッツ・ミー（サムシング／エニシング？）

マルチな才を天下に知らしめた
1970年代を代表するポップのマス
ターピース。21世紀の今日でもそ
の輝きは失われてはいない。ヒット
曲「アイ・ソー・ザ・ライト」、エヴァー
グリーンのポップの佳曲「ハロー・
イッツ・ミー」収録。1972年作品
WPCR-80173/74

トッド・ラングレン

（税抜価格）2,400円PRICE
DOWN

ア・ウィザード・ア・トゥルー・スター（魔法使いは真実のスター）

前進するサウンド・クリエイ
ター、トッド・ラングレンが描
いたポップの新・宇宙空間。
ブルー・アイド・ソウル的な
要素も加えたラジカルでマ
ジカルな音楽の冒険王トッ
ドの面目躍如。1973年作品
WPCR-80175

トッド・ラングレン

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

トッド（未来から来たトッド）

メロディ・ラインの美しい
バーラードに、新たに結成し
たユニット、ユートピアによ
るパワフルかつ独特のポッ
プ感覚を加えた未来型トッ
ド・ラ ン グ レ ン の 結 晶。
1974年作品
WPCR-80176

トッド・ラングレン

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

イニシエイション（未来神）

天才サウンド・クリエイ
ター、トッド・ラングレンが
シンセサイザーを駆使し織
りなす未来型スペース・ファ
ンタジー。緻密に構築された
音構成は“音の魔法使い”
トッドの真骨頂。
WPCR-80177

トッド・ラングレン

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN
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陶酔のアイドル

ス ー ジ ー の パ ワ フ ル な
ヴォーカルとベースが鳴り
響く快作。ヒット・シングル
「ワイルド・ワン」「悪魔とド
ライブ」収録のセカンド・ア
ルバム。（1974年作品）

WPCR-80179

スージー・クアトロ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ママに捧げるロック

ファンキーなロックンロー
ル全開のスージー・クアトロ
のサード・アルバム。ヒット・
チューン「ママのファン
キー・ロックン・ロール」収
録。（1975年作品）

WPCR-80180

スージー・クアトロ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

クアトロ白書

ヒット・シングル「恋はどっ
きり」、エルヴィス・プレス
リー「ハートブレイク・ホテ
ル」のカバーを収録したスー
ジー第4弾アルバム！（1976
年作品）

WPCR-80181

スージー・クアトロ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

スージーからの伝言

前作から１年８ヶ月、女性
ロッカーの先駆者スージー
新境地に挑んだ通算5作目の
アルバム。シングル「涙のヤ
ング・ラヴ」収録。（1978年作
品）

WPCR-80182

スージー・クアトロ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

バイオレンスの煽動者

ミック・ロンソンをプロ
デューサー＆ギターに迎え
た、モット・ザ・フープルの
ボーカリスト、イアン・ハン
ターのソロ第4弾！（1979
年作品）

WPCR-80183

イアン・ハンター

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

双璧のアウトサイダー

モット・ザ・フープルの流れ
を汲むサウンドに、盟友ミッ
ク・ロンソンをはじめザ・ク
ラッシュのミック・ジョーン
ズやトッド・ラングレン他豪
華ゲストが参加。（1981年作
品）
WPCR-80184

イアン・ハンター

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

Ａ．Ｍ．

良質のアメリカン・ロック・
バンドもひとつ、アンクル・
テュペロのメンバーがグ
ループ解散後結成したウィ
ルコの1stアルバム。（1995
年作品）

WPCR-80185

ウィルコ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ビーイング・ゼア

衝撃のデビュー・アルバム
『Ａ.Ｍ.』が全世界で大絶賛を
受けた、最後の“リアル・アメ
リカン・ロック・バンド”、
ウィルコの待望の２ndアル
バム。（1996年作品）

WPCR-80186/87

ウィルコ

（税抜価格）2,400円PRICE
DOWN

サマー・ティース

サン・ヴォルトと並び、“リア
ル・アメリカン・ロック”の救
世主として君臨するウィル
コの待望の3rdアルバム！
（1999年作品）

WPCR-80188

ウィルコ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ヤンキー・ホテル・フォックストロット

本当のアメリカ、本当のロック、
本当のウィルコ。オルタナ・カン
トリーというジャンルを越え
て、アメリカを体現するロック・
バンドへ成長したウィルコ。ノ
ンサッチ・レーベル移籍第１弾
アルバム。（2002年作品）
WPCR-80189

ウィルコ

（税抜価格）1,600円PRICE
DOWN

ゴースト・イズ・ボーン

ロック・バンドとして、多く
のアーティスト、そしてオー
ディエンスから圧倒的な評
価を得たウィルコ。前作から
2年ぶりとなるノンサッチ移
籍第二弾アルバム。(2004
年作品)
WPCR-80190

ウィルコ

（税抜価格）1,600円PRICE
DOWN

スカイ・ブルー・スカイ

世界的ブレイクを果たしたグラ
ミー賞受賞の名作『ゴースト・イ
ズ・ボーン』以来、3年ぶりのオ
リジナル・ニュー･アルバムは、
バンドの実力をまざまざと見せ
付けてくれる、より多彩な音楽性
を備えた傑作！（2007年作品）
WPCR-80191

ウィルコ

（税抜価格）1,600円PRICE
DOWN

ウィルコ（ジ・アルバム）

アメリカン・ロックの至宝、
ウイルコの『スカイ・ブルー・
スカイ』に続く、2年ぶりの
ニュー・アルバム！（2009年
作品）

WPCR-80192

ウィルコ

（税抜価格）1,600円PRICE
DOWN

そよ風の誘惑

1974年度グラミー賞受賞の
「愛の告白」をはじめ「そよ風
の誘惑」「プリーズ・MR.プ
リーズ」など大ヒット曲を収
録したベスト・セラー・アル
バム。全米第1位。

WPCR-80193

オリビア・ニュートン・ジョン

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ザ・スミス

モリッシーの作詞とジョ
ニー・マーの作曲が時代に刻
みこまれた、UKネオアコ・
ブームの代表バンド、ザ・ス
ミスのファースト・アルバ
ム。

WPCR-80195

ザ・スミス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ミート・イズ・マーダー

モリッシーによる「肉食は殺
人」であると言うメッセージ
と、メランコリックなメロ
ディーのギターが絶妙なバ
ランスで展開していくセカ
ンド・アルバム。

WPCR-80196

ザ・スミス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ザ・クイーン・イズ・デッド

サウンドは激しく美しく、そ
してはかなさも漂う彼らの
最高傑作と評価も高いサー
ド・アルバム。朽ち果てた大
英帝国を救う鍵がここにあ
る。

WPCR-80197

ザ・スミス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ストレンジウェイズ、ヒア・ウイ・カム

振りかえるがいい、明日のた
めに。ザ・スミス、ラスト・ア
ルバム！！

WPCR-80198

ザ・スミス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ランク

ザ・スミス解散後にリリース
された、1986年ナショナル・
ボール・ルームでのライヴ音
源。モリッシーとマーが全開
でエナジーを放出するハイ・
テンションなアルバム。

WPCR-80199

ザ・スミス

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

バーニング・アップ

20世紀最大のスーパース
ター！マドンナの原点がこ
こに！！デビュー・シングル
「エヴリバディ」、ヒット・シ
ングル「ラッキー・スター」収
録のファースト・アルバム。
（1982年作品）
WPCR-80200

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

サディスティック・ロックの女王

アメリカからイギリスに渡
りガールズ・ロッカーの先駆
けとなったスージー・クアト
ロのデビュー・アルバム。大
ヒット・シングル「キャン・
ザ・キャン」収録。（1973年作
品）
WPCR-80178

スージー・クアトロ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN
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ライク・ア・ヴァージン

80年代のセックス・シンボ
ルと称されたマドンナの「ラ
イク・ア・ヴァージン」「マテ
リアル・ガール」を収録した
大 ブ レ イ ク・ア ル バ ム。
（1984年作品）

WPCR-80201

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

トゥルー・ブルー

自らプロデュースに参加し
クリエイターとしての実力
を知らしめたアルバム。「パ
パ・ドント・ブリーチ」等の
メッセージ・ソングや「ラ・イ
スラ・ボニータ」を収録。
（1986年作品）
WPCR-80202

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

フーズ・ザット・ガール（オリジナル・サウンドトラック）

マドンナの主演第3弾『フー
ズ・ザット・ガール』サント
ラ。マドンナによる4曲の他
にクラブ・ヌーヴォー、スク
リッティ・ポリッティ等注目
のラインナップが勢揃い！
（1987年作品）
WPCR-80203

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ＹＯＵ　ＣＡＮ　ＤＡＮＣＥ

そして、スーパー・ヒロイン
は21世紀にはばたく。フル・
スケールで登場したリミッ
クス・マドンナのすべて。
ヒット・シングル「イントゥ・
ザ・グルーヴ」収録。（1987年
作品）
WPCR-80204

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ライク・ア・プレイヤー

祈るが如く。伝説から神話
へ。ヒット・シングル「ライ
ク・ア・プレイヤー」やプリン
スとのデュエット曲「ラヴ・
ソング」を収録したオリジナ
ル4thアルバム。（1989年作
品）
WPCR-80205

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

アイム・ブレスレス

息を呑むほど美しく・・・。映
画『ディック・トレイシー』か
らインスパイアされたコン
セプト・アルバム。全米ス
マッシュ・シングル「ヴォー
グ」収録。（1990年作品）

WPCR-80206

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

エロティカ

自身のレーベル“マヴェリッ
ク”から発表した、スキャンダ
ラスな香りとエロティックな
雰囲気を漂わせた超問題作。
ヒット・シングル「エロティカ」
「ディーパー・アンド・ディー
パー」収録。(1992年作品）
WPCR-80207

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ベッドタイム・ストーリーズ

マドンナの内省的なメッセー
ジが込められたスピリチュア
ルな作品。ベイビーフェイス、
ダラス・オースティンがプロ
デュースで参加。「テイク・ア・
バウ」「シークレット」等良質
な楽曲を収録。（1994年作品）
WPCR-80208

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

エビータ（オリジナル・サウンドトラック）

マドンナ主演で大ヒットした、ア
ルゼンチンの独裁者ペロンの妻
「エビータ」の生涯を描いたミュー
ジカル映画のサウンドトラック。
「ドント・クライ・フォー・ミー・ア
ルゼンチーナ」「ユー・マスト・ラ
ヴ・ミー」を収録。（1996年作品）
WPCR-80209

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

レイ・オブ・ライト

マドンナの歌声が奏でる、ひ
とすじの愛の光。ポップでア
クティヴ、そしてセンチメン
タルな真実の姿がここにあ
る。ヒット・シングル「フロー
ズン」「レイ・オブ・ライト」収
録。
WPCR-80210

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ＭＵＳＩＣ

マドンナが歌う、世界が踊
る。ウィリアム・オービット
に ミ ル ウ ェ イ ズ を プ ロ
デューサーに起用したチャ
レンジングな作品。「アメリ
カン・パイ」「ドント・テル・
ミー」収録（2000年作品）
WPCR-80211

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

アメリカン・ライフ

マドンナが自分自身を語り
はじめた。そして彼女にしか
歌えない“アメリカ”を。シン
グル「アメリカン・ライフ」、
007主題歌「ダイ・アナザー・
デイ」収録アルバム。（2003
年作品）
WPCR-80212

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

コンフェッションズ・オン・ア・ダンスフロア

クィーン・オブ・ポップ：マド
ンナ、ダンスフロアへ再び降
臨！！ダンス・チューンを全
編にフィーチャーした、ウル
トラ・ポップ・アルバム。「ハ
ング・アップ」収録（2005年
作品）
WPCR-80213

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ハード･キャンディー

ジャスティン・ティンバーレ
イ ク と の デ ュ エ ット 曲
「フォー・ミニッツ」やドラマ
主題歌にもなった「マイルズ･ 
アウェイ」収録のヒップ・
ホップ、R＆Bテイスト満載
のアルバム。（2008年作品）
WPCR-80214

マドンナ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

イン・ロック

第Ⅱ期パープルの幕開けを
示すようなハード・ロックの
バイブル！テンション溢れ
るリッチー・ブラックモアの
ギター、イアン・ギランの
ヴォーカルが火花を散ら
す！！（1970年作品）
WPCR-80215

ディープ・パープル

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ファイアボール

第Ⅱ期パープルのバンドと
してのまとまりが見事に集
約されたパープル・ファン必
聴作品。全英大ヒット「スト
レンジ・ウーマン」収録！！
（1971年作品）

WPCR-80216

ディープ・パープル

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

マシン・ヘッド

パープル最高傑作とも言え
る、「ハイウェイ・スター」「ス
モーク・オン・ザ・ウォー
ター」収録のロック史上に残
る名盤。（1972年作品）

WPCR-80217

ディープ・パープル

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ライヴ・イン・ジャパン

日本のファンを熱狂させた、
1972年8月の初来日公演を
収録したライヴ・アルバム。
のちに“Made In Japan”と
して海外でもリリースされ
た。（1972年作品）

WPCR-80218

ディープ・パープル

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

紫の肖像

第Ⅱ期ディープ・パープルの
最終章。ジョン・ロードの
キーボードが冴えわたるア
ルバム。ヒット曲「ウーマン・
フロム・トーキョー」収録。
（1973年作品）

WPCR-80219

ディープ・パープル

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

紫の炎

ヴォーカルにデイヴィッド・
カヴァーデール、ベースにグ
レン・ヒューズを迎えた
ディープ・パープル第Ⅲ期の
幕開けとなったアルバム。名
曲「紫の炎」収録（1974年作
品）
WPCR-80220

ディープ・パープル

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

嵐の使者

リッチー・ブラックモア脱
退。ブリティッシュ・へヴィ・
メタルの先駆けディープ・
パープル第三期メンバーに
よる最後を飾るアルバム。
（1975年作品）

WPCR-80221

ディープ・パープル

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN
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ＭＲ．ＢＩＧ

アメリカのみならず、日本で
も絶大な人気を誇った実力
派ロック・バンド、ＭＲ．ＢＩ
Ｇ。強力な感性が結びついた
記念すべきデビュー・アルバ
ム。（1989年作品）

WPCR-80223

ＭＲ．ＢＩＧ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

リーン・イントゥ・イット

全米ナンバーワン・ヒット
「トゥ・ビー・ウィズ・ユー」を
含む、ＭＲ．ＢＩＧのセカン
ド・アルバム。彼らの人気を
不動のものとした決定的な
大ヒット・アルバム。（1991
年作品）
WPCR-80224

ＭＲ．ＢＩＧ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

バンプ・アヘッド

キャット・スティーヴンスの
カヴァー「ワイルド・ワール
ド」の大ヒットにより、更に
音楽的評価を高めたＭＲ．Ｂ
ＩＧのサード・アルバム。
（1993年作品）

WPCR-80225

ＭＲ．ＢＩＧ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ＨＥＹ　ＭＡＮ

ポール・ギルバート在籍の最
後のオリジナル・アルバム。
日本で驚異的なセールスを
記録した４作目。大ヒット曲
「テイク・カヴァー」収録。
（1996年作品）

WPCR-80226

ＭＲ．ＢＩＧ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ゲット・オーヴァー・イット

新ギタリスト、リッチー・
コッツェンをむかえ、新生Ｍ
Ｒ．ＢＩＧとして活動をス
タート！大ヒット曲「スー
パーファンタスティック」収
録。（1999年作品）

WPCR-80227

ＭＲ．ＢＩＧ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

アクチュアル・サイズ

エリック、ビリー、パット、
リッチー、４人の強力な個性
が一つになった。大ヒット・
シングル「シャイン」収録の
事実上ラスト・アルバム！！
（2001年作品）

WPCR-80228

ＭＲ．ＢＩＧ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

イーグルス・ファースト

新時代のウエスト・コース
ト・ロックの幕開けを告げた
記念すべきファースト・アル
バム。ジャクソン・ブラウン
との共作により象徴的なナ
ンバー｢テイク・イット・イー
ジー｣収録。（1972年作品）
WPCR-80229

イーグルス

（税抜価格）1,500円PRICE
DOWN

ならず者

アウトローを題材としたコ
ンセプト・アルバム。グレン・
フライとドン・ヘンリーの強
力なタッグによって誕生し
た名曲｢ならず者｣、｢テキー
ラ・サンライズ｣収録。（1973
年作品）
WPCR-80230

イーグルス

（税抜価格）1,500円PRICE
DOWN

オン・ザ・ボーダー

ドン・フェルダーが正式加入
し、よりロック色を強めた
サード・アルバム。｢我が愛の
至上」が大ヒットを記録。
（1974年作品）

WPCR-80231

イーグルス

（税抜価格）1,500円PRICE
DOWN

呪われた夜

一段とスケール・アップし彼
らの名を不動のものにした、
初の全米NO.1アルバム。｢呪
われた夜｣｢いつわりの瞳｣｢
テイク・イット・トゥ・ザ・リ
ミット｣収録。（1975年作品）

WPCR-80232

イーグルス

（税抜価格）1,500円PRICE
DOWN

ホテル・カリフォルニア

70年代を代表する不滅の最
高傑作アルバム。本作より
バーニー・リードンに代わり
ジョー・ウォルシュが参加。
よりパワフルかつ切れ味の
よいサウンドがここに完成。
（1976年作品）
WPCR-80233

イーグルス

（税抜価格）1,500円PRICE
DOWN

ロング・ラン

本作より、ベーシストとして
ティモシー・B・シュミットが
参加。ダークな官能美に包ま
れた70年代最後のアメリカ
ン・ドリームを体現する実質
上のラスト・アルバム。

WPCR-80234

イーグルス

（税抜価格）1,500円PRICE
DOWN

イーグルス・ライヴ

“ロング・ラン･ツアー”のハ
イライトとなった、サンタ・
モニカでのコンサート音源
を中心に構成されたイーグ
ル初のライヴ・アルバム。
（1980年作品）

WPCR-80235/36

イーグルス

（税抜価格）2,500円PRICE
DOWN

ドゥービー・ブラザーズ・ファースト

アメリカン・ロック シーン
に君臨するNO.1バ ン ド、
ドゥービー・ブラザーズのデ
ビュー作。ダイナミックで歯
切れのいいサウンド。ドゥー
ビーの快進撃は、ここから始
まった！（1971年作品）
WPCR-80237

ドゥービー・ブラザーズ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

トゥールーズ・ストリート

ソリッドなギターと流れる様な
メロディ、厚みのあるコーラス
とハーモニー！！まさにその存
在を決定的にしたドゥービー
2ndアルバム。代表曲「リッスン
･トゥ･ザ･ミュージック」「希望
の炎」収録。（1972年作品）
WPCR-80238

ドゥービー・ブラザーズ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

2015 年 7月 22日発 売

カム・テイスト・ザ・バンド

聞け！沈黙を破ったパープ
ルのリッチーに対する回答
を．．．．．。ギタリストにあの
トミー・ボーリンを迎えた第
１弾！！（1975年作品）

WPCR-80222

ディープ・パープル

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN



※価格に 　　       マークがついているCDは値下げになりました。PRICE
DOWN

キャプテン・アンド・ミー

輝かしい大ヒットを記録し､
バンドの地位を不動のもの
とした記念すべきサード・ア
ルバム。「ロング・トレイン・
ランニン」「チャイナ・グロー
ヴ」など大ヒット曲を収録。
（1973年作品）
WPCR-80239

ドゥービー・ブラザーズ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ドゥービー天国

華麗なセッション･メンバー
も参加して創り上げた、まさ
に絶妙なドゥービー ･マジッ
ク。初の全米Ｎｏ.1ヒット曲
「ブラック・ウォーター」収録
の新局面を切り開いた第４
作。（1974年作品）
WPCR-80240

ドゥービー・ブラザーズ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

スタンピード

これぞアメリカン・ロック！
スティーリー・ダンに在籍し
たジェフ・バクスターを迎
え、トリプル・リード・ギター
が炸裂。まさに疾走する歴史
的大ベストセラー・アルバ
ム。（1975年作品）
WPCR-80241

ドゥービー・ブラザーズ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ドゥービー・ストリート

マイケル・マクドナルドの加
入でより洗練されたサウン
ド・センスを開花させ、さら
に高い頂上を目指すウエス
トコースト・ロックの最高
峰、これがドゥービーズ。
（1976年作品）
WPCR-80242

ドゥービー・ブラザーズ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

運命の掟

ウエスト・コーストを疾
走！！快進撃のドゥービー・
ブラザーズ。より哀愁が深
く、ジャズのアプローチなど
新たな可能性を展開したア
ルバム。（1977年作品）

WPCR-80243

ドゥービー・ブラザーズ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ミニット・バイ・ミニット

マイケル・マクドナルドが中
心となって作り上げた、グ
ループ後期の最高傑作。「ホ
ワット・ア・フール・ビリーブ
ス」収録の全米ＮＯ．１、グラ
ミー賞受賞作品 。（1978年
作品）
WPCR-80244

ドゥービー・ブラザーズ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

ワン・ステップ・クローサー

マイケル・マクドナルドがよ
り前面にフィーチャーされ
た オリジナル・アルバム 第
９作。ブラック・コンテンポ
ラリー的なアプローチなど、
より洗練された局面が結実
した作品。（1980年作品）
WPCR-80245

ドゥービー・ブラザーズ

（税抜価格）1,400円PRICE
DOWN

2015 年 8月 5日発 売
シカゴⅠ（シカゴの軌跡）

ジェームス・ウィリアム・ガルシ
オのプロデュースで発表された
当時としては異例のLP2枚組と
いう大作デビュー作。全米アル
バム・チャート17位。ブラス・
ロックというバンド・スタイルの
代名詞となったシカゴの原点！
WPCR-80246

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

シカゴⅡ（シカゴと２３の誓い）

世界のロック・シーンにその存
在を示した濃密かつスケールの
大きなセカンド・アルバム。ヒッ
ト曲「長い夜」（全米チャート4
位）、「僕らに微笑みを」（同9位）
収録。全米アルバム・チャート最
高位4位を記録した出世作。
WPCR-80247

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

シカゴⅢ

デビュー作以来3作連続のLP2
枚組でのリリース。P・セテラ、R・
ラム、T・キャスという個性溢れ
るリード・ヴォーカリスト／メイ
ン・コンポーザーの持ち味がバラ
ンス良く発揮された名作で、全米
アルバム・チャート2位を記録。
WPCR-80248

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

シカゴⅤ

通算5作目にして初の1枚物LP。
全体にソウル・ポップ色を強めた
内容で、代表収録曲は全米チャー
ト3位となったロバート・ラム 
作／ヴォーカルの「サタデイ・イ
ン・ザ・パーク」。アルバムは初の
全米・チャートNO.1を獲得。
WPCR-80249

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

シカゴⅥ（遥かなる亜米利加）

各メンバーの充実ぶりがバンド
のまとまりを高め、前作に続き
全米NO.1を獲得。前作に続き1
枚ものLP。本作からは「君とふ
たりで」（全米シングル・チャー
ト4位）、「愛のきずな」（同10
位）の2大ヒットが生まれた。
WPCR-80250

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

シカゴⅦ（市俄古への長い道）

久々にLP2枚組で発表された7
作目で、ビーチ・ボーイズやポイ
ンター・シスターズのメンバー
がゲスト参加した全米チャート
NO.1作品。「君は僕のすべて」
（全米チャート6位）、「渚に消え
た恋」（同11位）等を収録。
WPCR-80251

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

シカゴⅧ（未だ見ぬアメリカ）

バンド創設以来の7人編成から8
人編成となって発表した8作目。
「拝啓トルーマン大統領」（全米シ
ングル・チャート13位）、「追憶の
日々」（同5位）、「明日のラヴ・ア
フェア」（同61位）等を収録した全
米アルバム・チャートNO.1作品。
WPCR-80252

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

シカゴⅩ（カリブの旋風）

『シカゴⅤ』から作り上げて来たシ
カゴの洗練されたポップ・センス
の頂点が表れているともいえる通
算10作目。「雨の日のニューヨー
ク」（全米チャート32位）、栄えある
初の全米シングル・チャートNo.1
に輝いた「愛ある別れ」など収録。
WPCR-80253

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

シカゴⅪ

1978年に不慮の事故で他界し
たテリー・キャスが参加した最
後のアルバム。「朝もやの二人」
（全米チャート4位）、「愛しい我
が子へ（リトル・ワン）」（同44
位）、「シカゴへ帰りたい」（同63
位）等を収録。全米チャート6位。
WPCR-80254

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円



※価格に 　　       マークがついているCDは値下げになりました。PRICE
DOWN

シカゴ１９

「リヴ・ウィズアウト・ユア・
ラヴ」（全米チャート第3位）、
「ルック・アウェイ」（同1位）、
「ホワット・カインド・オブ・
マン」（同5位）、「ユー・アー・
ノット・アローン」（同10位）
を収録した通算19作目。
WPCR-80258

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

シカゴ２１

シカゴの通算21枚目。オリジナル・
メンバーであるD・セラフィンの脱
退という衝撃をもろともせず、力
強く、スケール感ある正統的のア
メリカン・ロックを聴かせてくれ
る。「チェイシン・ザ・ウインド」（全
米チャート39位）など収録。
WPCR-80259

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

マネー・アンド・シガレッツ

気力充実のスローハンドか
ら弾き出される至宝のギ
ター・フレイズ！スウィート
にブルージーに、そしてエネ
ルギッシュに、敏腕トム・ダ
ウドを迎え、燃えるクラプト
ン！（1983年作品）
WPCR-80260

エリック・クラプトン

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

ビハインド・ザ・サン

Ｅ．Ｃ．イズ・バック・アゲイ
ン。擦り切れたフレット、
ジャックで枯れた声、すべて
を語るストラト！！（1985
年作品）

WPCR-80261

エリック・クラプトン

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

オーガスト

ミスター・スローハンド快
調！スペシャル・ゲストに
フィル・コリンズ、ティナ・
ターナーを迎えた８６年発
表の会心作。（1986年作品）

WPCR-80262

エリック・クラプトン

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

ジャーニーマン

ラス・タイトルマンを新たな
るプロデューサーに迎えた
３年ぶりのオリジナル・アル
バム。（1989年作品）

WPCR-80263

エリック・クラプトン

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

２４ナイツ

熱い２４日間が重い２５年
間の歴史を語る。ベスト・ラ
イヴのベスト・セレクション
「ホワイト・ルーム」から
「バッド・ラヴ」まで。（1991
年作品）

WPCR-80264/65

エリック・クラプトン

PRICE
DOWN （税抜価格）2,500円

ラッシュ（オリジナル・サウンドトラック）

グラミー賞授賞の歴史に残
る名曲「ティアーズ・イン・ヘ
ヴン」収録。全編クラプトン
による、哀愁漂う至上のサウ
ンドトラックアルバム。
（1992年作品）

WPCR-80266

エリック・クラプトン

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

アンプラグド～アコースティック・クラプトン

ライヴ・アルバムながら、92
年のグラミー「最優秀アルバ
ム賞」を受賞した大ヒット
作。「いとしのレイラ」「ティ
アーズ・イン・ヘヴン」他、ブ
ルージーな名曲を収録した
一枚。（1992年作品）
WPCR-80267

エリック・クラプトン

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

フロム・ザ・クレイドル

「アンプラグド」の空前のヒッ
トに続いて、クラプトンが取り
組んだスペシャル・プロジェク
ト。クラプトンの敬愛するブ
ルース・メンの名曲がクラプト
ンのスロー・ハンドで見事によ
みがえった！ (1994年作品）
WPCR-80268

エリック・クラプトン

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

ピルグリム

２０世紀最後のクラプトン。
‘９７年度グラミー賞主要３部
門を受賞したミリオン・ヒット・
シングル「チェンジ・ザ・ワール
ド」に続く、エリック・クラプト
ンの‘９０年代最後のオリジナ
ル・アルバム！（1998年作品）
WPCR-80269

エリック・クラプトン

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

ライディング・ウィズ・ザ・キング

伝説継承。ギターの神様とブ
ルースの巨人。クラプトンの
最も敬愛するＢ.Ｂ.キングと
の共演アルバム！（2000年
作品）

WPCR-80270

Ｂ．Ｂ．キング ＆ エリック・クラプトン

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

ハートに火をつけて

60-70年代のアメリカン・ロック
の歴史の中で独特の魅力を放ち、
根強い人気を誇るドアーズ。彼ら
を一躍有名にした衝撃的デ
ビュー・アルバム。｢ハートに火を
つけて｣｢ブレイク・オン・スルー｣
｢ジ・エンド｣収録。（1967年作品）
WPCR-80271

ドアーズ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

まぼろしの世界

60年代後期、アメリカに彗星のご
とく現れた不朽のバンド、ドアー
ズ。華々しくも悲劇的なカリスマ・
スター、ジム・モリソンを中心に、ラ
ディカルな活動スタイルと桁違い
に優れたサウンドを全開にした衝
撃の2ndアルバム。（1967年作品）
WPCR-80272

ドアーズ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

太陽を待ちながら

60年代カリフォルニアのカリ
スマ・バンドとなった、ドアー
ズ。衝撃の2ndからは一転、
ポップかつスリリングさを展
開したNo.1アルバム。全米
チャート1位｢ハロー・アイ・ラ
ヴ・ユー｣収録。（1968年作品）
WPCR-80273

ドアーズ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

ソフト・パレード

ブラス･セクション、パー
カッションを大胆に導入し、
センセーションを巻き起こ
した注目作。全米No.1ヒッ
ト｢タッチ・ミー｣収録。（1969 
年作品）

WPCR-80274

ドアーズ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

モリソン・ホテル

絶大な影響力をロックの流
れへ与え続ける伝説的バン
ド、ドアーズの円熟。衝動と
反逆のスタイルの中にブ
ルージーな刺激を放つ会心
作。（1970年作品）

WPCR-80275

ドアーズ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

Ｌ．Ａ．ウーマン

華麗なる反逆のカリスマ、ジ
ム・モリソン逝く･･･。ジム・
モリソン在籍時のドアーズ、
ラスト・アルバム。有終の美
を飾る最高傑作。（1971年作
品）

WPCR-80276

ドアーズ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

ラヴ・ミー・トゥモロウ（シカゴ１６）

元「サンズ・オブ・チャンプリン」
のフロント・マン、ビル・チャン
プリンをメンバーに加えた新
生シカゴの大ベスト・セラー・
アルバム！「素直になれなく
て」、「ラヴ・ミー・トゥモロウ」な
ど収録。全米チャート9位。
WPCR-80255

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

シカゴ１７

大ヒット曲「君こそすべて」（全
米チャート第3位）、「忘れ得ぬ
君に」（同第3位）、「いかした彼
女」（同14位）、「ステイ・ザ・ナ
イト」（同第16位）を収録した
大ベスト・セラー・アルバム。全
米アルバム・チャート4位。
WPCR-80256

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

シカゴ１８

「スティル・ラヴ・ミー」（全米
チャート第3位）、「長い夜」の
ニュー・ヴァージョン（同48
位）、「フェイスフル」（同17
位）を収録した通算18作目。

WPCR-80257

シカゴ

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円



ブルー

今も世界中から敬愛される
偉大なる女性シンガー・ソン
グライター、ジョニ・ミッ
チェルの最高傑作の誉れ高
い通算４作目。（1971年作
品）

WPCR-80280

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

バラにおくる

独特のメロディー･ラインを､したたか
な音､思い切ったシンプルなサウンド
で描いた､ジョニ･ミッチェルのアサイ
ラム移籍第１弾｡その豊かな才能を､確
かなヴォーカルとアーティスティック
な詩に結実させ､ロックの新時代に君
臨したジョニの傑作。（1972年作品）
WPCR-80281

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

コート・アンド・スパーク

ジョン・ゲラン、ウィルトン・フェ
ルダー、トム・スコット、ジョー・サ
ンプルらの豪華ミュージシャンを
迎え、あらゆるジャンルを呑みこ
んだ幅広い音楽性の結実。ジョニ
の才気溢れた‘７０年代を代表す
る名作アルバム。（1974年作品）
WPCR-80282

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

夏草の誘い

女性シンガー･ソングライターの
第一人者が､ロックから自らを解
き放った不世出の名作！明晰な
頭脳とずばぬけたセンスで一作
毎に変貌を続けるジョニが､ジャ
ズと前衛を目指して作り上げた
画期的アルバム。（1975年作品）
WPCR-80283

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

逃避行

孤独と闘う激しい葛藤から生まれ
た衝撃作｡すさまじいまでの迫力
を､わずかなメンバーの編成と共
に気迫に満ちた音で描き出す内
面的作品｡長く過ごしたＮ.Ｙ．を離
れ､Ｌ.Ａ.へと向かう旅立ちを暗示
した名アルバム（1976年作品）
WPCR-80284

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

ドンファンのじゃじゃ馬娘

アメリカの女性シンガーソングライ
ターの中で、まさにワン・アンド・オン
リーの才気を放つジョニ・ミッチェ
ル。本作はウェザー・リポートの名
ベーシスト、ジャコ・パストリアスのプ
レイをフィーチャーし、ジョニの世界
に彩りを添えている。（1977年作品）
WPCR-80285

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

ミンガス

ジャズ界の巨人ミンガスの３つ
のメロディにジョニの詩と
ヴォーカルが華開く。屈指の名
ベーシスト､故チャールス･ミン
ガスへジョニが捧げるセンセー
ショナルな大ベスト･セラー･ア
ルバム！（1979年作品）
WPCR-80286

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

風のインディゴ

蒼い疾風　ジョニの静かな
るパッションが世界という
荒野に舞い降りる。（1994年
作品）

WPCR-80287

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

テイミング・ザ・タイガー

'68年のデビュー以来、世界
中を魅了し続ける女性シン
ガー・ソング・ライターの最
高峰ジョニ。ロックの殿堂入
りを果たした翌年にリリース
された通算18作目。（1998 
年作品）
WPCR-80288

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

ジョニ・ミッチェル

私の人生は愛と音楽を捜し
求めることだけで費やされ
てきた。希有なる才能の到
来。時空を越えて圧倒的支持
を受け続けるジョニ、68年
の記念すべきデビュー・アル
バム。(1968年作品)
WPCR-80277

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

青春の光と影

私の人生は愛と音楽を捜し求
めることだけで費やされてき
た。澄みわたるヴォイス、薫り高
い言葉の魔法－。ウッドストッ
クの年、ジョニが十篇の歌に託
した小宇宙。永遠の名曲「青春の
光と影」収録。(1969年作品)
WPCR-80278

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,500円

レディズ・オブ・ザ・キャニオン

私の人生は愛と音楽を捜し求
めることだけで費やされてき
た。朝の街の情景、街角の音
楽、谷間に住む女たち...。12
篇の人間模様。時代を越えて
歌い継がれる名曲「ウッドス
トック」収録。(1970年作品)
WPCR-80279

ジョニ・ミッチェル

PRICE
DOWN （税抜価格）1,400円

※FOREVERYOUNGキャンペーン対象外

瞳の面影

フランキー・ヴァリ

WPCR-15057

ローラ・アラン

ローラ・アラン

WPCR-15244

アメリカン・モーニング

ランディ・ヴァンウォーマー

WPCR-15638

アナザー・ナイト

ウィルソン・ブラザーズ

WPCR-15653

イヤー・オブ・ザ・キャット

アル・スチュワート

WPCR-15406

パイロット

パイロット

WPCR-15718

イフ・ユアー・ロンリー

エリック・ジャスティン・カズ

WPCR-16111

そよ風の伝説・・・・・・

ダニー・オキーフ

WPCR-16117

神の糧

ブレッド

WPCR-16195

何がベニーに起ったか

クリス・レア

WPCR-16196

ファースト・ヒット

アローズ

WPCR-16200

エル・ミラージュ

ジミー・ウェッブ

WPCR-16282

ラヴ・アット・
ファースト・サイト

サウンズ・ナイス

WPCR-16287

バック・トゥ・オークランド

タワー・オブ・パワー

WPCR-16290

ミーターズ・ファースト

ミーターズ

WPCR-16373

愛の季節

ニコレット・ラーソン

WPCR-16461

60～70年代の隠れた名盤を発掘廉価でリリースする名物シリーズ。

FOREVERYOUNG の
アニキ?!分的シリーズ

※価格に 　　       マークがついているCDは値下げになりました。PRICE
DOWN

世界発／日本初CD化タイトル多数
1,234円（税込）

新規書下ろしライナー・ノーツ
歌詞／対訳付

最新デジタル・リマスタリング
全162タイトル（6/10発売分まで）

詳細はコチラ http://wmg.jp/special/meiban/NOW ON SALE




