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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 （本体）＋税1,400円

アイアン・メイデン
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 （本体）＋税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 （本体）＋税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 （本体）＋税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 （本体）＋税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 （本体）＋税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 （本体）＋税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 （本体）＋税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 （本体）＋税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 （本体）＋税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 （本体）＋税2,400円

アイアン・メイデン
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 （本体）＋税2,400円

アイアン・メイデン

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 （本体）＋税1,400円

アイアン・メイデン
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 （本体）＋税1,400円

アイアン・メイデン
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 （本体）＋税1,400円

アイアン・メイデン
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 （本体）＋税1,400円

アイアン・メイデン
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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 （本体）＋税1,400円

アイアン・メイデン
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 （本体）＋税1,400円

アイアン・メイデン
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 （本体）＋税1,400円

エール
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 （本体）＋税1,400円

エール

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 （本体）＋税1,400円

エール
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 （本体）＋税1,400円

エール
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 （本体）＋税1,400円

エール
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 （本体）＋税1,400円

エール

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 （本体）＋税1,500円

クラフトワーク
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 （本体）＋税1,500円

クラフトワーク
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 （本体）＋税1,500円

クラフトワーク
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 （本体）＋税1,500円

クラフトワーク

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 （本体）＋税1,500円

クラフトワーク
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 （本体）＋税1,500円

クラフトワーク
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 （本体）＋税1,500円

クラフトワーク
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 （本体）＋税1,500円

クラフトワーク
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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 （本体）＋税1,400円

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ
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 （本体）＋税1,400円

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ
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 （本体）＋税1,400円

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ
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 （本体）＋税1,400円

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ

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 （本体）＋税1,400円

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ
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 （本体）＋税1,400円

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ
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 （本体）＋税1,400円

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ
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 （本体）＋税2,600円

ＫＡＴＥ　ＢＵＳＨ

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 （本体）＋税1,400円

ギャング・オブ・フォー
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 （本体）＋税1,400円

ギャング・オブ・フォー
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 （本体）＋税1,600円

ＧＯＲＩＬＬＡＺ
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 （本体）＋税1,400円

ＧＯＲＩＬＬＡＺ

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 （本体）＋税1,600円

ＧＯＲＩＬＬＡＺ
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 （本体）＋税1,600円

ＧＯＲＩＬＬＡＺ
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 （本体）＋税1,400円

サンダー
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 （本体）＋税1,400円

サンダー
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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 （本体）＋税1,400円

サンダー
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 （本体）＋税1,400円

ジェスロ・タル
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 （本体）＋税1,400円

ジェスロ・タル
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 （本体）＋税1,400円

ジェスロ・タル

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 （本体）＋税1,400円

ジェスロ・タル
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 （本体）＋税1,400円

ジェスロ・タル
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 （本体）＋税1,400円

ジェスロ・タル
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 （本体）＋税1,400円

ジェスロ・タル

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 （本体）＋税1,400円

ジェスロ・タル
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 （本体）＋税1,400円

ジェスロ・タル
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 （本体）＋税1,400円

ジェスロ・タル
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 （本体）＋税1,400円

ジェフ・ベック

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 （本体）＋税1,400円

ジェフ・ベック・グループ
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 （本体）＋税1,400円

ダフト・パンク
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 （本体）＋税1,400円

ダフト・パンク
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 （本体）＋税1,400円

ダフト・パンク
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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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ

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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ

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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ

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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ
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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 （本体）＋税1,400円

デヴィッド・ボウイ

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 （本体）＋税1,400円

デュラン・デュラン
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 （本体）＋税1,400円

デュラン・デュラン
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 （本体）＋税1,400円

デュラン・デュラン
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 （本体）＋税1,400円

デュラン・デュラン

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 （本体）＋税1,400円

デュラン・デュラン
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 （本体）＋税1,400円

デュラン・デュラン
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 （本体）＋税1,400円

デュラン・デュラン
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 （本体）＋税1,400円

デュラン・デュラン

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 （本体）＋税1,400円

ドクター・フィールグッド
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 （本体）＋税1,400円

ドクター・フィールグッド
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 （本体）＋税1,400円

ドクター・フィールグッド
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 （本体）＋税1,400円

ドクター・フィールグッド

アウトサイド

WPCR-80335 （本体）＋税

デヴィッド・ボウイ
70年代の傑作、ベルリン三
部作と言われた『ロウ』
『ヒーローズ』『ロジャー』の
陰の立て役者だったブライ
アン・イーノを初めて共同
プロデューサーに迎えてリ
リースされ、話題となった
コンセプトアルバム。1995年作品。

1,500円

アースリング

WPCR-80336 （本体）＋税

デヴィッド・ボウイ
前作から続く3部作第2弾の予定
から、一転して発表されたまった
く新しい作品で、当時、時代の先
端だったジャングル・ビート/ド
ラムンベース的なデジタル・サウ
ンドを大胆に取り入れたエッジ
の効いた意欲作。共同プロデュー
スはマーク・プラティ、リーヴス・ガヴレルズ。1997年作品。

1,500円

’アワーズ…’

WPCR-80337 （本体）＋税

デヴィッド・ボウイ
同時進行で制作されていた“オミク
ロン”（Omikron: The Nomad Soul） 
というゲームのサウンド・トラック
として作られた曲と、共同プロ
デューサーのリーヴス・ゲイブレル
ズ（ex:ティン・マシーン）のアルバム
『Ulysses （Della Notte）』のセッ
ションから派生した曲から制作されたアルバム。1999年作品。

1,500円
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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 （本体）＋税1,400円

ドクター・フィールグッド
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 （本体）＋税1,400円

ドクター・フィールグッド
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 （本体）＋税1,400円

ドクター・フィールグッド
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 （本体）＋税1,400円

ドクター・フィールグッド

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 （本体）＋税1,400円

ドクター・フィールグッド
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 （本体）＋税1,400円

ペット・ショップ・ボーイズ
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 （本体）＋税1,400円

ペット・ショップ・ボーイズ
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 （本体）＋税1,400円

ペット・ショップ・ボーイズ

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 （本体）＋税1,400円

ペット・ショップ・ボーイズ
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 （本体）＋税1,400円

ペット・ショップ・ボーイズ
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 （本体）＋税1,400円

ペット・ショップ・ボーイズ
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 （本体）＋税1,400円

ペット・ショップ・ボーイズ

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 （本体）＋税1,400円

ペット・ショップ・ボーイズ
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 （本体）＋税1,400円

ペット・ショップ・ボーイズ
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 （本体）＋税1,400円

ペット・ショップ・ボーイズ
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 （本体）＋税1,600円

ペット・ショップ・ボーイズ
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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 （本体）＋税1,400円

トッド・ラングレン

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 （本体）＋税1,400円

トッド・ラングレン
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 （本体）＋税1,400円

トッド・ラングレン
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 （本体）＋税1,400円

ウィルコ
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 （本体）＋税2,400円

ウィルコ

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 （本体）＋税1,400円

ウィルコ
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 （本体）＋税1,600円

ウィルコ
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 （本体）＋税1,600円

ウィルコ
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 （本体）＋税1,600円

ウィルコ

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 （本体）＋税1,600円

ウィルコ
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 （本体）＋税1,400円

オリビア・ニュートン・ジョン
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 （本体）＋税1,400円

ザ・スミス
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 （本体）＋税1,400円

ザ・スミス

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 （本体）＋税1,400円

トッド・ラングレン
“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 （本体）＋税1,400円

トッド・ラングレン
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 （本体）＋税2,400円

トッド・ラングレン
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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 （本体）＋税1,400円

ザ・スミス
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 （本体）＋税1,400円

ザ・スミス
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 （本体）＋税1,400円

ザ・スミス
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 （本体）＋税1,400円

マドンナ

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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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 （本体）＋税1,400円

マドンナ

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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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 （本体）＋税1,400円

マドンナ

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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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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 （本体）＋税1,400円

ディープ・パープル

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 （本体）＋税1,400円

ディープ・パープル
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 （本体）＋税1,400円

ディープ・パープル
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 （本体）＋税1,400円

ディープ・パープル
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 （本体）＋税1,400円

ディープ・パープル

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 （本体）＋税1,400円

ディープ・パープル
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 （本体）＋税1,400円

ディープ・パープル
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 （本体）＋税1,500円

イーグルス
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 （本体）＋税1,500円

イーグルス

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 （本体）＋税1,500円

イーグルス
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 （本体）＋税1,500円

イーグルス
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 （本体）＋税1,500円

イーグルス
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 （本体）＋税1,500円

イーグルス

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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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 （本体）＋税1,400円

マドンナ
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 （本体）＋税1,400円

ディープ・パープル
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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 （本体）＋税2,500円

イーグルス
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 （本体）＋税1,400円

ドゥービー・ブラザーズ
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 （本体）＋税1,400円

ドゥービー・ブラザーズ
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 （本体）＋税1,400円

ドゥービー・ブラザーズ

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Ｎ
ｏ.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 （本体）＋税1,400円

ドゥービー・ブラザーズ
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 （本体）＋税1,400円

ドゥービー・ブラザーズ
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 （本体）＋税1,400円

ドゥービー・ブラザーズ
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 （本体）＋税1,400円

ドゥービー・ブラザーズ

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 （本体）＋税1,400円

ドゥービー・ブラザーズ
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 （本体）＋税1,400円

ドゥービー・ブラザーズ
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 （本体）＋税1,400円

シカゴ
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 （本体）＋税1,400円

シカゴ

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 （本体）＋税1,400円

シカゴ
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 （本体）＋税1,400円

シカゴ
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 （本体）＋税1,400円

シカゴ
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 （本体）＋税1,400円

シカゴ
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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 （本体）＋税1,400円

シカゴ

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 （本体）＋税1,400円

シカゴ
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 （本体）＋税1,400円

シカゴ
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 （本体）＋税1,400円

シカゴ
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 （本体）＋税1,400円

シカゴ

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 （本体）＋税1,500円

エリック・クラプトン
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 （本体）＋税1,500円

エリック・クラプトン
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 （本体）＋税1,500円

エリック・クラプトン
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 （本体）＋税1,500円

エリック・クラプトン

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 （本体）＋税2,500円

エリック・クラプトン
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 （本体）＋税1,500円

エリック・クラプトン
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 （本体）＋税1,500円

エリック・クラプトン
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 （本体）＋税1,500円

エリック・クラプトン

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 （本体）＋税1,400円

シカゴ
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 （本体）＋税1,400円

シカゴ
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 （本体）＋税1,400円

シカゴ
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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 （本体）＋税1,500円

エリック・クラプトン
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 （本体）＋税1,500円

Ｂ．Ｂ．キング ＆ エリック・クラプトン

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 （本体）＋税1,500円

ドアーズ
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 （本体）＋税1,500円

ドアーズ
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 （本体）＋税1,500円

ドアーズ
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 （本体）＋税1,500円

ドアーズ

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 （本体）＋税1,500円

ドアーズ
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 （本体）＋税1,500円

ドアーズ
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 （本体）＋税1,500円

ジョニ・ミッチェル
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 （本体）＋税1,500円

ジョニ・ミッチェル

ミー＆Mr. ジョンソン

WPCR-80331 （本体）＋税

エリック・クラプトン
21世紀に語り継がれる“クロス
ロード伝説”40年に渡り、ミュー
ジック・シーンのトップを歩み続け
るエリック・クラプトンの『レプタ
イル』（'01）以来、3年振りのニュー・
アルバムは、クラプトンが敬愛する
伝説のブルース・マン:ロバート・
ジョンソンに捧げるトリビュート・アルバム!（2004年作品）

1,500円

バック・ホーム

WPCR-80332 （本体）＋税

エリック・クラプトン
永遠に誓った友情、ついに
得た家族との愛情、それが
男の背中を押した……。愛
知万博・音楽催事イベント
「Love the Earth」のシン
ボル楽曲「セイ・ホワット・
ユー・ウィル」のニュー・
ヴァージョン収録!（2005年作品）

1,500円

ザ・ロード・トゥ・エスコンディード

WPCR-80333 （本体）＋税

Ｊ．Ｊ．ケイル＆エリック・クラプトン
『 バ ッ ク・ホ ー ム 』（'05/ 
8/31発売）に続く約1年2
ケ月ぶりのニュー・アルバ
ムは、“ギターの神様”クラ
プトンが敬愛してやまない
“伝説のギタリスト”J.J.ケ
イルとのコラボレーショ
ン・アルバム!（2006年作品）

1,500円

クラプトン

WPCR-80334 （本体）＋税

エリック・クラプトン
ソロ・デビューから40年、
ジャジーかつブルージーな
カヴァー&オリジナル楽曲
集をリリース!!あのアンプラ
グドの感動がよみがえる!!名
曲「枯葉（Autumn Leaves）」 
のカヴァーのほか、名曲を
多数収録。（2010年作品）

1,500円

レプタイル

WPCR-80328 （本体）＋税

エリック・クラプトン
“21世紀クラプトン伝説”。
これが21世紀型E.C.スタン
ダードだ。トリプル・プラチ
ナ・アルバムに輝く名作『ピ
ルグリム』以来、3年振りの
アルバム!（2001年作品）

1,500円

ワン・モア・カー、ワン・モア・ライダー～ベスト・ライヴ

WPCR-80329/30 （本体）＋税

エリック・クラプトン
クラプトン、11年振りのラ
イヴ・アルバム。2001年に
行われた、クラプトン最後
のワールド・ツアーの模様
を収録した2枚組ライヴ・ア
ルバム。LA公演と東京武道
館公演の模様を収録!（2002 
年リリース）

2,500円
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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 （本体）＋税1,500円

ジョニ・ミッチェル
ジャクソン・ブラウン・ファースト

WPCR-80296 （本体）＋税

ジャクソン・ブラウン
フォー・エヴリマン

WPCR-80297 （本体）＋税

ジャクソン・ブラウン

レイト・フォー・ザ・スカイ

WPCR-80298 （本体）＋税

ジャクソン・ブラウン
プリテンダー

WPCR-80299 （本体）＋税

ジャクソン・ブラウン
孤独なランナー

WPCR-80300 （本体）＋税

ジャクソン・ブラウン
ホールド・アウト

WPCR-80301 （本体）＋税

ジャクソン・ブラウン

原石の輝きを感じさせる記
念すべき1st。収録曲の大半
が学生時代から歌い込んで
いた思い入れの強いレパー
トリーで､リーランド･スク
ラー（b）ら一流のリズム隊
による､歌心を心得た簡素
なアレンジも聴きどころ。

イーグルスに提供した大
ヒット曲①のセルフ･カ
ヴァーが印象的な幕開けを
飾った2nd。音楽活動にお
ける最良のパートナーとな
るデヴィッド･リンドレー
（g）が初参加した作品で､全
編に豊かな彩りを添えている。

初期の作品を総括したよう
な実り多い3作目で､ 70年
代のウエスト･コーストを代
表する名盤。恋愛の破局を
悲痛に綴った表題曲①を筆
頭に､大人の詩情が漂うナ
イーヴな楽曲が並ぶ。J･D･
サウザー､ドン･ヘンリーら豪華なゲスト陣も魅力。

リトル･フィートのロー
ウェル･ジョージら､多数の
スター ･プレイヤーが参加
し､よりサウンドが強化さ
れた4作目。制作中に妻が自
殺した悲劇を受け､焦燥感
の漂う作風となったが､結
果的に全米でプラチナ･セールスを記録した。

多くのゲストを招いた前作
とは対照的に､セクション
を中心とする気心の知れた
レギュラー ･メンバーで全
曲を演奏したライヴ盤。カ
ヴァー曲も取り入れ､ホテ
ルや移動中のバス内で録音
したという､リラックスした雰囲気が楽しい。

大胆なディスコ･ビートま
で導入した異色作でありな
がら､初の全米1位を獲得し
た作品。死の直前まで本作
の編曲をサポートしたロー
ウェル･ジョージに捧げる
鎮魂歌⑤などもあり､洗練
と素朴さが混在した好盤。

1,400円 1,400円

1,400円 1,400円 1,400円 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 （本体）＋税1,500円

ジョニ・ミッチェル

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 （本体）＋税1,400円

ジョニ・ミッチェル

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 （本体）＋税1,400円

ジョニ・ミッチェル

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 （本体）＋税1,400円

ジョニ・ミッチェル
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 （本体）＋税1,400円

ジョニ・ミッチェル
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 （本体）＋税1,400円

ジョニ・ミッチェル

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 （本体）＋税1,400円

ジョニ・ミッチェル
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 （本体）＋税1,400円

ジョニ・ミッチェル
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 （本体）＋税1,400円

ジョニ・ミッチェル
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愛の使者

WPCR-80302 （本体）＋税

ジャクソン・ブラウン
ファースト・アルバム

WPCR-80303 （本体）＋税

イエス
時間と言葉

WPCR-80304 （本体）＋税1,500円

イエス
サード・アルバム

WPCR-80305 （本体）＋税

イエス

こわれもの

WPCR-80306 （本体）＋税

イエス
危機

WPCR-80307 （本体）＋税

イエス
イエスソングス

（本体）＋税

イエス
海洋地形学の物語

（本体）＋税

イエス

リレイヤー　

WPCR-80312 （本体）＋税

イエス
究極

WPCR-80313 （本体）＋税

イエス
トーマト

WPCR-80314 （本体）＋税

イエス
ドラマ

WPCR-80315 （本体）＋税

イエス

イエスショウズ

（本体）＋税

イエス
ロンリー・ハート

WPCR-80318 （本体）＋税

イエス
ビッグ・ジェネレイター

WPCR-80319 （本体）＋税

イエス
ラモーンズの激情

WPCR-80320 （本体）＋税

ラモーンズ

ライヴを前提としたような
ダイナミックでストレート
なロック･チューンが並ぶ7
作目。ニューウェイヴ的な
アレンジも登場し､初期の
作品で描いていた風景とは
まったく趣を異にした都会
的な歌詞で新境地を開いた。

イエスの記念すべきデビュー・アル
バム。同時期にデビューしたレッド・
ツェッペリンと並んで最も注目すべ
きバンドと評価された。ヘヴィなリ
ズム体に独特のコーラスが加わり、
すでにオリジナルなバンド・サウン
ドが構築されている。ビートルズや
ザ・バーズのカヴァーも収録した、若きアイデアが溢れる秀作。

前作と同メンバーで作られたセ
カンド・アルバム。演奏はよりパ
ワフルになり、アレンジも複雑さ
を増している。フルオーケストラ
を導入し、当時流行したロックと
クラシックの融合に挑戦してい
る意欲作。リッチー・ヘヴンスや
バッファロー・スプリングフィールドなどのカヴァーを収録。

ピーター・バンクスが脱退し、壮絶
技巧ギタリストのスティーヴ・ハウ
が加入してからの1作目。ロック界
では著名なエンジニア、エディ・オ
フォードが共同プロデューサーとし
て加わり、この後に開花するイエス・
サウンドの第一歩が刻まれている。
プログレッシヴ・ロックとしての無限の可能性を秘めた作品。

脱退したトニー・ケイに替わり、リッ
ク・ウェイクマンが加入したことに
より黄金のメンバー構成となった。
全9曲のうち、バンドとしての演奏
が4曲、メンバーのソロが5曲という
変則的な構成になっている。シング
ル「ラウンドアバウト」も全米で
ヒットし、世界中にイエスの名を知らしめた記念碑的な作品。

イエスの最高傑作。全3曲という大
作指向、演奏技術の結晶、形而上的
な歌詞など、プログレッシヴ・ロッ
クを代表するコンセプト・アルバム
として今も聴き継がれている1枚。
予約だけでゴールド・ディスクを獲
得した、イエス最大のヒット作品。
ロジャー・ディーンによる美しいアートワークも話題となった。

イエス初のライヴ・アルバム。73
年の初来日公演直後に発売され
たというタイミングと、LP3枚組
にも及ぶ圧倒的なヴォリュームに
より、一躍ライヴ・アルバムの名盤
として注目された。また「レコード
と寸分変わらぬ完璧な演奏力」と
評されたイエスの実力を証明する格好の作品となった。

2枚組で全4曲という、イエスに
とって最も壮大で、かつ最大の問題
作となったアルバム。ジョン・アン
ダーソンが日本滞在中に読んだあ
る4つの聖典からヒントを得たと
いう、メッセージ色の強い思慮深い
内容。黄金期のメンバーによる技術
の粋をとことんまで聴かせる、イエス・シンフォニーの極致。

リック・ウェイクマンが脱退し、替
わりにパトリック・モラーツが加入
したことにより、フュージョン色を
深め、ヘヴィで攻撃的なサウンド
で占めた力作。「戦争と平和」、「悪
と善」、「動と静」、そして「影と光」と
いった対照となるテーマを掲げな
がら、各メンバーの壮絶なバトルと構築美に溢れた傑作。

メンバーのソロ活動の後、3年ぶ
りに発売された作品。リック・ウェ
イクマンが復帰し、初めてセルフ・
プロデュースとなり、またジャケッ
トのデザインもロジャー・ディーン
からヒプノシスに変わるなど、新た
な意気込みが感じられる意欲作。
代表曲「悟りの境地」を収録した、新しい息吹を感じさせる作品。

プログレッシヴ・ロックから離脱し、
パンク・ムーヴメントへ殴り込みをか
けたストレートな曲で占められた作
品。クジラの捕鯨問題やUFOの到来
など、今までの観念的なものが薄れ、
より直接的になった歌詞が歌われて
いる。ファンの交替を余儀なくされ
た、良い意味でも悪い意味でもバンドに変革をもたらせた作品。

バンド創設者のジョン・アンダーソ
ンとリック・ウェイクマンが脱退し
てしまったため、バグルスのふたり
を迎えて制作された異色作。メン
バー構成は変わったが、エディ・オ
フォードやロジャー・ディーンなど
の旧来のスタッフを再び起用して、
従来のプログレ・ファンも納得させるクォリティに戻った作品。

70年代後半のイエスのス
テージを伝える２枚組ライ
ヴ。パトリック・モラーツ在
籍時の貴重なテイクから、
リック・ウェイクマン復帰
後の結成10周年記念コン
サートまでを含む、大作志
向のイエス最後の記録。

新たに若くて優秀なギタリストであ
るトレヴァー・ラビンが加入し、ジョ
ン・アンダーソンが復帰するなど全
く新しいラインナップで制作された
作品。トレヴァー・ホーンがプロ
デュースしたタイトル曲は全米1位
を獲得し、モダンなロック・サウンド
に変身したイエスのエネルギーがほとばしる最大のヒット作。

前作から4年ぶりとなる作品。トレ
ヴァー・ラビン自らがプロデュー
スを担当し、ハードエッジなサウ
ンドに生まれ変わったイエスの真
骨頂。ロック、ポップス、ジャズ、ラ
テンなど、あらゆる音楽の要素を
取り入れ、いちロック・バンドの範
疇を遙かに越えた、幅広い意味でクロスオーヴァーな作品。

記念すべきデビュー･アルバ
ム。その後のUKパンク･シー
ンに多大な影響を与えたこ
とはよく知られるところ。ど
の曲も2分前後と短くも激し
く楽しいロックンロールで､
余計な音が一切入っていな
い､ロック･バンドの基本中の基本が詰まっている。

1,400円 1,500円 1,500円

1,500円 1,500円 WPCR-80308/09 2,500円 WPCR-80310/11 2,500円

1,500円 1,500円 1,500円 1,500円

WPCR-80316/17 2,500円 1,500円 1,500円 1,500円
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ナイト・オン・ザ・タウン

WPCR-80339 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
明日へのキック・オフ

WPCR-80340 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
スーパースターはブロンドがお好き

WPCR-80341 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
パンドラの匣（はこ）

WPCR-80342 （本体）＋税

ロッド・スチュワート

トゥナイト・アイム・ユアーズ

WPCR-80343 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
アブソルートリー・ライヴ

WPCR-80344 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
ボディ・ウィッシーズ

WPCR-80345 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
カムフラージュ

WPCR-80346 （本体）＋税

ロッド・スチュワート

大ヒットしたシングル①を
含む7作目。前作と同じく南
部テイストのアーシーな作
品で、バラード･シンガーと
しての魅力も大きく芽生え
た自作曲が聴きどころ。後
半ではタワー ･オブ･パワー
などが参加したファンキーな曲が並ぶ。

76年に結成された自身のバ
ンド'ロッド･スチュワート･
バンド'を率いて､大規模な
コンサートを成功させた後
に､同メンバーで録音に望
んだ8作目。理想的なサウン
ドを得たロッドの伸びやか
なヴォーカルが存分に堪能できる。

ロッドの代名詞とも言える
ディスコ･チューン①を収
録した､新時代の到来を告
げるエポック･メイキング
な作品。オリジナル曲の充
実度も増し､ロックンロー
ル～バラードまでジャケッ
ト･イメージ通りの明るいナンバーが続く。

ロッド自身が｢71年頃の音
を目指した｣と語った､本格
的なロックンロール･アル
バム。爽快感溢れるメロ
ディを持つ②や､日本のCM
にも出演して使用された⑤
など､風通しの良いキャッ
チーな曲を中心に収録。

ニューウェイヴ全盛期の81
年にリリースされた作品。
聴衆が求める新しいサウン
ドに呼応して､①や⑨など
ではシンセサイザーを使用
したライトなアレンジが施
されているが､ロッド印の
アタックの強いヴォーカルは健在。

80年から81年にかけて行
なわれたワールド･ツアー
の模様を収録したライヴ
盤。ジェフ･ベック･グルー
プ～フェイセズ時代のヒッ
ト曲まで網羅した充実の内
容で､キム･カーンズやティ
ナ･ターナーも参加している。

ロッド･スチュワート･バン
ドが参加した最後の作品で､ 
バンドのメンバーとともに
丹念に共作したオリジナル
曲だけで占められた､ 80年
代を代表する会心作。最高
潮とも言えるバンド演奏と
見事にマッチした②が見事。

15年ぶりにジェフ･ベック
と共演したことで話題を集
めた力作。'今の自分に最も
フィットする曲を歌う'とい
う本来のスタンスに戻り､
トッド･ラングレンの名曲
をセンチメンタルに聴かせ
た④など､カヴァー曲も秀逸。

アトランティック・クロッシング

WPCR-80338 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
アメリカ録音の第1作。ト
ム･ダウドをプロデューサー
に迎え､自身のルーツであ
る南部サウンドに挑戦。
ブッカーT＆MG'Sをバック
に嬉々として歌う姿が印象
的。その他､アル･ジャクソン
などR&B系ミュージシャンが多数参加している。

1,500円

1,500円 1,500円 1,500円 1,500円

1,500円 1,500円 1,500円 1,500円

サブタレイニアン・ジャングル

WPCR-80326 （本体）＋税

ラモーンズ
トゥー・タフ・トゥ・ダイ

WPCR-80327 （本体）＋税

ラモーンズ
トミー･ジェイムス&ション
デルズを手掛けたリッチー･ 
コーデルのプロデュースに
よる7作目。マーキーの脱退
など混乱期にありながら､
パンキッシュ､ハードであり
つつ､ポップなロックン
ロール路線を継続､バンドの存在感をアピール。

ヘヴィなタイトル曲③のほ
か､ユーリズミックスのデイ
ヴ･スチュアートのプロ
デュースによるテクノ調の
ナンバー⑧などで新生面を
打ち出し､新たなファン層を
獲得した作品。新メンバーに
リッチーが加入､旧知のトミーが一部プロデュース。

1,500円 1,500円

プレザント・ドリームス

WPCR-80325 （本体）＋税

ラモーンズ
10CCで知られる英国出
身､グレアム･グールドマン
がプロデュースした7枚目。
その結果､甘い英国ポップ
と米国パンクの邂逅が実
現。初めてオリジナル曲で
まとめた作品で､ラモーン
ズのソングライティング･センスに注目。

1,500円

ロケット・トゥ・ロシア

WPCR-80322 （本体）＋税

ラモーンズ
ロード・トゥ・ルーイン

WPCR-80323 （本体）＋税

ラモーンズ
エンド・オブ・ザ・センチュリー

WPCR-80324 （本体）＋税

ラモーンズ
3rdアルバム。のちにトミー･ 
アーディとしてプロデュー
スで活躍するトミー ･ラ
モーンが参加した最後の作
品。ビーチ･ボーイズの名曲
カヴァー⑨のほか､スマッ
シュ ･ヒットを記録した②
など､デビュー ･アルバムと並んで人気が高い1枚。

トミーに代わってドラマー
にマーク･ベル（マーキー）
が加入､新生ラインナップ
による第4作。同時期に映画
『ロックン･ロール･ハイス
クール』にも出演するなど､
活動の場とサウンドの幅を
広げ､メロウなナンバーなども加わっている。

フィル･スペクターをプロ
デューサーに迎えた通算6
作目。60'sポップスを代表
するスペクターの大仰なサ
ウンドとシンプルなサウン
ドを身上とするラモーンズ
という不思議な取り合わせ
ながら､名曲①が生まれるなど､見逃せない話題作。

1,500円 1,500円 1,500円

リーヴ・ホーム

WPCR-80321 （本体）＋税

ラモーンズ
2ndアルバムにして､前作より
スピード､パワーが増したサウ
ンドによる初期の代表作。彼ら
の代表曲の1つにも挙げられ
る⑤やライヴでの定番曲②､リ
ビエラズのカヴァー⑪を収録。
プロデュースにトニー･ボン
ジョヴィ､トミー･ラモーン､エド･スタシウムらが参加。

1,500円
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ロッド・スチュワート

WPCR-80347 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
アウト・オブ・オーダー

WPCR-80348 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
ヴァガボンド・ハート

WPCR-80349 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
リード・ヴォーカリスト

WPCR-80350 （本体）＋税

ロッド・スチュワート

アンプラグド

WPCR-80351 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
ユア・ザ・スター

WPCR-80352 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
ザ・ニュー・ボーイズ

WPCR-80353 （本体）＋税

ロッド・スチュワート
ヒューマン

WPCR-80354 （本体）＋税

ロッド・スチュワート

クロスビー、スティルス＆ナッシュ

WPCR-80355 （本体）＋税

クロスビ－、スティルス＆ナッシュ
デジャ・ヴ

WPCR-80356 （本体）＋税

クロスビー、スティルス、ナッシュ＆ヤング
４ウェイ・ストリート

WPCR-80357/58 （本体）＋税

クロスビー、スティルス、ナッシュ＆ヤング
ＣＳＮ

WPCR-80359 （本体）＋税

クロスビ－、スティルス＆ナッシュ

デイライト・アゲイン

WPCR-80360 （本体）＋税

クロスビ－、スティルス＆ナッシュ
バッファロー・スプリングフィールド

WPCR-80361 （本体）＋税

バッファロー・スプリングフィールド
アゲイン

WPCR-80362 （本体）＋税

バッファロー・スプリングフィールド
ラスト・タイム・アラウンド

WPCR-80363 （本体）＋税

バッファロー・スプリングフィールド

自らの名前をタイトルに冠
し､英国ロック･ヴォーカリ
ストとしての個性を強力に
アピールした意欲作。バグ
パイプをフィーチャーした
⑧ や､ ビ ー ト ル ズ の カ
ヴァー⑩など､陰影に富ん
だ英国ロックの姿を的確に伝えている。

プロデューサーにバーナー
ド･エドワーズを迎え､久々
の大ヒット曲④を生んだ88
年作。ロッドらしいロック･
スピリットに溢れ､ロング･
セールスを記録。ゲストに
元デュラン･デュランのア
ンディ ･テイラーが参加している。

変化に富んだアコース
ティック･サウンド！ス
ケール溢れるコーラス！そ
の後のカリフォルニア･サウ
ンドを決定づける３人組､ 
ＣＳＮの大旋風！ロック史
の60年代に輝くスーパー ･
グループの大ヒット･デビュー ･アルバム！

ニール･ヤングを新たに加え､
クロスビー､スティルス､ナッ
シュ&ヤング名義で発表した
傑作アルバム。特異な個性を放
つヤングの参加により生まれ
た緊張感が､全体に良い方向に
作用している。またスタイルの
異なるスティルスとヤングのギター･バトルも聴きもの。

Disc-1のアコースティック･
セット､ Disc-2のエレクト
リック･セットからなるライ
ヴ･アルバム。4人の絶妙な
ハーモニーが聴けるナンバー
はもちろん､各人のフィー
チャリング曲も聴ける。強烈
な個性のぶつかり合いが緊張感を生んだ名盤。

71年の解散後､別々の活動
を展開していたクロス
ビー､スティルス､ナッシュ
が再会した作品。当時3人の
名義としては8年ぶりに制
作された1枚。どこまでも美
しく穏やかなメロディ､
ハーモニーはこの3人ならではの味わい。

60年代以来のアメリカン･ロック
を携えて､三たび集ったクロス
ビー､スティルス＆ナッシュ｡クロ
スビーの抑制の効いたヴォーカル､ 
スティルスの力強いギター･ソロ､ 
ナッシュの確信に満ちた楽曲｡３
人のハーモニーも健在のままに､
過ぎた時間からの意欲と希望をうたうオリジナル第４作｡

錚々たるミュージシャンを
輩出した、実質活動期間わ
ずか2年（1966年3月～1968 
年5月）という幻のロック・
バンド、バッファロー・スプ
リングフィールドのデ
ビュー・アルバム！（1966
年作品）

60年代西海岸ロック・シー
ンのスーパー・アイコン、
バッファロー・スプリング
フィールドの最高傑作！！
（1967年作品）

ニール・ヤングとスティー
ヴン・スティルスの運命的
な出会いが生んだ幻のバン
ド。永遠の名曲「アイ・アム・
ア・チャイルド」を収録した
ラスト・アルバム。（1968年
作品）

円熟味を増したハスキー・
ヴォイスが素晴らしい、発
売前年に亡くなった父親に
捧げたアルバム。トム・ウェ
イツのカヴァーであるヒッ
ト・シングル「ダウンタウ
ン・トレイン」収録。（1991
年作品）

1,500円

ジェフ・ベック・グループ～
フェイセズとヴォーカリス
トとしての輝かしい軌跡。
ロッドの愛した「ルビー・
チューズデイ」、「トム・トラ
バーツ・ブルース」等5曲の
カバーを収録。（1993年発
売）

1,500円

アンプラグドならではの独
特のアレンジで、スーパー
スターの名曲の数々が蘇え
る。ロン・ウッドの出演とい
う華も添えられ、ロッドの
最高のパフォーマンスが堪
能できる作品 。（1993年作
品）

1,500円

クリス・レア、ボブ・ディラ
ン、ブルー・ナイルのカバー
や、ドラマ主題歌にもなっ
た「レディ・ラック」を擁す
るアルバム。日本盤のみ
ボーナス・トラック「セイリ
ング」収録。（1995年作品）

1,500円

オリジナル・楽曲をはじめ、
フェイセズ伝説の名曲
「ウー・ラ・ラ」のセルフ・カ
バーやオアシス、プライマ
ル・スクリーム、ロン・セク
ススミス等のカヴァーを収
録した意欲作。 （1998年
作品）

1,500円

アトランティック・レコー
ド移籍第1弾。前作に引き続
きソウル、バラードを聴か
せるアルバム。ヒット・シン
グル「アイ・キャント・デナ
イ・イット」収録。（2001年）

1,500円

1,500円 1,500円 1,500円 1,500円

1,500円 1,500円 1,500円 1,500円

1,500円 1,500円 2,500円 1,500円

1,500円 1,400円 1,400円 1,400円
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ピクチャー・ブック【スペシャル・エディション】

WPCR-80364 （本体）＋税

シンプリー・レッド
メン・アンド・ウィーメン【スペシャル・エディション】

WPCR-80365 （本体）＋税

シンプリー・レッド
ニュー・フレイム【スペシャル・エディション】

WPCR-80366 （本体）＋税

シンプリー・レッド
スターズ【スペシャル・エディション】

WPCR-80367 （本体）＋税

シンプリー・レッド

ライフ【スペシャル・エディション】

WPCR-80368 （本体）＋税

シンプリー・レッド
ブルー【スペシャル・エディション】

WPCR-80369 （本体）＋税

シンプリー・レッド
ラヴ・アンド・ザ・ロシアン・ウインター【スペシャル・エディション】

WPCR-80370 （本体）＋税

シンプリー・レッド
リトル・フィート・ファースト

WPCR-80371 （本体）＋税

リトル・フィート

セイリン・シューズ

WPCR-80372 （本体）＋税

リトル・フィート
ディキシー・キッチン

WPCR-80373 （本体）＋税

リトル・フィート
アメイジング！

WPCR-80374 （本体）＋税

リトル・フィート
ラスト・レコード・アルバム

WPCR-80375 （本体）＋税

リトル・フィート

シンプリー・レッドによる
衝撃のデビュー・アルバム。
記念すべきデビュー・ヒッ
ト「マネーズ・トゥ・タイト」
（全英13位）、代表作「ホール
ディング・バック・イヤー
ズ」（全英２位/全米２位）を
含む超ベスト・セラー。（1985年作品：全英２位）

凄腕アレックス・サドキンのプロ
デュースによって完成した87年
度作品。衝撃の本格派ブルー・アイ
ド・ソウルの名盤であったファー
ストから一転、明るくポップなサ
ウンドが充実したセカンド・アル
バム。大ヒット「ライト・シング」「い
つもさよならを」（各全英11位）収録。（1987年作品：全英２位）

イッツ・オンリー・ラヴ（全英13位）、
ハロルド・メルヴィン＆ブルーノーツ
のカヴァー「二人の絆」（全米１位／全
英２位）、「ニュー・フレイム」（全英17
位）、「ユーヴ・ガット・イット」（全英
46位）の4大シングルを含んだ、快心
のサード・アルバム。彼らにとって初
の全英ナンバーワン・アルバムとなった。（1989年作品：全英１位）

「サムシング・ゴット・ミー・スターテッ
ド」（全英11位）「スターズ」（全英８位）
「フォー・ユア・ベイビーズ」（全英９位）
「スリル・ミー」（全英33位）「ユア・ミ
ラー」（全英17位）の５枚ものシングル・
ヒットを生み出した驚異的なアルバム。
前作に引き続き全英ナンバーワン・アル
バムとなり、彼らの地位を決定的なものにした。（1991年作品：全英１位）

前作「スターズ」から４年の歳月を
経て発表された４作目。「フェアグ
ラウンド」（全英１位）「リメンバリ
ング・ザ・ファースト・タイム」（全
英22位）「ネヴァー・ネヴァー・ラ
ヴ」（全英18位）「ウィア・イン・
ディス・トゥゲザー」（全英11位）
を収録した、永遠のベストセラー。（1995年度作品：全英１位）

イギリスが全世界に誇るトップ・
アーティスト、シンプリー・レッド。
ミック・ハックネルが盟友若手 屋敷
豪太＆アンディ・ライトと共に創り
上げた通算７枚目の最高傑作アル
バム。「セイ・ユー・ラヴ・ミー」（全英
７位）「安らぎの世界へ」（全英６位）
「ゲットー・ガール」（全英34位）収録。（1998年度作品：全英１位）

白人ソウルNo.1バンド、シン
プリー・レッドの７作目。屋敷
豪太をコラボレイターに迎え、
ハウス、ソウル、レゲエの要素
を織り交ぜた意欲作。サム＆
デイヴのカヴァー「ア・ロット・
オブ・ラヴ」（全英14位）「ユア・
アイズ」（全英26位）収録。（1999年度作品：全英６位）

カリフォルニア･ロックの
偉大なる進化の功労者､リ
トル･フィート｡南部のルー
ツ音楽の息遣いをウェス
ト･コーストの心で受け止
めた､新しいロックの伝道
者たちの必聴デビュー ･ア
ルバム｡

ブルースからロックン･
ロールまで､冒険を恐れぬ
斬 新 な 音 楽 的 試 み で､ 
L.A.から世界へとその名を
知らしめた､リトル･フィー
ト名作中の名作！代表曲
「ウィリン」の再録音も収録
した傑作アルバム

タイトでファンキーにロー
ウェル・ジョージのスライ
ド・ギターが冴えわたるリ
トル・フィートの最高傑作。
そして70’Sアメリカン・
ロックを代表するアルバ
ム。代表曲「ディキシー・チ
キン」収録。

ハリウッドに生を受けた伝
説のギタリスト､ロウエル･
ジョージを中心に､貪欲な
音楽的探求を卓越した感性
とテクニックで魅せるリト
ル･フィート｡その絶頂期に
発表された必聴4thアルバ
ム！

今やＬ.Ａ.ベ ー ス のNo.1
ロックンロール･バンドと
なったリトル･フィートが
よりタイトに､よりファン
キーに自らのサウンドを完
成させた不朽の名5 t h ！
ローウェル･ジョージ､ポー
ル･バレール､ビル･ペインのコンビも絶好調

2016 年 8月10日発 売

1,500円 1,500円 1,500円 1,500円

1,500円 1,500円 1,500円 1,500円

1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
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タイム・ラヴズ・ア・ヒーロー

WPCR-80376 （本体）＋税

リトル・フィート
ウェイティング・フォー・コロンブス

（本体）＋税

リトル・フィート
ダウン・オン・ザ・ファーム

WPCR-80379 （本体）＋税

リトル・フィート
炎の導火線

WPCR-80380 （本体）＋税

ヴァン・ヘイレン

伝説の爆撃機

WPCR-80381 （本体）＋税

ヴァン・ヘイレン
暗黒の掟

WPCR-80382 （本体）＋税

ヴァン・ヘイレン
戒厳令

WPCR-80383 （本体）＋税

ヴァン・ヘイレン
ダイヴァー・ダウン

WPCR-80384 （本体）＋税

ヴァン・ヘイレン

1984

WPCR-80385 （本体）＋税

ヴァン・ヘイレン
バッド・カンパニー

WPCR-80386 （本体）＋税

バッド・カンパニー
ストレート・シューター

WPCR-80387 （本体）＋税

バッド・カンパニー
ラン・ウィズ・ザ・パック

WPCR-80388 （本体）＋税

バッド・カンパニー

バーニン・スカイ

WPCR-80389 （本体）＋税

バッド・カンパニー
ディソレーション・エンジェル

WPCR-80390 （本体）＋税

バッド・カンパニー
ラフィング・オン・ジャッジメント・デイ・ダイアモンド

WPCR-80391 （本体）＋税

バッド・カンパニー

広大なルーツ･ミュージッ
クを独自の感性と手法で新
しいロックン･ロールにま
とめ上げ､世界のミュージ
シャン達へ決定的な影響を
与えたリトル･フィートの
人気6thアルバム｡

70年代アメリカン・ロック
最 良 の 財 産 ＝ リ ト ル・
フィートのエッセンスが凝
縮された超傑作ライヴ・ア
ルバム’78年発表のデラッ
クス・ヴァ－ジョン！！

ローウェル・ジョージの急
逝により、グループの活動
に終止符を打った事実上の
ラスト・アルバム。そして感
動 を 呼 ぶ 記 念 碑 的 作
品！！！

それまでのロック･ギター奏
法の常識を破る､緻密かつ
大胆なプレイで後の世代に
も大いに影響を与えたエ
ディの技が光る②､キンクス
の名カヴァー③ほか。米西海
岸からハード･ロック/ヘ
ヴィ ･メタルの勢力地図を塗り替えた歴史的1枚。

リンダ･ロンシュタットでも
知られるカヴァー①で幕を
明ける2ndアルバム｡メロ
ディアスな②､リフがかっこ
いい③､華やかなデヴィッド･ 
リー ･ロスのキャラクターに
ぴったりの⑩など､当時20代
前半だった彼らのポップなハード･ロックの数々。

初めて全曲オリジナルで固
めた3rdアルバム｡シング
ル･カットされた①ほか､ギ
ターのみならず､どのパー
トもテクニック的に申し分
ない演奏力が随所に発揮さ
れている。全米チャート6位
を記録。

①や⑤など､ギターのリフ
を軸にドライヴするハード
なロックンロールが充実し
た4作目。またデイヴ･リー ･ 
ロスを軸にした大人のアン
サンブルを聴かせる⑥など
変化球もあり､奥の深いサ
ウンドも聴かせてくれる。

当 時 得 意 とし て い た カ
ヴァー曲のヒット･ナンバー
⑥､シンセサイザーを交えて
ハードにカヴァーしたモータ
ウンの名曲⑦､キンクスのカ
ヴァー①を収録。エディの飽
くなきギター ･テクの探究心
を感じさせる③や､変化球的なジャジィ･ナンバーも。

グループ初の全米チャート
1位を記録した②は､エディ
のシンセサイザーと彼らの
ポップなセンスが融合した
名曲中の名曲。イケイケな
ロック･ナンバー③⑥など
を満載し､メガ･ヒットを記
録した名作。

元フリーのポール・ロジャースを中心に、元キン
グ・クリムゾンや元モット・ザ・フープルのメンバ
から構成された、ブリティッシュ・スーパー・ロッ
ク・グループ、バッド・カンパニーの記念すべき
ファースト・アルバム。ブルースをルーツに持つ
ポール・ロジャースと洗練されたギターとのコン
ビネーションが魅力の作品。レッド・ツェッペリン
のレーベル、スワン・ソング第1弾アーティスト。大ヒット曲「キャント・ゲット・イナフ」収録。

豪快かつ華麗なスーパー・ヘヴィ・
サウンド！！力強くギミックのな
音作りに支えられた、よりオリジ
ナリティに溢れアメリカマーケッ
トも意識した打ち出しとなった、
大ヒットのセカンドアルバム。
「グッド・ラヴィン」カントリー・フ
レイバーを感じさせる「フィール・ライク・メイキン・ラヴ」収録。

ブリティッシュ・ロックの誇
りと自信を背にバッド・カン
パニーが叩き出す屈強の
ロック・アルバム ! それは新
たなる興奮と陶酔への誘
い！！当時日本盤ＬＰでは、
バッド・カンパニーⅢとタイ
トルがついてた、収録楽曲のクオリティが高い作品。

爆発するヘヴィー・ブリティッ
シュ・ブルーアイド・ソウルの
すべて！！バド・カンの会心の
一撃 オリジナル第４弾アルバ
ム! 楽曲のクオリティはどれも
高く、日本手ぬぐいの鉢巻と
ハッピ姿のポール・ロジャース
の存在感溢れるジャケットとあわせて魅力的な作品。

ますます冴える、ポール・ロ
ジャースのヴォーカル。２
年の期間を費やして制作さ
れた、第５弾アルバム！！
ハードなナンバーを中心に
アコースティックやポップ
な楽曲など懐の深いバンド
を象徴する作品。

バッド・カンパニーの全盛
期を飾る実質的ラスト・ア
ルバム。大ヒットの前作か
ら３年の歳月を掛けて発表
されたアルバム。このアル
バムを最後にポール・ロ
ジャースが脱退。実質的な
全盛期の最終作品。

1,400円 1,400円 1,400円 1,400円

1,400円 1,500円 1,500円 1,500円

1,500円 1,500円 1,500円

1,400円 WPCR-80377/78 2,500円 1,400円 1,400円
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