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WPCR-28092 [WARNER BROS.]

イエロージャケッツ『サムライ・サンバ』
A ホームカミング／ B ディート・ ビート／ C ダ
ディズ・ゴナ・ミス・ユー／Dシルヴァニア／Eシ
ルヴァーレイク／ F ロンリー・ ウィークエンド／
Gロス・マンボス／Hサムライ・サンバ
ラッセル・フェランテ（key）、マーク・ルッソ（as）、ジミー・ハスリップ

（b）、リッキー・ローソン（ds, el-ds）、カルロス・リオス（g）、マイケル・
ランドウ（g）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc, vo）、ボビー・コールド
ウェル（vo）、マリリン・スコット（vo）、カール・コールドウェル（vo）
1985年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28100 [WARNER BROS.]

ランディ・クロフォード『愛の諜報員』
Aとどかぬ想い／B雨のジョージア／Cハートエイク
ス・アー・メイド／Dトゥー・ライヴス／E翳りの中で／
Fリオデジャネイロ・ブルー／G愛の諜報員／Hホエン・
アイ・ルーズ・マイ・ウェイ／I愛の青い鳥／J貿易風
ランディ・クロフォード（vo）、エイブラハム・ラボリエル（b）、ジェフ・ポーカロ

（ds）、スティーヴ・ルカサー（g）、ディーン・パークス（g）、ロベン・フォード（el-gD）、
レニー・カストロ（perc）、アーニー・ワッツ（flF）、ニール・ラーセン（keyBHJ）、
ラリー・ウィリアムス（horn, horn-arrH）、チャック・フィンドリー（horn） 他

1981年作品／ハリウッド録音

WPCR-28091 [WARNER BROS.]

イエロージャケッツ『マリブの旋風（かぜ）』
Aクレアの歌／Bトップ・シークレット／Cアイ・ガット・
リズム／ D パス・イット・オン／ E ゴーイン・ホーム／
Fマン・イン・ザ・ムーン／Gイーラマー／Hニンバス
ラッセル・フェランテ（key）、リチャード・エリオット（lyricon, sax）、ジェームス・ニュー
トン・ハワード（synth, string programming, add synth, arr）、ロベン・フォード

（g）、マイク・ミラー（g）、ジミー・ハスリップ（b）、リッキー・ローソン（ds）、パウリーニョ・
ダ・コスタ（perc）、ランディ・クロフォード（vo）、ヨラン・フィッシャー（vo）、マックス・
グロナンサル（vo）、ブルース・ホーンズビー（vo）、ビル・ラバウンティ（vo）、ブレンダ・ラッ
セル（vo）、マリリン・スコット（vo）、ポーリン・ウィルソン（vo）、アンソニー・マクシェア

（sequencer）、スコット・ペイジ（sequencer）

1983年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28099 [ELEKTRA]

パトリース・ラッシェン『ハート泥棒』
Aフォーゲット・ミー・ノッツ（忘れな草）／B恋の予感／Cオール・ウィー・
ニード／Dナンバー・ワン／E恋人たちの場所／Fブレイクアウト／
Gイフ・オンリー／Hリマインド・ミー／I彼女はハート泥棒／〈ボー
ナス・トラック〉Jフォーゲット・ミー・ノッツ（忘れな草）（12インチ・ヴァー
ジョン）／Kブレイクアウト（12インチ・ヴァージョン）／Lナンバー・ワ
ン（12インチ・ヴァージョン）／Mフォーゲット・ミー・ノッツ（忘れな草）
（シングル・ヴァージョン）／Nブレイクアウト（シングル・ヴァージョン）
パトリース・ラッシェン（vo, key）、ジェラルド・アルブライト（sax）、レイモンド・リー・
ブラウン（tp）、ポール・ジャクソン Jr.（g）、“レディ”フレディ・ワシントン（b）、チャール
ズ・ミムズJr.（el-p, p, synth）、メルヴィン・ウェッブ（ds）、ジェイムス・ギャドソン（ds）、
パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）他
1982年作品／ハリウッド録音

WPCR-28094 [WARNER BROS.]

アル・ジャロウ『ジス・タイム』
Aネヴァー・ギヴィン・アップ／B愛のシンフォニー
／Cラヴ・イズ・リアル／D海の男アロンゾ／Eチェ
ンジ・ユア・マインド／Fスペイン／G悲しみの中
に／Hユア・スウィート・ラヴ／Iジス・タイム
アル・ジャロウ（vo）、ジェリー・ヘイ（tp, horn arr）、トム・カニング（key）、グレッグ・
マティソン（key）、デイヴィッド・フォスター（key）、ジョージ・デューク（key）、ジェイ・
グレイドン（g）、ディーン・パークス（g）、アール・クルー（g）、エイブラハム・ラボリエル

（b）、スティーヴ・ガッド（ds）、カルロス・ヴェガ（ds）、ラリー・ウィリアムス（synth）他

1980年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28102 [WARNER BROS.]

スタッフ『ライヴ・スタッフ』
A フーツ／ B ジュニア・ウォーカー・メドレー［a）
ロード・ランナー〜 b）パッカー・アップ・バターカッ
プ］／Cニード・サムボディ／D涙をとどけて〜ス
タッフのテーマ／Eあこがれの君／Fディキシー
コーネル・デュプリー（g）、エリック・ゲイル（g）、ゴードン・エドワー
ズ（b, vo）、リチャード・ティー（key, vo）、スティーヴ・ガッド（ds）

【録音】1978年11月20日　東京郵便貯金ホールでのライヴ

WPCR-28096 [ELEKTRA MUSICIAN]

ボビー・マクファーリン『ザ・ヴォイス』
Aブラックバード／Bザ・ジャンプ／Cエル・ブリュッ
ホ／Dアイ・フィール・グッド／Eウォークマン／
Fミュージック・ボックス／Gメドレー：［a）ドナ・リー
〜 b）ビッグ・トップ〜 c）イン・ザ・マネー］／Hアイ
ム・アローン／IT.J. ／JA列車で行こう
ボビー・マクファーリン（vo, vo-effects）

【録音】D:1984年3月17日　ドイツ、コロンでのライヴ／ AGI:1984年3月19
日　ドイツ、マンハイムでのライヴ／ J:1984年3月21日　ドイツ、ハンブルグで
のライヴ／ BCEFH:1984年3月26日　ドイツ、シュトゥットガルトでのライヴ

WPCR-28104 [GRAMAVISION]

ジョン・スコフィールド『ラウド・ジャズ』
Aテル・ユー・ホワット／Bダンス・ミー・ホーム／
Cシグネチャー・オブ・ヴィーナス／Dダーティー・
ライス／Eディディット／Fウォバシュ／Gラウド・
ジャズ／Hオテイ／Iトゥルー・ラヴ／Jアイ・ゲッ
ト・ザ・ピクチャー／Kスパイ�vs�スパイ
ジョン・スコフィールド（g）、ゲイリー・グレインジャー（b）、デニス・
チェンバース（ds）、ロバート・エリーズ（key）、ジョージ・デューク（key 
soloABDFGH）、ドン・アライアス（perc）

【録音】1987年12月　ニューヨーク

WPCR-28098 [ELEKTRA]

パトリース・ラッシェン『おしゃれ専科』
Aネヴァー・ゴナ・ギヴ・ユー・アップ／Bドント・ブ
レイム・ミー／Cルック・アップ／Dアイ・ニード・
ユア・ラヴ／Eタイム・ウィル・テル／Fザ・ドリー
ム／Gザ・ファンク・ウォント・レット・ユー・ダウン
／Hジス・イズ・オール・アイ・リアリー・ノウ
パトリース・ラッシェン（vo, key）、ポール・ジャクソン Jr.（g）、デヴィッド・T. ウォー
カー（g）、フレディ・ワシントン（b）、チャールズ・ミムズ Jr.（p, synth）、ジェイムス・ギャ
ドソン（ds）、レオン“ンドゥグ”チャンクラー（ds）、メルヴィン・ウェッブ（ds）、ジェリー・
ブラウン（ds）、エディ“ボンゴ”ブラウン（perc） 他
1980年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28106 [ATLANTIC]

マイク・スターン『イズ・ホワット・イット・イズ』
Aスウァンク／Bア・リトル・ラック／Cホワット・
アイ・メント・トゥ・セイ／Dショウビズ／Eビリー
ヴ・イット／Fホエアエヴァー・ユー・アー／Gハ・
ハ・ホテル／Hサインズ／I55ダイヴ
マイク・スターン（g）、マイケル・ブレッカー（saxABE）、ボブ・マラック 

（saxG -I）、ジム・ベアード（synthA -DF H , pACEFH , hammond  
orgEG, wurlitzer pI）、ウィル・リー（bA-EG-I）、ハーヴィー・シュワルツ

（bF）、デニス・チェンバース（dsA-E）、ベン・ペロウスキー（dsF-I）

1994年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28093 [WARNER BROS.]

アル・ジャロウ『風のメルヘン』
A陽気なダンス／Bアイム・ホーム／C真夏の女
／Dアイ・ドゥ／Eフライ／Fウェイト・ア・リト
ル・ホワイル／ G シーズ・リーヴィング・ホーム／
Hオール／Iドック・オブ・ベイ
アル・ジャロウ（vo, back-vo）、フレディ・ハバード（flh）、トム・カニング（key, 
p, synth）、リン・ブレッシング（key, vibe, org, synth）、リー・リトナー（g）、
レジー・マクブライド（b）、ジョー・コレロ（ds）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、
ラリー・ ウィリアムス（add-key, add-synth）、 ジム・ ライアン（add-key, 
add-synth）

【録音】1978年5 〜 6月　ロサンゼルス

WPCR-28101 [WARNER BROS.]

スタッフ『スタッフ !!』
Aフーツ／Bいとしの貴女／Cウォント・サム・
オブ・ジス／Dルッキング・フォー・ザ・ジュース／
E素晴らしき恋の想い出／Fハウ・ロング・ウィル・
イット・ラスト／Gサン・ソング／Hハッピー・ファー
ムス／Iディキシー／アップ・オン・ザ・ルーフ
コーネル・デュプリー（g）、エリック・ゲイル（g）、ゴードン・エドワーズ（b,  
perc）、リチャード・ティー（p, el-p, org）、スティーヴ・ガッド（ds, perc）、クリ
ストファー・パーカー（ds, perc）
1976年作品／マサチューセッツ州ノースブルックフィールド録音

WPCR-28095 [WARNER BROS.]

アル・ジャロウ『ブレイキン・アウェイ』
A クローサー・トゥ・ユア・ラヴ／ B 心の友へ／
C奏でる愛／D愛は世界をめぐり／E明日に漂
う／Fブレイキン・アウェイ／Gルーフ・ガーデン
／Hトルコ風ブルー・ロンド／I今夜教えて
アル・ジャロウ（vo）、トム・スコット（horns）、ジェリー・ヘイ（flh, tp）、チャック・フィ
ンドリー（tp）、トム・カニング（key）、デイヴィッド・フォスター（key）、マイケル・オマー
ティアン（key）、ジョージ・デューク（key）、ジェイ・グレイドン（g）、スティーヴ・ルカサー

（g）、エイブラハム・ラボリエル（b）、スティーヴ・ガッド（ds）、ジェフ・ポーカロ（ds）、ラ
リー・ウィリアムス（synth）、ビル・チャンプリン（vo）、リチャード・ペイジ（vo） 他
1981年作品／カリフォルニア録音

WPCR-28103 [WARNER BROS.]

ラリー・カールトン『フレンズ』
A ブレイキン・グラウンド／ B サウス・タウン／
Cテキーラ／Dブルース・フォー・T.J. ／Eソン
グ・イン・ザ・フィフス・グレイド／Fクルージン／
GL.A.,N.Y. ／Hフレンズ
ラリー・カールトン（g, b, Fender Rhodes, perc）、マイケル・ブレッカー（sax）、ジ
ム・ホーン（fl solo）、B.B. キング（g）、エイブラハム・ラボリエル（b）、テリー・トロッ
ター（Fender Rhodes）、ジョー・サンプル（Fender Rhodes）、ブライアン・マン（org, 
synth）、ドン・フリーマン（Clavinet, Fender Rhodes, p）、ジェフ・ポーカロ（ds）、
パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、アレックス・アクーニャ（perc）、ジョー・ポーカロ

（tympani, vib）、アル・ジャロウ（vo scat）、ホーン・セクション、ストリングス
1983年作品／ハリウッド録音

WPCR-28097 [ELEKTRA]

ディー・ディー・ブリッジウォーター『涙より美しく』
A涙より美しく／Bもうひとりの貴方／Cフォー・
ザ・ガールズ／D恋に抱かれて／Eストリートシ
ンガー／F恋をしましょう／Gテキーラ・モッキ
ンバード／Hドント・セイ・イット／I私の気持ち
ディー・ディー・ブリッジウォーター（vo）、ジョージ・デューク（key）、ボビー・ラ
イル（key）、グレッグ・フィリンゲインズ（key）、ラリー・ウィリアムス（ts）、ジェ
リー・ヘイ（flh）、バイロン・ミラー（b）、ロバート・ポップウェル（b）、アルフォン
ソ・ジョンソン（b）、ローランド・バウティスタ（g）、リッキー・ローソン（ds, syn-
ds）、シーラ・E（perc）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc） 他
1979年作品／カリフォルニア録音

WPCR-28105 [ATLANTIC]

マイク・スターン『スタンダード』
Aライク・サムワン・イン・ラヴ／Bソース／Cゼ
ア・イズ・ノー・グレイター・ラヴ／ DL� バード／
E モーメンツ・ノーティス／ F ロスト・タイム／
Gウィンドウズ／Hストレート・ノー・チェイサー
／Iピース／Jジャン・ピエール／Kナーディス
マイク・スターン（g）、アル・フォスター（ds）、ジェイ・アンダーソン（b）、
ベン・ペロウスキー（dsFK）、ラリー・グレナディア（bFK）、ランディ・
ブレッカー（tp）、ボブ・バーグ（sax）、ギル・ゴールドスタイン（key）
1992年作品／ニューヨーク録音

ロベン・フォードが脱退し、新たにマーク・ルッソが加入した85年作品。
トミー・リピューマのプロデュースで、ボビー・コールドウェルがゲスト参加。

トミー・リピューマがプロデュースを手がけ、ニール・ラーセン、ジェフ・ポー
カロ、スティーヴ・ルカサーなどが参加したランディのポップなヒット作品。

83年の2作目。トミー・リピューマのプロデュースで、ロベン・フォードが
4曲に参加。ランディ・クロフォード、ブレンダ・ラッセルなどもゲスト参加。

パトリースの名前を一躍音楽シーンに知らしめたヒット作。今なおクラブ・クラ
シックとして愛され続ける名曲「フォーゲット・ミー・ノッツ（忘れな草）」収録。

ジェイ・グレイドンのプロデュースにより、緻密なサウンドと圧倒的な歌唱
力が合体した画期的名作。チック・コリアの「スペイン」のカヴァーは圧巻。

78年、スタッフ伝説の来日公演の模様を収録したライヴ盤。スティーヴ・ガッ
ドやリチャード・ティーらが、ファンキーで圧倒的なパフォーマンスを展開。

「ドント・ウォーリー・ビー・ハッピー」でグラミー賞を受賞した、七色の声を持
つ天才ヴォーカリストが、完全ア・カペラで作り上げた驚異のライヴ・アルバム。

重量級ドラマー、デニス・チェンバースに加え、ゲストにジュージ・デューク
（key）も参加した、アグレッシヴで斬新なファンキー・ジャズ・ギターの未来形。

キュートなヴォーカルとアグレッシヴなピアノ・プレイが魅力の女性アー
ティストの、豊かな才能が見事に発揮された、ポップでダンサブルな名作。

スーパー・ギタリストの94年作品。ウィル・リー（b）、マイケル・ブレッカー
（sax）、デニス・チェンバース（ds）らとの熱いインタープレイが炸裂。

天才シンガーの78年のポップな名作。リー・リトナーやフレディ・ハバー
ドなどが参加し、ビートルズの「シーズ・リーヴィング・ホーム」もカヴァー。

世界の音楽シーンに大きな衝撃を与えたスーパー・グループのデビュー作。メ
ンバー全員がひとつのビート・マシンと化して、グルーヴしまくる音は圧巻。

ジェイ・グレイドンのプロデュース、デイヴィッド・フォスター、スティーヴ・
ルカサー、ジェフ・ポーカロなどが参加した、ポップなヴォーカル・アルバム。

フュージョン界を代表するスーパー・ギタリストが、B.B. キング、アル・
ジャロウ、マイケル・ブレッカーらと繰り広げるハートフルなセッション。

ジョージ・デュークのプロデュースにより、トップ・ジャズ・シンガーが、圧
巻の歌唱力で、ファンキーでポップな歌声を聴かせる、ソウルフルな名作。

コンテンポラリー・ジャズ・ギターの雄が、スタンダード・ナンバーやオ
リジナル曲をユニークなフィーリングで奏でた、傑作ギター・アルバム。

グループとして3作目となる85年の作品。ロベン・フォードが脱退し、マーク・ルッソ
（sax）が加入して、現在の彼らのフォーマットが整い、グループとしてのイエロージャ
ケッツ・サウンドが確立された。トミー・リピューマと彼らとの共同プロデュースで、
マイケル・ランドウ（g）、カルロス・リオス（g）といったゲストに加え、「ロンリー・ウィー
クエンド」にはボビー・コールドウェルが参加し、スウィートな歌声を聴かせている。

「ストリート・ライフ」や「スウィート・ラヴ」などのヒットで知られる実力派女性シン
ガーの、81年のアルバム。トミー・リピューマがプロデュースを手がけ、ニール・ラーセ
ン（key）、ジェフ・ポーカロ（ds）、スティーヴ・ルカサー（g）、ロベン・フォード（g）など
が参加し、ポップでソウルフルなヴォーカルとサウンドを聴かせている。ブルック・ベ
ントンのヒットで知られる名曲「雨のジョージア」の表現力溢れる歌声は、まさに絶品。

ロベン・フォード（g）、ラッセル・フェランテ（key）、ジミー・ハスリップ（b）、リッキー・
ローソン（ds）によって結成されたグループの、83年の2作目。トミー・リピューマのプ
ロデュースで、ロベンはゲスト扱いとなり、4曲に参加。ジョージ・ガーシュウィンの名
曲「アイ・ガット・リズム」には、ランディ・クロフォード、ブレンダ・ラッセル、ブルース・
ホーンズビー、ビル・ラバウンティなどといった豪華ヴォーカル陣が参加。

パトリースの名前を一躍音楽シーンに知らしめたヒット作。全米14位を記録し、
「フォーゲット・ミー・ノッツ（忘れな草）」もシングル・カットされて全米23位を記録、
その後多くの DJ たちにサンプリングされた。彼女自身のヴォーカルを大きくフィー
チャーし、フレディ・ワシントン（b）、ジェイムス・ギャドソン（ds）などの実力派たちと
共に、フュージョンと R&B を絶妙のセンスで合体させた、ポップでキュートな快作だ。

ヴォーカル・パーカッションともいうべき圧倒的パフォーマンスで話題を呼んだ天才シ
ンガー、アル・ジャロウと、完璧主義者ともいうべきプロデューサー、ジェイ・グレイドン
とが出会い、それまでにはなかった驚異のヴォーカル・アルバムを作り上げた。ジャロウ
のすさまじい歌唱力をポップのヴェールで包み、聴きやすいが実はすごい、というサウ
ンドを展開している。チック・コリアのナンバーを完璧に歌い上げた「スペイン」は圧巻。

78年、スタッフ伝説の来日公演の模様を収録したライヴ・アルバム。クリス・パーカーは
急病のため不参加だが、スティーヴ・ガッドやリチャード・ティーらが、ファンキーで圧
倒的なパフォーマンスを展開している。「ジュニア・ウォーカー・メドレー」「涙をとどけ
て〜スタッフのテーマ」など、ライヴならではのレパートリーでの演奏は圧巻の一言。彼
らが、世界最高のライヴ・バンドのひとつだったということが、演奏から伝わってくる。

「ドント・ウォーリー・ビー・ハッピー」でグラミー賞を受賞した、変幻自在の声を持つ天
才ヴォーカリストのソロ・パフォーマンスの模様を収録した、84年のライヴ・アルバム。
たった一人で、様々な楽器の音を声だけで表現し、さらに手拍子や体を叩いて出る音や
口笛など、その肉体から出される音だけで演じるパフォーマンスが驚異的。ビートルズ
の「ブラックバード」、ジェイムス・ブラウンの「アイ・フィール・グッド」なども収録。

コンテンポラリー・ギターの雄であるジョン・スコフィールドが、爆弾ドラマーのデニ
ス・チェンバースを擁する彼のバンドとともにレコーディングした、タイトルどおり、
ラウドでグルーヴィーな名作。かつて“コブハム = デューク・バンド”で共演したジョー
ジ・デューク（key）をゲストとして迎え、よりバラエティに富んだサウンドを聴かせて
いる。エッジの利いたギターと、ヘヴィなファンク・ビートの融合は今なお斬新だ。

キュートなヴォーカルと躍動的なピアノ・プレイで多くのファンを魅了するパトリース
が、80年にリリースしたエレクトラからの3作目。フレディ・ワシントン（b）、レオン・ン
ドゥグ・チャンクラー（ds）、ポール・ジャクソン Jr.（g）、デヴィッド・T. ウォーカー（g）
などといったおなじみのメンバーたちに加え、ホーン・セクション、ストリングス、コー
ラスもふんだんに配して、ダンサブルでポップでファンキーなサウンドを聴かせている。

スーパー・ギタリストの94年作品。ウィル・リー（b）、マイケル・ブレッカー（sax）、ボブ・
マラック（ts）、ジム・ベアード（key）、デニス・チェンバース（ds）などといった、気心の
知れた彼の仲間たちとともに、熱くてグルーヴィーなインタープレイを展開している。
熱くなったら止まらない、グイグイと迫ってくるギター・ソロが圧巻だ。全曲彼のオリ
ジナル曲で構成されており、作曲家としてのスターンの魅力も十分に発揮されている。

圧倒的な歌唱力、驚異のリズム感、七色の声を持つ天才シンガーが、78年にリリースし
たポップな名作。名エンジニアのアル・シュミットがプロデュースを手掛け、リー・リ
トナー（g）、フレディ・ハバード（tp）などがゲストとして参加し、躍動感溢れるサウン
ドと、伸びのある歌声を聴かせている。ビートルズの「シーズ・リーヴィング・ホーム」
やオーティス・レディングの「ドック・オブ・ベイ」の個性的なカヴァーも話題となった。

全世界の音楽シーンに大きな衝撃を与えたスーパー・リズム・ユニットの76年のデ
ビュー・アルバム。ツイン・ドラムにツイン・ギターという編成で、メンバー全員がひと
つのビート・マシンと化して、ひたすらグルーヴしていくサウンドがすごい。特にス
ティーヴ・ガッドのドラムとリチャード・ティーのピアノのプレイは壮絶の一言。「フー
ツ」「いとしの貴女」など彼らの代表曲・代表的名演がズラリと並んでいる。

アル・ジャロウとジェイ・グレイドンとのコラボレーションによる81年の2作目。ジャ
ロウの人間離れした歌唱力を、グレイドンのポップで緻密なサウンドが包み込むことに
よって、他者には真似できない極上のヴォーカル・サウンドを作り上げている。デイヴィッ
ド・フォスター（key）、スティーヴ・ルカサー（g）、ジェフ・ポーカロ（ds）などによる演奏も
強力。変拍子ジャズをポップに歌い上げる「トルコ風ブルー・ロンド」の歌声は驚異的だ。

フュージョン界を代表するスーパー・ギタリストであるラリー・カールトンが、タイト
ルどおり、彼の“友人たち”と繰り広げた、ハートウォーミングなセッション・アルバム。
アル・ジャロウ、マイケル・ブレッカー、ジェフ・ポーカロ、ジョー・サンプルらとともに、
リラックスした、だがグルーヴィーなサウンドを展開している。特にカールトンの心
の師でもある B.B. キングとの共演曲「ブルース・フォー・T.J.」は話題となった。

ソウルフルな歌声で人気の女性ジャズ・シンガーの、79年の名作。ジョージ・デューク
がプロデュースを手掛け、豪華メンバーも参加。ポップでダンサブルな感覚と、歌唱力
抜群のヴォーカルが見事にフィットした、極上のヴォーカル・アルバムになっている。
後にマイケル・ジャクソンも取り上げる名曲「恋をしましょう」のポップな味わい、ラ
ムゼイ・ルイスの「テキーラ・モッキンバード」のヴォーカル・ヴァージョンも見事だ。

コンテンポラリー・ジャズ・ギター・シーンをリードしてきたマイク・スターンが、スタ
ンダード・ナンバーやオリジナル曲をユニークなフィーリングで奏でた傑作ギター・
アルバム。ジェイ・アンダーソン（b）、アル・フォスター（ds）とのアコースティックなト
リオを中心に、ランディ・ブレッカー（tp）、ボブ・バーグ（ts）などもゲストとして招き、
スターンのジャズ・ギタリストとしての魅力が、遺憾なく発揮されている名作だ。
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WPCR-28108 [WARNER BROS.]

アール・クルー『ミッドナイト・イン・サン・フアン』
Aミッドナイト・イン・サン・フアン／Bエヴリ・モーメ
ント・ウィズ・ユー／Cキッシン・オン・ザ・ビーチ／Dシー・
ネヴァー・セッド・ホワイ／E魂の鼓動／Fジャマイカン・
ウインズ／Gテーマ・フォー・ア・レイニー・デイ／Hテ
イク・ユー・ゼア
アール・クルー（g, key）、チャック・ローブ（g）、ロニー・フォスター（key）、バーナビー・フィ
ンチ（key）、リチャード・ティー（p, el-p）、エイブラハム・ラボリエル（b）、ロン・カーター（b）、
ハーヴィー・メイソン（ds）、バディ・ウィリアムス（ds）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、
デヴィッド・マシューズ（horns, rhythm-arr, cond）、トゥーツ・シールマンス（hca）、ド
ン・セベスキー（chamber ensemble arr, strings, voices, rhythm-arr, cond） 他

【録音】1989年3月〜 1990年4月　ニューヨーク

WPCR-28116 [WARNER BROS.]

ジョージ・デューク『イリュージョンズ』
Aジェネシス／B500マイル／C411／D冷たい愛
／Eイリュージョンズ／Fシンプル・シングス／Gラ
イフ・アンド・タイムス／H愛の始まる時／Iセ・ラ・ヴィ
／Jバッファロー・ソルジャーズ／Kマネー／Lノー・
グレイター・ラヴ／Mソー・アイル・プリテンド
ジョージ・デューク（key, vo, narration, back-vo）、ジェリー・ヘイ（tp, flh）、ラリー・ウィ
リアムス（ts）、カーク・ウェイラム（ts）、マイケル・ランドウ（lead-g）、マイケル・センベロ（g）、
ポール・ジャクソン Jr.（g）、レイ・ブラウン（b）、スタンリー・クラーク（picc-b）、デニス・チェ
ンバース（ds）、レオン・チャンクラー（ds）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、ヴォーカル他
1995年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28107 [WARNER BROS.]

アール・クルー『ウィスパーズ・アンド・プロミスセズ』
Aホワット・ラヴ・キャン・ドゥ／Bマスター・オブ・サス
ペンス／Cウォーター・ソング／Dストロベリー・アヴェ
ニュー／Eフォール・イン・ラヴ／Fサマー・ナイツ／Gジャ
スト・ユー・アンド・ミー／Hウィスパーズ・アンド・プロミ
セズ／Iフリスキー・ビスケッツ／Jタンゴ・クラシコ
アール・クルー（g, key, arr）、ポール・ジャクソン Jr.（el-g）、ペリー・ヒューズ（el-g）、チャック・ロー
ブ（rhythm-g）、フレディ・ワシントン（b）、エディ・ゴメス（b）、ジョージ・デューク（synth-b）、ウォー
レン・バーンハート（p）、ロニー・フォスター（key, synth-fills, arr）、ハーヴィー・メイソン（ds）、バ
ディ・ウィリアムス（ds）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、ルー・ソロフ（tp）、ジョン・ファディス（tp）、
ジョージ・ヤング（sax）、フランク・ウェス（sax）、ロニー・キューバー（sax）、デヴィッド・マシュー
ズ（arr, cond）、ドン・セベスキー（arr, cond）、クレア・フィッシャー（strings arr, cond） 他
1989年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28115 [WARNER BROS.]

ジョージ・デューク『ミューア・ウッズ組曲』
A第1章／B第2章／C第3章／Dパーカッショ
ン・ソロ／E第4章／F第5章／Gベース・ソロ／
H第6章（ラヴ・テーマ）／Iドラム・ソロ／J第
7章／Kモントルー・ナイツ〈ボーナス・トラック〉
ジョージ・デューク（p）、スタンリー・クラーク（b）、チェスター・トン
プソン（ds）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、パッチズ・スチュワー
ト（add-tp）、リール国立管弦楽団、エットーレ・ストラッタ（cond）

【録音】1993年7月12日　スイス　『モントルー・ジャズ・フェスティヴァル』でのライヴ

WPCR-28110 [WARNER BROS.]

デイヴィッド・サンボーン『チェンジ・オブ・ハート』
Aシカゴ・ソング／Bイモジェン／Cハイ・ローラー
／ D ティンティン／ E ブレイキング・ポイント／
Fチェンジ・オブ・ハート／Gサマー／Hドリーム
デイヴィッド・サンボーン（as）、マイケル・ブレッカー（Steinerphone EWI）、ハイラム・ブ
ロック（lead-g, rhythm-g, el-g solo）、カルロス・リオス（el-g, g）、アンソニー・ジャクソ
ン（b）、ドン・グロルニック（el-p）、スティーヴ・ガッド（ds）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、
ミノ・シネル（perc, el-ds fills）、マーカス・ミラー（key, b, rhythm-g, synth-arr）、フィ
リップ・セス（key, synth, programming, arr, synth-g lead）、マイケル・コリーナ（all-
synth, programming, arr）、ロニー・フォスター（all-synth, programming, arr）、マ
イケル・センベロ（all-synth, programming, arr, back-vo） 他

1987年作品／ニューヨーク＆ロサンゼルス録音

WPCR-28118 [WARNER BROS.]

ジョー・サンプル『オールド・プレイセズ・オールド・フェイセズ』
Aフリー・ユアセルフ／Bブラック・アンド・ホワイト
／Cクリフトンズ・ゴールド／Dオールド・プレイセ
ズ・オールド・フェイセズ／Eトーンズ・フォー・ベン
／Fヒッピーズ・オン・ア・コーナー／Gソウリィ・ク
レオール／ H ファースト・ラヴ／ I マイルス・オブ・
ブルー／Jエンジェルス・オン・マイ・マインド
ジョー・サンプル（p, Rhodes）、ジェイ・アンダーソン（b）、チャールス・ロイド（ts）、
ディーン・パークス（g）、レニー・カストロ（perc, Kit）、ラルフ・ペンランド（ds）
1996年作品／カリフォルニア州ノースハリウッド、シュネー・スタジオ録音

WPCR-28112 [ATLANTIC]

ハービー・マン『イエロー・フィーヴァー』
Aイエロー・フィーヴァー／Bカミン・ホーム・ベイビー／
Cヘイ・ポッキー・アウェイ／Dシティ・オブ・ドリームス／
Eキッドナッピン・ラヴァー／Fワイルド・サイドを歩け
ハービー・マン（fl, sax, voC）、アル・アイゾー（ds）、ニール・ジェイソン（b）、ジェフ・
ショーン（key）、シルヴィオ・タンクレディ（g）、レイモンド・ゴメス（g）、クラウディオ・
シモネッティ（Arp Omni, mini moog, Roland sequencer［programming & 
arrangements］）、ジミー・メイレン（perc）、ラファエル・クルス（percA）、フィル・ア
ナスタシ（vo）、クリステ・シャイアー（vo）、ブレンダ・ホワイト（vo）、イヴォンヌ・ルイス

（vo）、ディーヴァ・グレイ（vo）、ヴァレリー・ウィルソン（vo）、ジョー・シェプリー（horns）、
ジョージ・ヤング（horns）、ランディ・ブレッカー（horns）、アルマンド・ノリエガ（horns）、
マイケル・ブレッカー（horns）、ボブ・スミス（horns）、ダニー・カーン（horns）
1979年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28120 [ATLANTIC]

ダニー・ゴットリーブ『ホワールウィンド（旋風）』
Aトロピック・ヒート／Bリーフ・ウォリアーズ／Cトワ
イライト・ドライヴ／Dジャスト・パッシング・バイ／Eリ
ターン・トゥ・カリ・オー／Fパーカッション・オブ・ザ・スピリッ
ト／Gオープン・ロード�＊／Hネヴァーモア�＊／Iホー
ルド・オン！／Jホワールウィンド（旋風）／Kパーカッショ
ン・オブ・ザ・スピリット（パート2）＊� ＊Bonus�Track
ダニー・ゴットリーブ（ds, el-perc）、ビル・エヴァンス（ts）、ルー・ソロフ（tp）、ジョン・
アバークロンビー（g, g-synth）、チャック・ローブ（g）、マーク・イーガン（b）、ミッチェル・
フォアマン（p）、ダグ・ホール（p, key, programming, rhythm-g, add-synth）他
1989年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28114 [WARNER BROS.]

デオダート『モーション』
AS.O.S（ファイア・イン・ザ・スカイ）／Bネヴァー・
ニュー・ラヴ／Cバス・ストップ／Dモーション／
Eアー・ユー・フォー・リアル／Fメイク・ユー・フィー
ル・グッド
デオダート（key 他）、カトリース・バーンズ（vo 他）、ジェリー・バーンズ（g, b 他）、
カミーユ（vo他）、リック・スーチョウ（Linn drums他）、アラン・パランカー（Fender 
Rhodes 他）、アール・ガードナー（tp）、キース・オークィン（tb）、ネルソン・ランジェ
ル（as）、ボブ・マラック（ts）、ノーマン・ダーハム（programming, Mini-Moog）

【録音】1984年1 〜 3月　ニューヨーク

WPCR-28122 [WARNER BROS.]

ザ・セクション『フォワード・モーション』
Aスマイリン・エド／Bエル・ミラドール・ボレロ／
Cア・カインド・オブ・アルバトロス／Dワン・ドラ
ム／Eブレット・トレイン／Fフォワード・モーショ
ン／Gベイビー・レイム／Hゲット・ダウン、ピル
トダウン／I龍安寺の石庭／Jバーニング・ブッシュ
ダニー・コーチマー（g）、リーランド・スクラー（b）、クレイグ・ダーギ（p, org, 
Moog）、ラス・ カンケル（ds, perc, gI, marimbaI）、セルジオ・ パストラ

（percA）、リー・パストラ（percA）

【録音】1973年4月〜 5月　ロサンゼルス

WPCR-28109 [ATCO]

ヤン・アッカーマン『流浪の神殿』
Aジョン・ダウランドによるブリタニア／Bフランシス・ピルキントンによる
ミセス・マーコットに捧げるコラント／Cジョン・ダウランドによるダービー
卿のガリアード／D王の館／Eアンソニー・ホルボーンによるガリアード／
Fジョン・ダウランドによるガリアード／Gトーマス・モーリーによるパヴァ
ン／H主よ／Iローマのローレンツィーニによるファンタジー／Jラミー
［アイ・アム／アスリープ、ハーフ・アスリープ、アウェイク／シー・イズ／ラミー、
ウィ・アー／ザ・ラスト・ウィル・アンド・テスタメント／アーメン］
ヤン・アッカーマン（lute, b, g, el-g, org, perc）、ジョージ・フリン（harpsichord, p, 
glockenspiel）、ティム・ボガート（b）、レイ・ルーカス（ds）、カーマイン・アピス（ds）、ジー
ン・オルロフ（concert master）他、ストリングス、ヴォーカル、コーラス
1973年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28117 [WARNER BROS.]

ボブ・ジェームス＆カーク・ウェイラム『ジョインド・アット・ザ・ヒップ』
Aソウェト／Bキッキン・バック／Cアウト・オブ・
ザ・コールド／Dデジャ・ブルー／E真夜中のオア
シス／Fテル・ミー・サムシング・ナイス／Gツール・
ド・フォース／Hゲットー／I祈り
ボブ・ジェームス（key）、カーク・ウェイラム（sax）、クリス・ウォー
カー（b）、ビリー・キルソン（ds）、ジェフ・ゴルーブ（g）、レナード“ドッ
ク”ギブス（percB-EI）、ハイラム・ブロック（gBEH）、ヒラリー・
ジェームス（voE）、ケヴィン・ウェイラム（voE）
1996年作品／コネチカット＆ニューヨーク録音

WPCR-28111 [ELEKTRA]

スタンリー・タレンタイン『ホーム・アゲイン』
Aパラダイス／Bユー・キャント・テイク・マイ・ラ
ヴ／Cアイル・ビー・ゼア／Dアイ・ニュー・イット・
クドント・ハプン／Eブロー／Fアット・ザ・クラ
ブ／Gジェミニ／Hコンセプション
スタンリー・タレンタイン（ts）、ボビー・ブルーム（g）、ネイザン・イースト（b）、フ
レディ“レディ”ワシントン（b）、エイブラハム・ラボリエル（b）、ピーター・ブラウ
ン（b, rhythm-arr）、レオン“ンドゥグ”チャンクラー（ds）、マイケル・ホワイト

（ds）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、アイリーン・キャラ（vo） 他

1982年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28119 [ATLANTIC]

ビリー・コブハム『ライフ＆タイムズ』
Aライフ＆タイムズ／B29／Ca)シエスタb）ウェ
イク・アップ !!!!!! ザッツ・ホワット・ユー・セッド／
D イースト・ベイ／ E アースリングス／ F ソング・
フォー・ア・フレンド（パートⅠ）／Gオン・ア・ナチュ
ラル・ハイ／Hソング・フォー・ア・フレンド（パートⅡ）
ビリー・コブハム（perc, Moog-synthesizer, arr）、ジョン・スコフィールド（g）、ジョー
ジ・デューク（key）、ダグ・ローチ（b）、リチャード・デイヴィス（bC-[a]）、アラン・ザヴォッ
ド（orgA）、フィル・ボドナー（b-clC-[a], flC-[a]）、ジーン・オルロフ（vln）、アル・ブラ
ウン（viola）、カーミット・ムーア（celloC-[a]）、アリフ・マーディン（arrC-[a]）

1976年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28113 [ATLANTIC]

ジーン・ペイジ『ホット・シティ〜ジーン・ペイジとバリー・ホワイトの世界』
A夢ここに／Bジャングル・アイズ／Cシーズ・マイ・
メイン・スクイーズ／Dジーンのテーマ／E暗黒に
生きて／Fドント・プレイ・ザット・ソング／Gサテン・
ソウル／Hクリーム・コーナー／Iトゥ・ザ・ボーン
ジーン・ペイジ（arr, cond, key）、エド・グリーン（ds）、ウィルトン・フェルダー（b）、
レイ・パーカー Jr.（g）、ディーン・パークス（g）、デヴィッド・T. ウォーカー（g）、クラ
レンス・マクドナルド（key）、バリー・ホワイト（key）、アーニー・ワッツ（fl, sax） 他

1974年作品／カリフォルニア州グレンデール録音

WPCR-28121 [WARNER BROS.]

フォープレイ『4』
A スティル・ザ・ワン／ B リトル・フォクセス／�
Cセクシャル・ヒーリング／Dチャームド、アイム・
シュア／Eサムワン・トゥ・ラヴ／Fリオ・ラッシュ
／Gピース・オブ・マイ・ハート／Hスロー・スライ
ド／Iヴェスト・ポケット／Jスワンプ・ジャズ
ボブ・ジェームス（key）、ラリー・カールトン（g）、ハーヴィー・メイソン（ds）、ネイザン・イー
スト（b, vo, back-vo, scat）、ヘザー・メイソン（vo）、ケヴィン・レトー（vo）、ミシェル・
ピラー・カールトン（vo）、エル・デバージ（vo）、ジェームス・デバージ（back-vo）、ケネス

“ベイビーフェイス”エドモンズ（vo, vo-arr）、シャニース・ウィルソン（vo）
1998年作品／ロサンゼルス録音

アコースティック・フュージョン・ギターと、ジャマイカン・フィーリングが
合体した傑作。トゥーツ・シールマンス（hca）、ロン・カーター（b）なども参加。

フィル・ペリー、ダイアン・リーヴス、ジェイムス・イングラム、エモーション
ズなどといったシンガーたちを迎えた、ポップでダンサブルな95年作品。

アコースティック・ギターの第一人者が、クレア・フィッシャー、デヴィッド・
マシューズ、ドン・セベスキーら名アレンジャーと作り上げた優しい名作。

名キーボード奏者であり、名アレンジャーでもあるジョージ・デュークが、
80人編成のオーケストラと共に作り上げた、壮大な大自然への賛歌。

グラミー賞を受賞した「シカゴ・ソング」や、「ドリーム」「サマー」など代
表曲満載の、スーパー・アルト・サックス奏者87年の大ヒット・アルバム。

クルセイダーズの名ピアニストが、彼の考えるソウル・ミュージックをアコー
スティック・ピアノで表現した意欲作。チャールス・ロイド（ts）もゲスト参加。

ジャズ・フルートの第一人者のハッピーな名作。名曲「カミン・ホーム・
ベイビー」の再演や、ミーターズの「ヘイ・ポッキー・アウェイ」なども収録。

パット・メセニー・グループ、エレメンツなどで活躍してきたドラマーのソ
ロ第2作。ジョン・アバークロンビー（g）、ビル・エヴァンス（ts）なども参加。

ブラジル出身の名アレンジャーの、84年作品。エレクトリック・ファンク・
サウンドを大胆に取り入れ、現在もクラブ・シーンで高い人気の1枚。

ジェイムス・テイラーのバック・バンドのメンバーで結成された、スーパー・
セッション・ユニットの第2弾。歌心とセンスに溢れたサウンドが満載。

元“フォーカス”の名ギタリストのソロ第3弾。ティム・ボガート（b）、カーマイン・
アピス（ds）なども参加し、アコースティックでクラシカルなサウンドを展開。

ボブ・ジェームスと、かつて彼のグループに在籍していたカーク・ウェ
イラムが久々に共演した、とびきりファンキーでヒップな、96年作品。

ファンキー・テナーの巨人による、スケールの大きなブロウが楽しめる82
年の名作。アイリーン・キャラ（vo）、ネイザン・イースト （b）なども参加。

超絶技巧を駆使する重量級ドラマーの、76年作品。圧倒的なドラミングと、
アグレッシヴなサウンドが炸裂する。若きジョン・スコフィールド（g）も参加。

ラヴ・アンリミテッド・オーケストラなどを手掛けた、R&B 史上最高のア
レンジャーのソロ作。豪華メンバーとともに、ゴージャスなサウンドを展開。

フュージョン・シーンのトップ・プレイヤー 4人が集結したスーパー・グルー
プの4作目。本作よりラリー・カールトン（g）が参加し、サウンドもより強力に。

日本初 CD 化 日本初 CD 化日本初 CD 化

日本初 CD 化

アール・クルーの91年のヒット作。トゥーツ・シールマンス（hca）、ロン・カーター（b）、
リチャード・ティー（key）、エイブラハム・ラボリエル（b）、ハーヴィー・メイソン（ds）な
どといった多彩なミュージシャンたちに加え、ドン・セベスキーやデヴィッド・マシュー
ズのアレンジによりストリングスも加わり、アコースティック・フュージョン・ギター
と、ジャマイカン・フィーリングが合体した、心地のいいサウンドを聴かせている。

名キーボード奏者／アレンジャーの、ポップなヒット作品。フィル・ペリー、ダイアン・
リーヴス、ラシェル・フェレル、ジェイムス・イングラム、シャンテ・ムーア、マーヴィン・
ワイナンズ、マーヴィン・ウォーレン、ジョイス・ケネディ、エモーションズなどといっ
た豪華ヴォーカル陣が参加し、ポップでセンスのいいサウンドを聴かせている。また

「ソー・アイル・プリテンド」には、ジャズ・ベースの巨匠レイ・ブラウンも参加。

アコースティック・フュージョン・ギターの第一人者であるアール・クルーの名作。クレア・
フィッシャー、デヴィッド・マシューズ、ドン・セベスキーなどといった名アレンジャー
たちを招き、また彼自身もアレンジを手掛け、優しくも力強いサウンドを聴かせている。
クルーの温かく、メロディアスなアコースティック・ギター・サウンドがとても魅力的だ。
すべて彼のオリジナル曲で構成されており、作曲家としての才能も発揮されている。

名キーボード奏者であり、名アレンジャーでもあるジョージ・デュークが、渾身の力を
込めて作り上げた壮大な組曲。93年のモントルー・ジャズ・フェスティヴァルでのライヴ・
レコーディングで、80人編成のオーケストラと、さらにスタンリー・クラーク（b）やチェ
スター・トンプソン（ds）なども加わり、母なる大自然への賛歌を高らかに歌い上げてい
る。まさに作編曲家としての彼の集大成ともいうべき、スケールの大きな傑作だ。

サンボーンの87年のヒット作品。マーカス・ミラー、マイケル・コリーナ、フィリップ・
セス、ロニー・フォスターといった複数のプロデューサーたちとともに、ファンキーな
がらも、ポップでヴァラエティに富んだサウンドを展開している。グラミー賞の“ベス
ト・R&B・インストゥルメンタル・パフォーマンス”を獲得した「シカゴ・ソング」をはじ
めとして、「ドリーム」「サマー」など、ライヴの人気曲が数多く収録されている。

クルセイダーズの名ピアニストが、彼の考えるソウル・ミュージックをアコースティッ
ク・ピアノで表現した意欲作。ジェイ・アンダーソン（b）、レニー・カストロ（perc）との
トリオを中心に、チャールス・ロイド（ts）、ディーン・パークス（g）、ラルフ・ペンランド

（ds）がゲストとして参加している。すべて彼のオリジナル曲で、彼のルーツを再確認
しつつ、新たなる地平へと進もうとしている姿勢が音で表現されている、深い名作だ。

ジャズ・フルートの第一人者の、ディスコ・フィーリングも取り入れたハッピーな名作。
ニール・ジェイソン（b）、レイ・ゴメス（g）といった実力派ミュージシャンたちとともに、
熱くて軽快なインタープレイを聴かせている。名曲「カミン・ホーム・ベイビー」の再演
や、ミーターズの「ヘイ・ポッキー・アウェイ」、ルー・リードの「ワイルド・サイドを歩け」
などといったユニークなカヴァー・ヴァージョンも収録。

パット・メセニー・グループ、エレメンツなどで活躍してきたドラマーのソロ第2作。ダ
グ・ホール（key）がプロデュースを手掛け、盟友マーク・イーガン（b）はもちろん、ジョ
ン・アバークロンビー（g）、ビル・エヴァンス（ts）、ルー・ソロフ（tp）、ミッチェル・フォア
マン（p）などといった彼の仲間たちも参加し、繊細だがクリエイティヴなサウンドを
展開している。ストーリー性のある、独特なドラミングが発揮された意欲作だ。

ブラジル出身の名アレンジャーの、84年のヒット作品。エレクトリック・ファンク・サ
ウンドを大胆に取り入れ、ダンサブルでエッジの立った、斬新で躍動感溢れるサウン
ドを展開している。また“ジューシー”としても知られる、ジェリー・バーンズとカトリー
ス・バーンズ兄妹も大々的にフィーチャーされており、デオダート・サウンドに新たな
る魅力を吹き込んでいる。現在も、クラブ・シーンなどで高い人気を獲得している1枚。

ダニー・コーチマー（g）、クレイグ・ダーギ（key）、リーランド・スクラー（b）、ラス・カン
ケル（ds）という、ジェイムス・テイラーのバック・バンドのメンバーによって結成され
た、スーパー・セッション・ユニットの第2弾。歌のバッキングに長けた、歌心溢れるプ
レイヤーたちが、それぞれの楽器で歌っているサウンドは、まさに本領発揮といえる
だろう。西海岸サウンドのエッセンスを抽出したようなインスト・アルバム。

“フォーカス”で活躍していた、オランダ出身の名ギタリストの、3作目となるソロ・アル
バム。アッカーマンはアコースティックとエレクトリックの両方をプレイし、クラシッ
クの要素も取り入れた、スケールの大きな音楽を展開している。ティム・ボガート（b）と
カーマイン・アピス（ds）という、ヴァニラ・ファッジや BB&A などでおなじみの強力リ
ズム・セクションも参加し、そんなサウンドにワイルドなビートを付け加えている。

ボブ・ジェームスと、かつて彼のグループに在籍していたカーク・ウェイラムとが久々
に共演した、タイトルどおり、とびきりファンキーでヒップなアルバム。ボブの端正な
ピアノと、カークのファンキーなサックスが絶妙に融合し、この2人ならではのサウン
ドを聴かせている。彼らのオリジナル曲に加え、マリア・マルダーの「真夜中のオアシ
ス」、ダニー・ハサウェイの「ゲットー」のカヴァー・ヴァージョンも収録されている。

ファンキー・テナーの巨人による、スケールの大きなブロウが楽しめる82年の名作。
R&B シンガーであり、ナタリー・コールやアレサ・フランクリンなどにも楽曲を提供し
ているチャック・ジャクソンがプロデュースを手掛け、ソウルフルなサウンドを展開し
ている。「ユー・キャント・テイク・マイ・ラヴ」にはアイリーン・キャラ（vo）がフィーチャー
されている他、ネイザン・イースト（b）、レオン“ンドゥグ”チャンクラー（ds）なども参加。

超絶技巧を駆使する重量級ドラマーの、76年作品。コブハム自身のプロデュースで、彼
のグループを中心としたレコーディングになっており、若きジョン・スコフィールド（g）
も参加している。また「シエスタ」という曲は、アリフ・マーディンがアレンジを手掛け、
リチャード・デイヴィス（b）らも参加している。コブハムの圧倒的なドラミングと、ア
グレッシヴなグループ・サウンドが炸裂する、ハード・フュージョンの名作だ。

ラヴ・アンリミテッド・オーケストラなどを手掛けた、R&B 史上最高のアレンジャーと
いわれているジーン・ペイジのソロ・アルバム。バリー・ホワイトがプロデュースを手掛け
ており、キーボードもプレイしている。他にも、デヴィッド・T. ウォーカー（g）、ウィルトン・
フェルダー（b）、エド・グリーン（ds）、アーニー・ワッツ（sax）などといった豪華メンバー
が参加し、ペイジのめくるめくアレンジを、ゴージャスなサウンドで聴かせている。

フュージョン・シーンのトップ・プレイヤー4人が集結したスーパー・グループの4作目で、
本作より、リー・リトナーに代わってラリー・カールトンが参加している。フォープレイ
のソフィスティケイトされたサウンドと、カールトンのギターとが見事にフィットし、
彼らのサウンドを、より高品質でハイ・センスなものにしている。エル・デバージ、ケヴィ
ン・レトー、ケネス“ベイビーフェイス”エドモンズらがヴォーカルで参加している。
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WPCR-28132 [ATLANTIC]

マイク・スターン『ギヴ・アンド・テイク』
Aアイ・ラヴ・ユー／Bフック・アップ／Cエヴリシン
グ・チェンジズ／Dワン・ライナーズ／Eジョーンズ・
ストリート／Fランピー／Gルームス／Hザッツ・ホワッ
ト・ユー・シンク／Iジャイアント・ステップス／Jフー・
ノウズ／Kオレオ／〈ボーナス・トラック〉Lハイク
マイク・ スターン（g）、ジョン・ パティトゥッチ（b）、ジャック・ ディジョネッ
ト（dsA-EHI）、ドン・ アライアス（percFGJK）、マイケル・ ブレッカー

（tsBDE）、デイヴィッド・サンボーン（asH）、ギル・ゴールドスタイン（pFGL）
1997年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28131 [ATLANTIC]

マイク・スターン『ビトゥイーン・ザ・ライン』
A サニーサイド／ B ザ・ヴァイン／ C ウィング・
アンド・ア・プレイヤー／ D ルーズ・ザ・スーツ／
Eユー・ネヴァー・ノウ／Fテル・ミー／Gウィズ・
ア・トゥイスト／Hトゥルー・イナフ／Iペイジズ
／Jベイト・トーン・ブルース
マイク・スターン（g）、デイヴ・ウェックル（ds）、ジェフ・アンドリュース（b）、ボブ・
マラック（ts）、ジム・ベアード（key）、リンカーン・ゴーインズ（bFG）、デニス・
チェンバース（dsFG）
1996年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28134 [WARNER BROS.]

アール・クルー『そよ風のオアシス』
Aハッピー・ソング／Bメイビー・トゥナイト／Cサンセッ
ト・アイランド／Dアイル・ビー・ウェイティング／Eザ・ウィ
グル／Fバイ・ザ・シー／Gオンリー・ユー／Hスロウ・ボー
ト・トゥ・リオ／Iアイル・ビー・ウェイティング（リプライズ）
／Jティル・ジ・エンド・オブ・タイム／Kオープン・ロード
アール・クルー（g, key, el-p）、レニー・プライス（sax）、レイモンド・マンゼロール（sax）、
ルイス・レスト（key, p）、ロニー・フォスター（key）、バーナビー・フィンチ（key）、ヴァー
ノン・フェイルズ（key, p）、レジー・マクトウ（g）、アル・ターナー（b）、ハーヴィー・メイソ
ン（ds）、ジーン・ダンラップ（ds, perc）、ロン・オーティス（ds）、パウリーニョ・ダ・コス
タ（perc）、エディ・バラード（vo）他
1996年作品／ニューヨーク＆ミシガン録音

WPCR-28136 [ATLANTIC]

ヤン・アッカーマン『寛（くつろ）ぎの時』
Aクラッカーズ／Bエンジェル・ウォッチ／Cパヴァー
ヌ／ D ストリートウォーカー／ E スカイダンサー
／Fフローティン／Gゲート・トゥ・ヨーロッパ

ヤン・アッカーマン（g）、ヨアヒム・キューン（key）、シーズ・ファン・
デル・ラールス（b）、ブルーノ・カステルッチ（ds）、ピエール・ファン・
デル・リンデン（dsF）、ネッピー・ノヤ（perc）

1977年作品／オランダ、ブラリクム録音

WPCR-28138 [ELEKTRA]

デイヴィッド・サンボーン『アップフロント』
A スネイクス／ B ベニー／ C クロスファイアー
／Dフル・ハウス／Eソウル・セレナーデ／Fヘ
イ／Gバン・バン／Hアルカザー／Iランブリン

デイヴィッド・サンボーン（as, ss, vo）、マーカス・ミラー（b, key）、スティーヴ・
ジョーダン（ds, rhythm g）、リッキー・ピーターソン（org）、リチャード・ティー

（org）、ハイラム・ブロック（add-g）、エリック・クラプトン（solo g）、コーネル・
デュプリー（g）、ドン・アライアス（perc, cga, vo）、ランディ・ブレッカー（tp）、
トミー・リピューマ（vo）、リッキ・サンボーン（vo）他
1992年作品／ニューヨーク＆ニュージャージー録音

WPCR-28133 [WARNER BROS.]

アール・クルー『ムーヴ』
Aアクロス・ザ・サンド／Bムーヴ／Cファー・フロム・ホー
ム／ D ティップトウィン／ E ナイトウォーク／ F フェイ
ス・イン・ザ・ウィンド／ G ビッグ・タートル・リヴァー／
Hハイウェイ・ソング／Iウィンター・レイン／Jドゥー
イン・イット／Kアクロス・ザ・サンド・パートⅡ
アール・クルー（g, mand, key, org, p）、グレッグ・フィリンゲインズ（key, synth-b）、
アルバート・ダンカン（key）、トム・ホール（key）、デヴィッド・スプラッドリー（p）、レイモ
ンド・マンゼロール（sax, wind controller）、ランディ・ジェイコブス（g）、ジミー・アリ

（b）、ラルフ・アームストロング（b）、ジーン・ダンラップ（ds, perc）、フレッド・ハモンド（vo, 
vo arr）、コミッションド（vo）、キー・バラード（vo）、ドゥエイン・ホワイトヘッド（vo）他
1994年作品／ミシガン州ディアボーンハイツ録音

WPCR-28135 [ATLANTIC]

ヤン・アッカーマン＆カズ・ラックス『エリ』
Aエリ／Bガーディアン・エンジェル／Cトラン
キライザー／Dキャント・フェイク・ア・グッド・タ
イム／Eゼア・ヒー・スティル・ゴーズ／Fストリ
ンドバーグ／ G ウィングス・オブ・ストリングス／
Hネイキッド・アクトレス／Iフェアリーテイル
ヤン・アッカーマン（g, b）、カズ・ラックス（vo）、ヤスパー・ファントフ（key）、リック・ファ
ン・デル・リンデン（key）、ワーウィック・リーディング（b）、ピエール・ファン・デル・リン
デン（ds）、リシャール・デュボワ（ds）、ネッピー・ノヤ（perc）、マルグリート・エシュイス

（back-vo）、マギー・マクニール（back-vo）、パトリシア・パーイ（back-vo）
1976年作品／オランダ、ブラリクム録音

WPCR-28137 [REPRISE]

デイヴィッド・サンボーン『クローズ・アップ』
Aスラム／BJ.T. ／Cレスリー・アン／Dグッ
ドバイ／Eセイム・ガール／Fピラミッド／Gタ
フ／Hソー・ファー・アウェイ／Iユー・アー・エヴ
リシング／Jキャメル・アイランド
デイヴィッド・サンボーン（as, Gang vo）、マーカス・ミラー（b, key, g, p）、リッ
キー・ピーターソン（el-p, add-key）、リチャード・ティー（p）、ハイラム・ブロック（g, 
el-g）、ジェフ・ミロノフ（ac-g）、ナイル・ロジャース（rhythm-g）、ポール・ジャクソ
ン Jr.（g）、ヴィニー・カリウタ（ds）、スティーヴ・ジョーダン（drum fills, funky 
breakdown g)、パウリーニョ・ダ・コスタ（cga, perc）、マイケル・ラフ（vo）他
1988年作品／ニューヨーク録音

ジョン・パティトゥッチ（b）、ジャック・ディジョネット（ds）らを迎え、スタ
ンダード曲にも過激に挑戦した、コンテンポラリー・ジャズ・ギターの名作。

ジェフ・アンドリュース（b）とデイヴ・ウェックル（ds）とのトリオを中心
に、ダイナミックかつ繊細なギター・プレイが縦横無尽に駆け巡る快作。

アコースティック・ギター・フュージョンの第一人者が、気の合った仲間
たちとリラックスしたセッションを展開する、ハートウォーミングな名作。

元フォーカスの名ギタリストのソロ作品。繊細なギター・ソロが展開された、
プログレとフュージョンとの美しき融合。ヨアヒム・キューン（key）も参加。

サンボーンのファンキーな傑作。キング・カーティスの「ソウル・セレナーデ」
やオーネット・コールマンの「ランブリン」などを独自の感覚でカヴァー。

自身がプロデュースも手がけ、コーラスなどもフィーチャーした、ゴージャ
スでハイ・クオリティなアコースティック・ギター・フュージョンを展開。

元フォーカスの名ギタリストが、かつて同じバンドで活動していたシンガー
のカズ・ラックスと再び組んだ76年作品。ジャンルを超えた美しき邂逅。

マーカス・ミラーが全面プロデュースを手掛け、ファンキーなグルーヴと
サンボーンの唯一無二のアルトが見事に合体した傑作。グラミー賞も受賞。

コンテンポラリー・ジャズ・ギターをリードし続けるスーパー・ギタリストが、ジョン・
パティトゥッチ（b）、ジャック・ディジョネット（ds）、マイケル・ブレッカー（ts）、デイヴィッ
ド・サンボーン（as）らと共に、オリジナル曲に加えて「アイ・ラヴ・ユー」「ジャイアント・
ステップス」「オレオ」などのスタンダード曲や、ジミ･ヘンドリックスの「フー・ノウズ」
などに過激に挑戦した力作。大胆かつ繊細なギター・ワークが冴え渡る。

コンテンポラリー・ジャズ・ギターの雄が、ジェフ・アンドリュース（b）とデイヴ・ウェッ
クル（ds）とのトリオを中心に、ダイナミックかつ繊細なギター・プレイを縦横無尽に展
開する快作。また曲によっては、そこにボブ・マラック（ts）、ジム・ベアード（key）なども
加わり、躍動的でスポンテニアスなインタープレイを展開している。全曲スターンのオリ
ジナル曲で、自由な音空間の中、熱くなったら止まらない迫真のギター・ソロが圧巻だ。

アコースティック・ギター・フュージョンの第一人者が、ロニー・フォスター（key）、バー
ナビー・フィンチ（key）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、ジーン・ダンラップ（ds）らを
はじめとする、気の合った仲間たちと、リラックスしたセッションを展開した、ハート
ウォーミングなギター・アルバムの名作。クルーはアコースティック・ギターに加え、キー
ボードやピアノもプレイし、全体のサウンドによりヴァリエイションを与えている。

元フォーカスの名ギタリストが、自らの名前をタイトルに冠した、77年のソロ・アルバ
ム。繊細かつメロディアスなギター・ソロと、グルーヴィーなサウンドがひとつになった、
プログレとフュージョンとの美しき融合ともいうべき音楽が展開されている。一音一音、
丹精込めて奏でられる個性的なギター・ソロは、彼ならではの個性に満ちており、まさに
ワン・アンド・オンリーなギターの名作だ。ヨアヒム・キューン（key）も参加している。

デイヴィッド・サンボーンのワン & オンリーのアルト・サックスと、マーカス・ミラー
の大胆かつ緻密なプロデュース・ワークがひとつになって生まれた、90年代のサンボー
ンを代表する傑作。名曲「スネイクス」などで聴かせる、新感覚のファンク・サウンドは
音楽シーンに大きな衝撃を与えた。またキング・カーティスの「ソウル・セレナーデ」、
オーネット・コールマンの「ランブリン」といった、意表を突くカヴァー曲も耳に新鮮だ。

アコースティック・フュージョン・ギターの第一人者による94年の名作。自身がプロ
デュースも手がけ、グレッグ・フィリンゲインズ（key）、ジーン・ダンラップ（ds）、ジミー・
アリ（b）など気心の知れた仲間たちとともに、またコーラスもフィーチャーし、ゴージャ
スでハイ・クオリティで、ちょっぴりダウン・トゥ・アースなサウンドをクリエイトして
いる。メロディアスに、そしてソウルフルにメロディを歌うクルーのギターが心地いい。

元フォーカスの名ギタリストが、70年代前半に“ブレインボックス”というグループで共
に活動していたシンガーのカズ・ラックスと再び組んだ76年作品。ロック、ポップス、ジャ
ズ、フュージョンといった様々なジャンルをポンと跳び超え、アッカーマンのエレガント
なギターとラックスのソウルフルなヴォーカルが、時には絶妙に融合し、そして時にはぶ
つかり合いながら、美しく、そしてアグレッシヴなサウンドをクリエイトしている。

マーカス・ミラーが全面的にプロデュースを手掛け、ハイラム・ブロック（g）、リッキー・
ピーターソン（key）、スティーヴ・ジョーダン（ds）なども参加し、90年代以降のサンボー
ン・ファミリーが形成されるきっかけとなった88年のヒット作品。ファンキーなオリ
ジナル曲に加え、スタイリスティックスの名曲「ユー・アー・エヴリシング」の情感溢れ
るカヴァーも話題となった。グラミー賞“ベスト・ポップ・インストゥルメンタル”を受賞。

WPCR-28124 [ELEKTRA]

パトリース・ラッシェン『夏微風（サマー・ウィンド）』
A夢みる面影／B夜と共に去りぬ／C過ぎ去りし恋／
Dスーパースター／Eハートエイク・ハートブレイク／
Fゲット・オフ／G変わらぬ愛を／Hパーフェクト・ラ
ヴ／Iハイ・イン・ミー／Jトゥ・イーチ・ヒズ・オウン
パトリース・ラッシェン（Rhodes, el-p, synth, synth-b, vo, back-vo）、ジェラルド・
アルブライト（sax solo, b）、フレディ“レディ”ワシントン（b, el-b, back-vo）、グレゴ
リー・D. ムーア（g）、マーロ・ヘンダーソン（g）、ロメオ・ウィリアムス（b）、パウリーニョ・
ダ・ コスタ（timbales, perc）、ハーヴィー・ メイソン（Simmons Toms, Tom fills, 
cymbals）、ロイ・ギャロウェイ（back-vo）、リン・デイヴィス（back-vo）、ジム・ギルス
トラップ（back-vo）
1984年作品／ロサンゼルス＆ハリウッド録音

WPCR-28123 [WARNER BROS.]

アル・ジャロウ『ジャロウ』
Aモーニン／Bブギー・ダウン／C君故に／Dセイヴ・ミー／
E ステップ・バイ・ステップ／ F ブラック・アンド・ブルース／
Gトラブル・イン・パラダイス／Hノット・ライク・ディス／I愛
を待ちわびて／〈ボーナス・トラック〉Jアイ・キープ・コーリン
アル・ジャロウ（vo, back-vo, rhythm-arr）、ジェリー・ヘイ（tp, flh, horn-arr）、デイヴィッド・
フォスター（p, el-p, synth, rhythm-arr）、トム・カニング（p, el-p, synth, synth-hca, rhythm-
arr）、グレッグ・マティソン（p, el-p, synth, rhythm-arr）、ロビー・ブキャナン（el-p, synth）、ジェイ・
グレイドン（g, synth, rhythm-arr）、エイブラハム・ラボリエル（b）、ジェフ・ポーカロ（ds, perc）、
スティーヴ・ガッド（ds）、ビル・チャンプリン（back-vo）、リチャード・ペイジ（back-vo）、マイケル・
オマーティアン（el-p, synth, rhythm-arr）、スティーヴ・ポーカロ（synth-programming）他
1983年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28126 [WARNER BROS.]

スタッフ『モア・スタッフ』
Aジス・ワンズ・フォー・ユー／Bアンド・ヒア・ユー・
アー／Cサブウェイ／Dあこがれの君／Eハニー・
コーラル・ロック／Fブラザーがのった時／Gア
ズ／Hニード・サムボディ
コーネル・デュプリー（g）、エリック・ゲイル（g）、ゴードン・エドワー
ズ（b, vo）、リチャード・ティー（key, vo）、スティーヴ・ガッド（ds）、
クリストファー・パーカー（ds）、ジーン・オルロフ（vln soloB）

1977年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28128 [ELEKTRA]

リー・リトナー『バンデッド・トゥゲザー』
Aオペレーター／Bアザー・ラヴ／Cサンセット・ドライヴァー
ズ／Dマンデラ／Eアマレット／FRIT�ヴァリエーションズ
2／Gビー・グッド・トゥ・ミー／Hアイム・ノット・リスポンシ
ブル／Iシャドウ・ダンシング／Jヘヴンリー・ボディーズ
リー・リトナー（g, arr）、ジョン・マサーロ（vo）、エリック・タッグ（vo）、パティ・オースティ
ン（vo）、トム・ケリー（vo）、ネイザン・イースト（b）、リー・スクラー（b）、エイブラハム・ラボリ
エル（b）、アーニー・ワッツ（ts, as）、マイク・ボディカー（PPG synth, programming）、グ
レッグ・マティソン（key）、ドン・グルーシン（key）、スティーヴ・デフリア（programming）、
パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、ハーヴィー・メイソン（ds）、カルロス・ヴェガ（ds）、フィル・
コリンズ（ds）、マーカス・ライル（programming）、ジェリー・ヘイ（horns arr）

1984年作品／カリフォルニア州バーバンク＆ハリウッド録音

WPCR-28130 [GRAMAVISION]

ジョン・スコフィールド『フラット・アウト』
A シシー・ストラット／ B シークレット・ラヴ／�
Cオール・ザ・シングス・ユー・アー／Dイン・ザ・ク
ラックス／Eソフティー／Fサイエンス・アンド・リ
リジョン／Gザ・ボスズ・カー／Hエヴァンズヴィ
ル／Iフラット・アウト／Jロッキン・ニューモニア
ジョン・スコフィールド（g）、ドン・グロルニック（org）、アンソニー・コックス

（b）、ジョニー・ヴィダコヴィッチ（dsABDEFIJ）、テリ・リン・キャリント
ン（dsCGH）

【録音】1988年12月　ニューヨーク

WPCR-28125 [WARNER BROS.]

ランディ・クロフォード『ミス・ランディ・クロフォード』
Aグローリー・ハレルヤ／B貴方なしではいられない／
C面影の中に／Dオーヴァー・マイ・ヘッド／Eならず
者／Fテイク・イット・アウェイ／G遅すぎた想い／
Hハーフ・ステッピン／Iジス・マン／Jアット・ラスト
ランディ・クロフォード（vo）、ランディ・マコーミック（key）、ケン・ベル（g）、ラ
リー・バイロン（g）、ロジャー・クラーク（ds, perc）、ボブ・レイ（b）、ハリソン・
キャロウェイ（horns, horn arr）、ロニー・イーデス（horns）、デニス・グッド

（horns）、ハーヴィー・トンプソン（horns）、バーゲン・ホワイト（string arr）、
ビリー・プーエット（fl）、ストリングス、バック・ヴォーカル
1977年作品／マッスル・ショールズ、ナッシュヴィル、ハリウッド録音

WPCR-28127 [WARNER BROS.]

スタッフ『スタッフ・イット』
Aマイティ・ラヴ／Bダンス・ウィズ・ミー／Cベイビー・
ベイビー・スウィート・ベイビー／ D オールウェイズ／
Eスタッフ・イット／Fラヴ・ハヴィング・ユー・アラウンド
／Gレインボウ／Hゴードンのテーマ／Iトーキン・ア
バウト・マイ・ラヴ・フォー・ユー／Jドゥ・イット・アゲイン
コーネル・デュプリー（g）、エリック・ゲイル（g）、ゴードン・エドワーズ（b）、リチャー
ド・ティー（key）、スティーヴ・ガッド（ds）、クリストファー・パーカー（ds）、クラッ
シャー・ベネット（perc）、ホーンズ、ストリングス、コーラス

【録音】1978年5月〜 10月　ニュージャージー、ニューヨーク

WPCR-28129 [WARNER BROS.]

ジョージ・ベンソン『コーリング・ユー』
Aグッド・トゥ・ユー／Bガット・トゥ・ビー・ゼア／C踊
る心／Dラヴ・オブ・マイ・ライフ／Eキス・アンド・メイ
ク・アップ／F愛の世界へ／Gラヴ・リメンバーズ／Hウィ
リング・トゥ・ファイト／ I サムホエア・アイランド／�
J愛の翳り／Kロスト・イン・ラヴ／Lコーリング・ユー
ジョージ・ベンソン（g, vo）、ワー・ワー・ワトソン（g）、マイケル・ランドウ（g）、フィル・アップ
チャーチ（rhythm g）、ボブ・ジェームス（p）、リチャード・ティー（el-p）、エイブラハム・ラボリ
エル（b）、ネイザン・イースト（b）、ジョン・パティトゥッチ（b）、ウィル・リー（b）、ヒューバート・
ロウズ（fl）、カーク・ウェイラム（sax, ts, arr）、ランディ・ブレッカー（flh）、オマー・ハキム（ds）、
ハーヴィー・メイソン（ds）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、ロニー・フォスター（key）他
1993年作品／ロサンゼルス、ニューヨーク、ニュージャージー州、ハリウッド録音

クリエイティヴなピアノ・プレイとキュートなヴォーカルで、クラブ・シー
ンでも人気の女性アーティストの、ポップでファンキーな84年のヒット作。

圧倒的な歌唱力を持つシンガーと、名プロデューサーのジェイ・グレイ
ドンとコラボによる名作。ヒット曲「モーニン」「ブギー・ダウン」も収録。

ヴァン・マッコイのプロデュースにより、スタッフ・サウンドが確立した2作
目。スティーヴィー・ワンダーの「アズ」も収録。6人の怒濤のグルーヴは圧巻。

AOR 的なポップ・サウンドと、洗練されたフュージョン・サウンドが見事に
融合した、スーパー・ギタリストの意欲作。フィル・コリンズがドラムで参加。

躍動的なジャズ・ギター・トリオと、ニューオリンズ・ファンクが合体した、
ユニークなサウンドが展開される、コンテンポラリー・ギター・アルバム。

「ストリート・ライフ」「スウィート・ラヴ」などのヒットで知られる女性シン
ガーが、ソウルフルなヴォーカルで歌い上げる、77年のセカンド・アルバム。

スティーヴ・クロッパーをプロデューサーに迎え、ホーン・セクションやコー
ラスもフィーチャーして、新たなるスタッフ・サウンドを打ち出した3作目。

ベンソンのポップな傑作。映画『バグダッド・カフェ』の主題歌「コーリン
グ・ユー」やマイケル・ジャクソン「ガット・トゥ・ビー・ゼア」なども収録。

「フォーゲット・ミー・ノッツ（忘れな草）」のヒットで知られ、その後クラブ・シーンでも再
ブレイクしたパトリースの、84年作品。彼女自身のプログラミングによるサウンドを中心
に、フレディ・ワシントン（b）、ハーヴィー・メイソン（ds）、ジェラルド・アルブライト（sax）
などといったゲストたちも参加して、パトリースのキュートなヴォーカルとリズミックな
ピアノもフィーチャーした、ポップでファンキーでダンサブルなサウンドを展開している。

驚異の歌唱力を持つ天才シンガーのアル・ジャロウが、名プロデューサーのジェイ・グレ
イドンと組んだ3作目。ジェフ・ポーカロ（ds）、スティーヴ・ガッド（ds）、デイヴィッド・フォ
スター（key）、エイブ・ラボリエル（b）、ビル・チャンプリン（back-vo）など、グレイドン・
ファミリーのミュージシャンたちとともに、超上質のポップ・サウンドとエモーショナ
ルな歌声がフィーチャーされている名作。ヒット曲「モーニン」「ブギー・ダウン」も収録。

世界の音楽シーンを震撼させた、超絶グルーヴ・ユニットの2作目。ヴァン・マッコイがプ
ロデュースを手掛け、グループとしてのまとまりもさらに良くなり、“スタッフ・サウンド”
がこの作品で確立されている。6人の怒濤のグルーヴはそのままに、スティーヴィー・ワ
ンダーの「アズ」のカヴァー、ゴードン・エドワーズが歌う「あこがれの君」など、内容もヴァ
ラエティに富んでおり、彼らのアルバムで最も完成度の高い、文句なしの名盤だ。

AOR 的なポップ・サウンドと、洗練されたフュージョン・サウンドが見事に融合した、
フュージョン・ギター・ヒーローの84年の衝撃作。エリック・タッグやパティ・オースティ
ンなどのヴォーカルもフィーチャーし、エレクトロニクスも大胆に取り入れたソウル
フルなサウンドが話題を呼んだ。ドン・グルーシン（key）、ネイザン・イースト（b）など、
おなじみのミュージシャンたちに加え、フィル・コリンズがドラムで参加している。

ニューオリンズのベテラン・ドラマー、ジョニー・ヴィダコヴィッチを迎え、アコース
ティックなギター・トリオとニューオリンズ・ファンクが融合したようなユニークな
サウンドが展開された、ジョン・スコフィールドの新たなる挑戦ともいうべき作品。ミー
ターズの「シシー・ストラット」やスタンダードの「オール・ザ・シングス・ユー・アー」など、
バラエティに富んだ楽曲を、新感覚でプレイする、斬新なジャズ・ギター・アルバムだ。

のちに「ストリート・ライフ」や「スウィート・ラヴ」などといった大ヒット曲を放つこと
になる女性シンガー、ランディ・クロフォードの77年のセカンド・アルバム。シンガー・
ソングライターでもあるボブ・モンゴメリーのプロデュースで、彼女のソウルフルで情
感豊かな歌声がじっくりと表現されている。フリートウッド・マックの「オーヴァー・マ
イ・ヘッド」、イーグルスの「ならず者」といったユニークなカヴァーも聴きものだ。

R&B ギターの巨匠、スティーヴ・クロッパーをプロデューサーに迎え、ホーン・セクショ
ンやコーラスもフィーチャーして、新たなるスタッフ・サウンドを打ち出した3作目。
とびきりグルーヴィーなオリジナル曲に加え、オーリアンズの「ダンス・ウィズ・ミー」、
アレサ・フランクリンの「ベイビー・ベイビー・スウィート・ベイビー」などもスタッフ・
ミュージックとして料理し、彼らでしか出せないサウンドを作り出している。

ベンソンの流れるようなギター・ワークと、ソウルフルなヴォーカルをフィーチャーし
た名作。ボブ・ジェームスもプロデュースで参加し、ブライアン・マックナイトやオマー・
ハキムなどが楽曲を提供している。ゴージャスなサウンドとベンソンのギター & ヴォー
カルが心地よい音空間を演出しており、マイケル・ジャクソンの「ガット・トゥ・ビー・ゼ
ア」、映画『バグダッド・カフェ』の主題歌「コーリング・ユー」などのカヴァーも秀逸だ。
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WPCR-28140 [ATLANTIC]

ハービー・マン『メロー』
Aベンド・ダウン・ロウ／Bサー・チャールズ・デュー
ク／Cいとしのセシリア／Dシナモン・フラワー／
Eメンフィス・アンダーグラウンド／Fアナザー・スター

ハービー・マン（fl, a-fl, vo, ts）、シシー・ヒューストン（back-vo）、ホイットニー・
ヒューストン（back-vo）、ラリー・コリエル（g）、リチャード・ティー（el-p, p）、ジェ
フ・バーリン（b）、ソニー・フォーチュン（as）、マイケル・ブレッカー（ts）、デヴィッ
ド・ニューマン（ts）、ランディ・ブレッカー（tp）他
1981年作品／ジャマイカ録音（AC）、ニューヨーク録音（BDF）／
1977年7月、スイス『モントルー・ジャズ・フェスティヴァル』でのライヴ録音（E）

WPCR-28148 [WARNER BROS.]

アル・ジャロウ『ハイ・クライム』
A レイジング・ウォーターズ／ B イマジネイション／
Cマーフィーズ・ロウ／Dテル・ミー／Eアフター・オール
／Fハイ・クライム／Gレッツ・プリテンド／Hスティッ
キー・ウィケット／Iラヴ・スピークス／Jフォーリン
アル・ジャロウ（vo）、ジェリー・ヘイ（flh）、ロビー・ブキャナン（p, synth）、デイ
ヴィッド・フォスター（p, synth）、グレッグ・フィリンゲインズ（synth）、ボビー・
ライル（synth）、ジェイ・グレイドン（el-g, synth）、ポール・ジャクソン（el-g）、
ネイザン・イースト（el-b）、マイク・ベアード（ds）他

1984年作品／カリフォルニア州シャーマンオークス録音

WPCR-28139 [QWEST]

アーニー・ワッツ『サンクチュアリー』
Aタージ／Bシー・フィールズ・グッド／Cカウボー
イ・ドリームス／ D ホームランド／ E チヌーク／
Fサンクチュアリー／Gシティ・スピーク／Hピー
ス・オファリング
アーニー・ワッツ（as, ss, ts）、リー・リトナー（g）、カルロス・リオス（g）、エイブ
ラハム・ラボリエル（b）、ネイザン・イースト（b）、ジョン・ロビンソン（ds）、カルロ
ス・ヴェガ（ds）、アレックス・アクーニャ（ds）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、
ラリー・ ウィリアムス（synth, programming）、フィル・ ペリー（vo, back-
vo）、シーダー・ギャレット（back-vo）他
1986年作品／カリフォルニア州モンタレー録音

WPCR-28147 [ATLANTIC]

ビリー・コブハム『インナー・コンフリクツ』
Aインナー・コンフリクツ／Bマフィン・トークス・
バック／Cニッケルズ・アンド・ダイムズ／Dエル・
バリオ／Eアロヨ
ビリー・コブハム（synth, ds, perc, synth-programming）、ジョージ・デュー
ク（key）、スティーヴ・カーン（g）、ジョン・スコフィールド（g）、ドン・グロルニッ
ク（key）、アルフォンソ・ジョンソン（b）、ピート・エスコヴェド（timbales, latin 
perc）、シーラ・E.（cga, latin perc, perc）、アーニー・ワッツ（woodwinds）、
マイケル・ブレッカー（woodwinds）、ジュリアン・プリースター（tb）、ジミー・オー
エンズ（tp, flh）、ランディ・ブレッカー（tp）他
1978年作品／サンフランシスコ録音

WPCR-28142 [ATLANTIC]

ジーン・ペイジ『ラヴロック！』
Aワイルド・チェリー／Bオルガン・グラインダー
／Cハイヤー、マイ・ラヴ／Dトゥギャザー・ホワッ
トエヴァー／ E ファンタジー・ウーマン／ F イン
トゥ・マイ・シング／Gストロー・イン・ザ・ウィンド
／Hエスケープ・トゥ・ディスコ
ジーン・ペイジ（arr, cond, key）、エド・グリーン（ds）、ウィルトン・フェルダー

（b）、レイ・パーカー Jr.（g）、ディーン・パークス（g）、リー・リトナー（g）、デヴィッ
ド・T.ウォーカー（g）、ジョー・サンプル（key）、トム・スコット（fl, ts, as, ss）、アー
ニー・ワッツ（ts, as）他
1976年作品／ハリウッド録音

WPCR-28150 [WARNER BROS.]

ランディ・クロフォード『絹の響き』
Aアイ・スタンド・アキューズド／B恋をうちあけて／Cサ
ムワン・トゥ・ビリーヴ・イン／D恋心／E愛の誕生／F過
ぎゆく愛の遺産／Gノーバディ／H恋を大切に／Iハッピー・
ソング／J別離（わかれ）のささやき／Kブルー・ムード
ランディ・ クロフォード（vo）、ドン・ グルーシン（el-p, p）、レオン・ ペンダーヴィス

（el-p, p, strings arr, honrs arr, cond）、ウィリアム・D. スミス（clavinet, org, 
Wurlitzer）、グレッグ・ポリー（g）、ジョン・トロペイ（g）、エイブラハム・ラボリエル（b）、
ウィル・リー（b）、ジェイムス・ギャドソン（ds）、リック・マロッタ（ds, perc）、ジョー・ポー
カロ（perc）、アラン・トゥーサン（horns arr, cond）他

1979年作品／ロサンゼルス＆ニュージャージー録音

WPCR-28144 [WARNER BROS.]

ジョージ・デューク『イズ・ラヴ・イナフ？』
A未来への出発（プレリュード）／Bイズ・ラヴ・イナフ？／Cイッツ・サマータイ
ム／Dラヴ・ソングス／Eイッツ・アワ・ワールド／Fフィル・ザ・ニード／Gカ
インダ・ロウ／Hタイム・アンド・スペース（インタールード）／Iバック・イン・
ザ・デイ／Jディス・プレイス・アイ・コール・ホーム／Kハウ・アバウト・ユー／
Lレイド・バック・サンデイ／Mシンキン・バウト・ユー／Nアイム・フォーリン
グ／Oホワットエヴァー・ハプンド・トゥ…／P未来からの帰還（ポストリュード）
ジョージ・デューク（synth, key, vo）、バイロン・ミラー（b）、ラリー・キンペル（b）、エイブラハム・ラボリ
エル（b）、ジョナサン・バトラー（vo, g, b）、ジェラルド・アルブライト（as, ts）、エヴェレット・ハープ（ts, 
as）、ベニー・モウピン（ts, b-cl）、ジェリー・ヘイ（tp）、レオン“ンドゥグ”チャンクラー（ds）、デニス・チェ
ンバース（ds）、ヴェスタ・ウィリアムス（vo）、ダイアン・リーヴス（vo）、ポール・ジャクソン Jr.（g, ac-
g）、ドリ・カイミ（ac-g, vo, during vamp）、レニー・カストロ（perc）、アイアート・モレイラ（perc）他
1997年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28152 [WARNER BROS.]

フォープレイ『エリクシール』
Aエリクシール／Bドリーム・カム・トゥルー／Cプレイ・レディ・
プレイ／Dホワイ・キャント・イット・ウェイト・ティル・モーニン
グ／Eマジック・カーペット・ライド／Fウィスパー・イン・マイ・
イアー／Gファニー・メイ／Hクローサー・アイ・ゲット・トゥ・ユー
／Iイースト・2・ウエスト／Jリコリス／Kイン・マイ・コーナー
／Lエニー・タイム・オブ・デイ＊� ＊Bonus�Track

ボブ・ジェームス（key）、リー・リトナー（g）、ネイザン・イースト（el-b）、ハー
ヴィー・メイソン（ds）、フィル・コリンズ（voD）、パティ・オースティン（voH）、
ピーボ・ブライソン（voH）他
1995年作品／ハリウッド、アトランタ、マリブ、ニューヨーク録音

WPCR-28146 [WARNER BROS.]

ジョー・サンプル『サンプル・ディス』
A虹の楽園Ⅱ／Bアイム・カミング・バック・アゲイン／Cカー
メル／Dナイト・フライト／Eチェイン・リアクション／Fソウ
ル・シャドウズ／G野生の夢／H旋風（かぜ）に舞う／Iスノー
フレーク／Jイット・ハプンズ・エヴリデイ／Kストリート・ライ
フ／Lプット・イット・ホエア・ユー・ウォント・イット／M飛翔／
Nメロディーズ・オブ・ラヴ／Oシュレヴポート・ストンプス
ジョー・サンプル（p, synth, Rhodes, Wurlitzer el-p, org）、ダイアン・リーヴス（vo）、
デニス・ローランド（vo）、ヒューバート・ロウズ（fl）、エヴェレット・ハープ（as）、ジェイ・ア
ンダーソン（b）、マーカス・ミラー（b）、ディーン・パークス（g, el-g）、スティーヴ・ガッド（ds）、
レニー・カストロ（perc, ds）、ジョージ・デューク（add-synth, EFX, Mini Moog）他
1997年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28154 [WARNER BROS.]

ジョージ・デューク『クール』
Aマリン・シティ／Bウェイク・アップ、スメル・ザ・コーヒー／
Cシーズ・アメイジング／Dイフ・ユー・ウィル／Eネヴァー・ビー・
アナザー／Fエインシャント・ソース／Gオンリー・ユー・アンダー
スタンド／Hミスター・ライト、ミスター・ロング／Iセクシー・
クール／Jオール・アバウト・ユー／Kホワットエヴァー・イット・
テイクス／L忘れ得ぬ時／Mアット・ア・グランス
ジョージ・デューク（lead-vo, key, back-vo）、ポール・ジャクソン Jr.（el-g）、バイロ
ン・ミラー（b）、ジェリー・ヘイ（tp, flh）、レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）、フローラ・
プリム（vo FX）、フィリップ・ベイリー（back-vo）他

【録音】2000年3 〜 5月　ロサンゼルス

WPCR-28141 [ATLANTIC]

レス・マッキャン『ハッスル・トゥ・サヴァイヴ』
Aアス／Bチェンジング・シーズンズ／Cガット・トゥ・ハッ
スル・トゥ・サヴァイヴ／ Da. バタフライズ b. エヴリタ
イム・アイ・シー・ア・バタフライ／Eセズ・フー・セズ・ホ
ワット／Fウィル・ウィ・エヴァー・ファインド・アワ・ファー
ザーズ／Gウェル、カス・マイ・ダディ／Hホワイ・イズ・
ナウ／Iレット・ユア・ラーニング・ビー・ユア・アイズ
レス・マッキャン（key, synth, vo, arr, cond）、ミロスラフ・クディコフスキー（g, org）、ジェームス・
ロウサー（el-b）、ハロルド・デイヴィス（perc）、ハービー・ハンコック（pF）、シーラ・レイ（voD-[b]）、
バート・ドゥコトー（arr, cond, vocal group arr）、モーガン・エイムズ（vocal group arr）
1975年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28149 [WARNER BROS.]

アル・ジャロウ『イン・ロンドン』
Aレイジング・ウォーターズ／Bブラック・アンド・
ブルース／Cアイ・ウィル・ビー・ヒア・フォー・ユー
／ D レッツ・プリテンド／ E ハイ・クライム／�
Fルーフ・ガーデン／G今夜教えて／H奏でる愛
アル・ジャロウ（vo）、マイケル“パッチズ”スチュワート（tp, flh）、ジェリー・ヘイ（tp）、
マイケル・パウロ（sax, fl）、ボビー・ライル（key, vo）、ジェームス・スチューダー（key, 
vo）、ラリー・ウィリアムス（synth）、チャールズ“イカルス”ジョンソン（el-g, vo）、ネイ
ザン・イースト（el-b, vo）、ロビー・ブキャナン（el-b, synth）、リッキー・ローソン（ds）、
マランド・ガッサマ（perc）、リチャード・ペイジ（vo）、スティーヴ・ジョージ（vo）、マイケ
ル・ケイシー・ヤング（synth programming）
1984年11月　ロンドン『ウェンブリー・アリーナ』でのライヴ録音

WPCR-28143 [ATLANTIC]

デオダート『サムウェア・アウト・ゼア』
Aエヴリバディ・ウォンツ・マイ・ガール／Bベスト・
ラヴァーズ／Cイン・ディス・ワールド／Dアイ・ビリー
ヴ・イン・ディス・ラヴ／Eホエア・キャン・ユー・ラン
／F別れの時／Gフォーエヴァー・フォー・ユー／
Hステイ・ウィズ・ミー／Iサムウェア・アウト・ゼア
デオダート（synth）、トム・ハマー（vo, key, programmer, arr, back-vo）、タラ・ケネディ（vo, 
back-vo）、ジョー・ジェームス（programmer, arr, vo, back-vo）、アンディ・シュニッツァー

（ts）、ケヴィン・ジャスパー（key, programmer）、アラン・パランカー（key, programmer）、ジェ
イ・カンフォラ（p, programmer, arr）、デイヴ・フィールズ（g）、ラニ・グローヴス（back-vo）他
1989年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28151 [WARNER BROS.]

スタッフ『イン・ニューヨーク』
Aブラザーがのった時／Bユー・メイク・イット・
イージー／ C ユー・アー・ア・グレイト・ガール／
D シャッフル／ E ラヴ・ザ・スタッフ／エイント・
ノー・マウンテン・ハイ・イナフ／Fダック・スープ
／Gリアル・マッコイ（ヴァン・マッコイに捧ぐ）
リチャード・ティー（key）、エリック・ゲイル（g）、コーネル・デュプリー（g）、
ゴードン・エドワーズ（b）、スティーヴ・ガッド（ds）、クリス・パーカー（ds）

1980年作品／ニューヨーク『ミケールズ』でのライヴ録音

WPCR-28145 [WARNER BROS.]

ジョージ・デューク『アフター・アワーズ』
Aラッシュアワー／ロード・レイジ／Bアフター・ディナー・
ドリンク／Cアンティシペイション／Dタッチ／Eイッ
ツ・オン／Fトゥゲザー・アズ・ワン／Gフロム・ダスク・
トゥ・ドーン／Hピース／Iスウィート・ドリームス／
Jウェイク・ミー・ジェントリー／Kマイ・ベルズ
ジョージ・デューク（p, rhodes, synth, wurlitzer 140b, el-p, e4 strings）、ラリー・
キンペル（fretless b, el-b）、クリスチャン・マクブライド（ac-b）、ポール・ジャクソン

（ac-g, el-g）、レオン“ンドゥグ”チャンクラー（ds）、レニー・カストロ（perc）、シェリド
ン・ストークス（b-fl）、バイロン・ミラー（el-b）、レイ・フラー（el-g）
1998年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28153 [ELEKTRA]

デイヴィッド・サンボーン『インサイド』
Aコーナーズ（ハービー・ハンコックに捧ぐ）／Bデイドリー
ミング／Cトランス／Dブラザー・レイ／Eリサ／Fアイム・
ウィズ・ユー／Gネイキッド・ムーン／Hケイン／Iエイント・
ノー・サンシャイン／Jミス・ユー
デイヴィッド・サンボーン（as, ss）、ロニー・キューバー（bsD）、レニー・ピケット（tsD）、マイケ
ル・ブレッカー（tsAD）、ウォレス・ルーニー（tpA）、ファリード・ハーク（gI）、マーカス・ミラー（b, 
Fender Rhodes, ds, el-p, sitar, dr prog, key, perc prog, vo, g, synth-b, key, el-g, 
synths, cl, b-cl)、ハンク・ロバーツ（celloI）、ジーン・レイク（dsDFJ）、ギル・ゴールドスタイ
ン（el-pJ）、ビル・フリゼール（gI）、ディーン・ブラウン（gE）、マーヴィン・スーウェル（gBG）、
デイヴィッド・アイザック（add dsC, perc progCE, ds progE, keyJ）、リッキー・ピーター
ソン（Hammond B3D）、ドン・アライアス（percA-GI）、ドクター・ジョン（vocal samples）
ヴォーカリスト：カサンドラ・ウィルソン＆エリック・ベネイ（B）／レイラ・ハサウェイ（F）／マー
カス・ミラー＆エリック・ベネイ、スティング（I）
1999年作品／ロサンゼルス、ニューヨーク録音

ファンキー・フルートの第一人者の、タイトルどおりメローなヒット作。ボブ・
マーリー、スティーヴィー・ワンダー、ポール・サイモンの曲などもカヴァー。

天才シンガーが、鬼才プロデューサーのジェイ・グレイドンと作り上げた、ポッ
プでダンサブルで、ちょっぴりロマンティックな傑作ヴォーカル・アルバム。

超売れっ子サックス奏者の、クインシー・ジョーンズのレーベルからの第3
弾。ドン・グルーシンのプロデュースにより、ポップで豪華なサウンドを展開。

スーパー・ドラマーが、若きマイケル・ブレッカー（sax）、ジョン・スコフィー
ルド（g）、シーラ・E.（perc）らと作り上げた、ハード・フュージョンの快作。

R&B史にその名を残す名アレンジャーのソロ作品。デヴィッド・T.ウォーカー
（g）、トム・スコット（sax）、ジョー・サンプル（key）など豪華メンバーが参加。

「ストリート・ライフ」「スウィート・ラヴ」などのヒットで知られる女性シ
ンガーが、豪華なメンバーたちとともに、ソウルフルに歌い上げる感動作。

名キーボード奏者／アレンジャーのコンセプト・アルバム。ダイアン・リーヴス
（vo）、ヴェスタ・ウィリアムス（vo）、ドリ・カイミ（g）など豪華ゲストも参加。

スーパー・グループの3作目で、リー・リトナー参加の最終作。フィル・
コリンズ、パティ・オースティン、ピーボ・ブライソンなどもゲスト参加。

クルセイダーズの名ピアニストが、過去の代表曲の数々を、豪華なメンバーた
ちとリメイクした、まさにジョー・サンプルの“サンプル”ともいうべき作品。

名キーボード奏者／アレンジャーの、スウィートなリード・ヴォーカルを全
面的にフィーチャーした、ポップでクールでハイ・クオリティな2000年作品。

ファンキー・キーボード奏者の、彼自身のヴォーカルもフィーチャーした、
ソウルフルでアーシーな人気作。ハービー・ハンコック（p）もゲスト参加。

七色の声を持つ天才シンガーの、ロンドンでのライヴ・アルバム。彼の代表曲
の数々が、圧倒的で、迫力満点なヴォーカル・パフォーマンスで楽しめる名作。

ブラジル出身の名アレンジャーが、3人のシンガーをフィーチャーして、ポッ
プでダンサブルなサウンドを展開する、エレクトリック・フュージョンの快作。

スタッフの本領はライヴにあり ! 彼らのホーム・グラウンドともいうべ
き、ニューヨーク“ミケールズ”での、白熱のライヴ・パフォーマンスを収録。

名キーボード奏者が20年ぶりに挑んだ、完全インストゥルメンタル作品。ア
コースティック感覚溢れるサウンドの中、ジャジーなピアノがメロウに歌う。

盟友マーカス・ミラーのプロデュースにより、サンボーンのメロディアス
な部分に焦点を当てた名作。スティング、カサンドラ・ウィルソンらも参加。

日本初 CD 化日本初 CD 化 日本初 CD 化

日本初 CD 化日本初 CD 化

ファンキー・フルートの第一人者の、それまで未発表だったテイクを集めた編集盤。と
はいえ、ボブ・マーリーの「ベンド・ダウン・ロウ」、スティーヴィー・ワンダーの「アナザー・
スター」、サイモン & ガーファンクルの「いとしのセシリア」などのユニークなカヴァー
や、名曲「メンフィス・アンダーグラウンド」のモントルー・ジャズ・フェスティヴァル
でのセッション・ライヴなど、興味深いテイクがズラリと並んでおり、聴き応えがある。

圧倒的な歌唱力を持つ天才シンガーと、名プロデューサーのジェイ・グレイドンとのコ
ラボレーションによる4作目。デイヴィッド・フォスター、クリフ・マグネス、グレン・バラー
ドなどがアレンジを手掛け、ネイザン・イースト（b）、ロビー・ブキャナン（key）、グレッグ・
フィリンゲインズ（key）などが参加している。ジャロウの歌声の魅力を十分に活かした、
ポップでダンサブルで、ちょっぴりロマンティックな傑作ヴォーカル・アルバム。

売れっ子サックス奏者の、クインシー・ジョーンズのレーベル“Qwest”からの第3弾。
彼の旧友ともいうべきドン・グルーシンがプロデュースを手掛けており、リー・リトナー

（g）、エイブ・ラボリエル（b）、ジョン・ロビンソン（ds）、カルロス・ヴェガ（ds）らといっ
たセッション仲間たちに加え、フィル・ペリーのヴォーカルもフィーチャーし、ポップ
でゴージャスでファンキーなサウンドと、歌心溢れるサックス・ソロを展開している。

フュージョン・シーンをリードし続けてきたスーパー・ドラマーが、マイケル・ブレッカー
（sax）、ランディ・ブレッカー（tp）、ジョン・スコフィールド（g）、スティーヴ・カーン（g）、
ドン・グロルニック（key）、シーラ・E.（perc）など、当時新進気鋭の若手だった、才能溢れ
るミュージシャンたちと共に作り上げた、ハード・フュージョンの快作。爆発的で迫力満
点のドラミングと、ミュージシャンたちのハツラツとしたプレイが楽しめる快演揃いだ。

ラヴ・アンリミテッド・オーケストラなどを手掛け、R&B 史にその名を残す名アレン
ジャーのソロ作品。デヴィッド ･T. ウォーカー（g）、リー・リトナー（g）、レイ・パーカー
Jr.（g）、トム・スコット（sax）、アーニー・ワッツ（sax）、ジョー・サンプル（key）、ウィ
ルトン・フェルダー（b）など豪華メンバーが参加し、またコーラスやストリングスも配
して、ファンキーでゴージャスでハッピーなサウンドを見事にクリエイトしている。

「ストリート・ライフ」「スウィート・ラヴ」などのヒットで知られる女性シンガーが、ブ
レイク直前の79年にリリースしたサード・アルバム。アシュフォード & シンプソン、
ビル・ラバウンティ、マーヴィン・ゲイなどの楽曲を、ドン・グルーシン（key）、ウィル・
リー（b）、リック・マロッタ（ds）、ジェイムス・ギャドソン（ds）、ジョン・トロペイ（g）ら
といった豪華なメンバーたちをバックに、ソウルフルに、感動的に歌い上げていく。

フュージョン・シーンをリードし続けた名キーボード奏者が作り上げた、壮大なコン
セプト・アルバム。ダイアン・リーヴス（vo）、ヴェスタ・ウィリアムス（vo）、ドリ・カイミ

（g）、エヴェレット・ハープ（sax）など、ヴァラエティに富んだゲスト・ミュージシャン
を迎え、ポップス、ジャズ、ファンク、アフリカ音楽、ブラジル音楽など、様々な要素を
センス良くミックスし、彼ならではのスケールの大きな音世界を見事に構築している。

スーパー・セッション・グループ“フォープレイ”の3作目で、リー・リトナー（g）が参加し
た最後の作品。4人のメンバーに加えて、フィル・コリンズ、パティ・オースティン、ピーボ・
ブライソンなどがゲストとして参加しており、繊細でソフィスティケイトされた、まさ
に“大人のフュージョン・ミュージック”を聴かせている。92週間にわたってジャズ・チャー
トの1位を記録していたケニー・G の『ブレスレス』を抜いて1位を獲得した大ヒット作。

クルセイダーズの名ピアニストが、「ストリート・ライフ」「チェイン・リアクション」「メ
ロディーズ・オブ・ラヴ」「虹の楽園」「カーメル」といった、クルセイダーズやソロの代
表曲の数々を、ジョージ・デューク（key）、マーカス・ミラー（b）、スティーヴ・ガッド（ds）、
ダイアン・リーヴス（vo）、ヒューバート・ロウズ（fl）らといった豪華なメンバーたちと
リメイクした、まさにジョー・サンプルの“サンプル”ともいうべき作品。

名キーボード奏者 / アレンジャーの、2000年の作品。ポール・ジャクソン Jr.（g）、バ
イロン・ミラー（b）、レオン・チャンクラー（ds）などをはじめとする、彼のファミリーと
もいうべきミュージシャンたちとともに、彼自身のスウィートなリード・ヴォーカル
を全面的にフィーチャーした、ポップでハイ・クオリティなサウンドが展開されている。
そのタイトルどおり、クールで、上質な、まさに大人のポップ・フュージョン・アルバム。

ファンキー・キーボード奏者であり、シンガーとしても知られるマッキャンの、ソウル
フルでアーシーな人気作。グルーヴィーなビートに乗せて、彼のエレクトリック・ピア
ノやヴォーカルがタップリとフィーチャーされており、DJのサンプリング・ネタも満載。
また「ウィル・ウィ・エヴァー・ファインド・アワ・ファーザーズ」にはハービー・ハンコッ
ク（p）がゲスト参加し、マッキャンのヴォーカルとのアーシーなデュオを聴かせている。

圧倒的な歌唱力と七色の声を持つ天才シンガーの、ロンドンでのライヴ・アルバム。ラ
イヴということもあり、さらにエモーショナルで、迫力満点のヴォーカル・パフォーマ
ンスが楽しめる。ボビー・ライル（key）、チャールズ“イカルス”ジョンソン（g）、ネイザ
ン・イースト（b）、リッキー・ローソン（ds）など演奏陣も豪華で、「ハイ・クライム」「奏で
る愛」といった彼の代表曲の数々が、さらにパワーアップして披露されている。

ブラジル出身の名アレンジャーであり、クール & ザ・ギャングなどのプロデューサーと
しても知られるデオダートが、タラ・ケネディ、ジョー・ジェームス、トム・ハマーという
3人のシンガーをフィーチャーし、またプログラミングやデジタル・サウンドも効果的
に取り入れ、ポップでダンサブルなサウンドを展開した快作。ダンサブルなビートとデ
ジタル・サウンド、そして三人三様のヴォーカルがミックスされたサウンドが快感だ。

1980年に、スタッフのホーム・グラウンドともいうべきニューヨークのジャズ・クラブ
“ミケールズ”で収録されたライヴ・アルバム。彼らの本領発揮ともいうべき、白熱のラ
イヴ・パフォーマンスが展開されている。オリジナル曲から、モータウン・ヒットの「エ
イント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ」まで、6人のメンバーがひとつの“グルーヴの
塊”となって、乗りに乗って畳みかけてくるサウンドは、まさに圧巻の一言だ。

名キーボード奏者／アレンジャーであるデュークが、約20年ぶりに挑んだ、完全インストゥ
ルメンタル作品。アコースティック・ピアノやエレクトリック・ピアノを中心にプレイし、
クリスチャン・マクブライド（b）、レオン“ンドゥグ”チャンクラー（ds）、ポール・ジャクソ
ン Jr.（g）などとともに、ジャジーで、メロディアスな、大人の雰囲気漂うサウンドを聴
かせている。ビル・エヴァンスの名曲をソロ・ピアノで奏でる「マイ・ベルズ」も感動的。

1994年の『ヒアセイ』以来、5年ぶりにマーカス・ミラーがプロデュースを手掛けたアルバ
ム。タイトルが暗示しているかのような、ゆったりとした静かな作品で、サンボーンのア
ルト・サックスも、必要以上にブロウすることなく、淡々と、だが情感豊かにメロディを歌
い上げている。スティングやカサンドラ・ウィルソンなどといった豪華アーティストもゲ
ストとして参加しており、サンボーン = マーカス・コンビの“円熟”を感じさせる作品。
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WPCR-28156 [WARNER BROS.]

アール・クルー『ジャーニー』
Aオール・スルー・ザ・ナイト／Bラスト・ソング／
C４分間のサンバ／Dスニーキン・アウト・オブ・
ヒア／Eジャーニー／Fグッド・アズ・イット・ゲッ
ツ／ G フィンガーダンス／ H イーヴィル・アイ／
Iウォーク・イン・ザ・サン／Jオータム・ソング
アール・クルー（g, synth, key, p）、ポール・ジャクソン Jr.（el-g）、グレッグ・
フィリンゲインズ（key, p, el-p）、ハーヴィー・メイソン（ds）、パウリーニョ・ダ・
コスタ（perc） 他
1997年作品／カリフォルニア＆ミシガン録音

WPCR-28164 [ATLANTIC]

ジェラルド・アルブライト『バミューダ・ナイツ』
Aホエン・ユー・セイ・ユー・ラヴ・ミー／Bイン・ザ・
ムード／Cバミューダ・ナイツ／Dフック／Eフィー
リング・インサイド／ F スティル・イン・ラヴ／�
Gトゥルース／Hトゥー・クール
ジェラルド・ アルブライト（as, ts, fl, b, key, synth, tambourine, back-vo, ds 
prog, bass prog）、チャッキー・ブッカー（key, synth, ds prog, back-vo）、ボビー・
ライル（p, synth）、ロドニー・フランクリン（Rhodes, p）、ポール・ジャクソン Jr.（g）、
サム・シムズ（b）、レイ・ブラウン（flh, tp）、ハーヴィー・メイソン（ds）、トニー・ルイス

（ds）、ドネル・スペンサー Jr.（ds prog, synth, lead-vo, back-vo）、マーク・フィル
パート（back-vo）
1988年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28155 [ATLANTIC]

ボビー・ライル『アイヴォリー・ドリームズ』
Aアイヴォリー・ドリームズ／Bレイニー・デイ／
C ビーン・ソー・ロング／ D ロコ・モーション／
Eトロピカル／Fラッシュ・ライフ／G88ウェイ
ズ／Hノヴァ／Iザ・ジャム＊� ＊Bonus�Track

ボビー・ライル（key 他）、ポール・ジャクソン Jr.（g）、ネイザン・イースト（b）、ジェ
ラルド・アルブライト（b）、エイブ・ラボリエル（b）、ンドゥグ・チャンクラー（ds）、パ
ウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、カーク・ウェイラム（sax）、レイ・ブラウン（tp） 他

1989年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28163 [ATLANTIC]

ジェラルド・アルブライト『ジャスト・ビトゥイーン・アス』
Aニュー・ガール・オン・ザ・ブロック／Bトライング・
トゥ・ファインド・ア・ウェイ／ C ソー・アメイジング
／Dキング・ブールヴァード／Eカム・バック・トゥ・ミー
／Fユー・アー・マイ・ナンバー1／Gジャスト・ビトゥ
イーン・アス／Hユー・ドント・イーヴン・ノウ／Iソ
フトリー・アット・サンライズ
ジェラルド・アルブライト（as, ts, b, back-vo）、ロドニー・フランクリン（key, ds 
prog）、パトリース・ラッシェン（key）、チャールズ・ブッカー（key）、ボビー・ライル

（key）、ハーヴィー・メイソン（ds, ds prog）、ロイド・マイケル・クック（ds） 他
1987年作品

WPCR-28158 [WARNER BROS.]

ジョナサン・バトラー『サレンダー』
Aジス・イズ・ラヴ／Bパタ・パタ／Cサレンダー／
Dテイク・ミー・バック／Eウェイク・アップ／Fソーツ・
オブ・ユー／Gバック・トゥ・ラヴ／Hリヴァー・オブ・
ライフ／Iメニー・フェイセズ／Jアフリカの月
ジョナサン・バトラー（vo, g, key, prog）、リル・ジョン・ロバーツ（ds）、パウリーニョ・ダ・
コスタ（perc）、アレックス・アル（b, synth b）、リッキー・ピーターソン（key）、グレゴリー・
マニング（key, prog arr）、カート・ライクス（back-vo）、ショウンティ・ライクス（back-
vo）、ジェリー・ヘイ（tp, flh, horn arr, oboe & cello arr）、ボニー・ジェイムス（ss）、ラ
リー・ウィリアムス（sax）、ビル・ライヒェンバッハ（tb）、フィリップ・アイリング（oboe）、
スティーヴン・エルドディ（cello）、ポール・ブラウン（prog, ds prog）、D.C.（ds prog）
2002年作品／ハリウッド録音

WPCR-28166 [ATLANTIC]

デヴィッド・ニューマン『ニューマニズム』
Aベイビー・レエ／Bソング・フォー・ザ・ニュー・
マン／ C ヴァイオレット・ドント・ビー・ブルー／
D フォクシー・ブラウン／ E ニューマニズム／�
Fスウィート・ティアーズ／Gレット・ミー・ノウ
／Hブランディ
デヴィッド・ニューマン（fl, ss, ts, arr）、ロイ・エアーズ（vib）、パット・レビロッ
ト（el-p）、ロン・カーター（b, el-b）、アンドリュー・スミス（ds）、ロイ・ブルックス

（ds）、アーメン・ハルブリアン（perc）、ロンド・H・スレイド（lyrics, words）

1974年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28160 [ATLANTIC]

ヤン・アッカーマン『ライヴ』
Aトランジトリー／Bスカイダンサー／Cパヴァー
ヌ／Dクラッカーズ／Eトミー／Fアジムス

ヤン・アッカーマン（g）、ヤスパー・ファントフ（key）、ヴィレム・エネ
ス（key）、シーズ・ファン・デル・ラース（b）、ブルーノ・カステルッチ

（ds）、トム・バーレイジ（sax, key）、ネッピー・ノヤ（perc）

【録音】1978年7月7日　スイス　『モントルー・ジャズ・フェスティ
ヴァル』でのライヴ

WPCR-28168 [WARNER BROS.]

アンディ・スニッツァー『イン・ジ・アイ・オブ・ザ・ストーム』
Aア・リヴァーズ・ロード／Bトランス／Cマイ・ドリーム・カム・
トゥルー／Dイースト・オーク・レイン／Eリメンブランス／
F イン・ジ・アイ・オブ・ザ・ストーム／ G ブルー・ルーイン／
H テル・ミー（イフ・ユー・スティル・ケア・アバウト・ミー）／
Iスクールヤード／Jアズ・アイ・レイ・ユー・ダウン／K哀悼
アンディ・スニッツァー（sax, ds, key, synth, b）、マイケル・デイヴィス（tb）、ウィル・
リー（b）、ロン・ジェンキンス（el-b）、ポール・リヴァン（g）、マーク・シュルマン（g）、ミッチ・
クッドリー（g）、クリス・ボッティ（Jupiter 8）、ジミー・ヴァリス（ds）、グラハム・ホーソ
ン（ds）、バシリ・ジョンソン（perc）、ピーター・デマルコ（p）、スコット・クライツァー（p, 
key, synth, perc）、フィリップ・セス（p solo）、ラリー・ゴールディングス（org）、アン
ソニー・ジャクソン（b）、ニキ・リチャーズ（lead-vo, back-vo） 他
1996年作品／ニューヨーク＆ニュージャージー録音

WPCR-28162 [ELEKTRA]

アーニー・ワッツ『ルック・イン・ユア・ハート』
Aジャスト・ホールディン・オン／Bダンス・ミュージッ
ク／Cルック・イン・ユア・ハート／Dメイキン・ミュー
ジック／E出航／［ビヨンド・ザ・コズミック・ヴォイ
ド組曲］Fパート1：宇宙船発進／Gパート２：旅路の
愛／Hパート３：クレトニアへの飛行
アーニー・ワッツ（sax synth, ss, as, ts, bs, piccolo, fl, bass-fl, alto fl, cl, b-cl, 
oboe, English-hrn, perc, vo）、ピート・ロビンソン（key, synth, rubber piano, 
synth-bassB, arr）、ダン・ディーン（b）、アレックス・アクーニャ（ds, perc）、ロン・クッ
ク（g）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、アルフレッド・チャリティ、サム・マクラリー、リ
ンダ・マクラリー、シェルビー・フリント（vo）
1980年作品／カリフォルニア録音

WPCR-28170 [ATLANTIC]

アート・ウェブ『ミスター・フルート』
Aミスター・フルート／Bドビー／Cグッド・タイムズ・
イン・ライフ／Dスウィート・シング／Eカム・アンド・ゲッ
ト・サム・オブ・ジス／Fスマイル／Gメロン・グローヴ
A-F: アート・ウェブ（fl）、バート・コリンズ、ヴァージル・ジョーンズ、ジミー・オーエンズ、
アラン・ラフ、ウェイモン・リード（tp）、ドン・コルラド、ジュリアス・ワトキンス（frh）、ポー
ル・フォーリス、ヘイル・ルード（tb）、ジェリー・フリードマン、スタン・ルーカス、ランス・
クイン（g）、パトリック・アダムス（key, back-vo）、ドゥワイト・ブリュースター（key）、
テッド・ソマーズ（vib）、フィル・クラウス（perc）、カルロス・マーティン（cga）、ボブ・バ
ビット（b）、ジミー・ヤング（ds） 他
G: アート・ウェブ（fl）、ラファエル・クルス、ファン・メレンデス、カルロス・メレンデス、エド
ワード・リヴェラ、サミー・フィゲロア、ゴンチ・シフレ、マーク・グレイ、デニス・デイヴィス（ds）
1977年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28157 [WARNER BROS.]

ノーマン・ブラウン『セレブレイション』
A アウタ・ノーホエア／ B トゥゲザー・アット・ラスト／
Cパラダイス／Dユー・メイク・ミー・フィール・ブランド・
ニュー／ E セレブレイション／ F ゲッティング・バイ／
Gレイン／Hネヴァー・アゲイン／Iブレイキング・アウト
／Jイッツ・タイム・フォー・ラヴ／Kステイ・ストロング
ノーマン・ブラウン（g, vo, scat）、ティム・ハインツ（key, add-key）、デイヴィッド・
トルカノウスキー（key）、オジ・ ピアース（key, prog）、ハーマン・ ジャクソン（key, 
p, synth, synth prog）、アレックス・アル（b）、ラリー・キンペル（b）、ポール・ブラウ
ン（ds）、リル・ジョン（ds）、レイフォード・グリフィン（ds）、デイヴィッド・ウッズ（ds, 
key）、レニー・カストロ（perc）、ジェリー・ヘイ（horn arr）他
1999年作品／カリフォルニア州バーバンク、ノースハリウッド他録音

WPCR-28165 [WARNER BROS.]

カーク・ウェイラム『フォー・ユー』
A エニタイム／ B アセンション／ C セイム・オール・ラヴ
／Dマイ・オール／Eそれが愛というものだから／Fフォー・
ユー／Gオール・アイ・ドゥ／Hラヴァー・フォー・ライフ／
Iアイ・ウォント・ユー／Jゴーイン・イン・サークルズ
カーク・ウェイラム（ts）、デイヴィッド・ウッズ（key, ds prog, arr）、グレッグ・カルー
キス（key, Rhodes, ds, arr）、リッキー・ピーターソン（Rhodes）、ポール・ジャクソン
Jr.（g）、トニー・メイデン（g）、ピーター・ホワイト（Spanish g）、ティム・ハインツ（b, 
key）、アレックス・アル（Fender b）、リル・ジョン（ds）、リッキー・ローソン（ds）、パウリー
ニョ・ダ・コスタ（perc）、ジェリー・ピーターズ（Moog, strings, arr）、ポール・ブラウン

（prog, arr）、ウェンディ・モートン（vo）、ケヴィン・ウェイラム（vo）、ブリジット・ブラ
イアント・フィドモント（vo）、リン・フィドモント・リンゼイ（vo）
1998年作品／ハリウッド録音

WPCR-28159 [ATLANTIC]

マイク・スターン『プレイ』
A プレイ／ B スモール・ワールド／ C アウタ・タ
ウン／ D ブルー・トーン／ E ティパティーナス／
Fオール・ハート／Gフリズ／Hリンク／Iゴー
イン・アンダー／Jビッグ・キッズ／Kアイム・ウィ
ズ・ユー＊� ＊Bonus�Track
マイク・ スターン（g）、ジョン・ スコフィールド（gABC）、ビル・ フリゼール

（gDFGJ）、ベン・ペロウスキー（dsABCDFGJ）、デニス・チェンバース
（dsEHI）、リンカーン・ゴーインズ（b）、ボブ・マラック（tsCEFHI）、ジム・
ベアード（keyABCEFHI）

【録音】1998年12月　シアトル

WPCR-28167 [WARNER BROS.]

ボニー・ジェイムス『トラスト』
A ビューティフル・シング／ B ロードランナー／
C リリー／ D キョート／ E アナザー・プレイス、
アナザー・タイム／Fクリーピン／Gパーソナル・
タッチ／Hトラスト／Iメトロポリス
ボニー・ジェイムス（ts, as, ss, key, WX-7）、オスカー・ブラッシャー（tp）、ア
レン・ハインズ（g）、ポール・ジャクソン Jr.（g）、マルコス・ロヤ（g）、ロベルト・
ヴァリー（b）、フレディ・ワシントン（b）、レオン・ビスケラ（key）、ジェフ・キャラ
サーズ（key）、デイヴィッド・トルカノウスキー（p）、トーラク・オルスタッド（hca 
solo）、カルロス・ヴェガ（ds）、レニー・カストロ（perc）
1992年作品／ロサンゼルス、バーバンク、ノースハリウッド録音

WPCR-28161 [ELEKTRA MUSICIAN]

トム・スコット『ディザイア』
Aディザイア／Bシュア・イナフ／Cジ・オンリー・ワン／
Dストライド／Eジョニー・Ｂ・バッド／Fミート・サムバディ
／G恋することのもどかしさ／Hチャンク・オ・ファンク
トム・スコット（as, ts, ss, lyricon）、ジェリー・ヘイ（tp, flh）、チャック・フィンドレー（tp, 
flh）、ディック“スライド”ハイド（tb）、ビル・ライヒェンバッハ Jr.（tb）、アーニー・ワッ
ツ（sax, fl）、ピート・クリストリーブ（sax, cl）、ジム・ホーン（sax, fl）、ヴィクター・フェ
ルドマン（p, el-p, synth）、マイケル・ボディッカー（synth, vocorder）、バジー・フェ
イトン（el-g）、マイケル・ランドウ（el-g, acoustic-g）、ニール・ステューベンハウス（b）、
ヴィニー・カリウタ（ds）、マイケル・フィッシャー（perc）、スティーヴ・ジョージ、カーメ
ン・グリロ、カーメン・トウィリー、リチャード・ペイジ、ステファニー・スプルイル、アレッ
クス・ブラウン、ジュリア・ウォーターズ、マキシン・ウォーターズ（vo, back-vo）

【録音】1982年6月30日、7月1日　ハリウッド

WPCR-28169 [ATLANTIC]

ハービー・マン『レゲエ』
Aオブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ／Bバビロンの河／
Cスウィンギン・シェパード・ブルース／Dマイ・ガー
ル

ハービー・マン（fl）、ミック・テイラー（g）、アルバート・リー（g）、パット・レビロッ
ト（key）
ザ・トミー・マクック・バンド：トミー・マクック（ts）、ボビー・エリス（tp）、ロッド・
ブライアン（g）、ハックス・ブラウン（g）、グラッドストン・アンダーソン（p）、ウィ
ンストン・ライト（org）、ジャッキー・ジャクソン（b）、マイケル・リチャード（ds）

1974年作品／ロンドン録音

フュージョン・アコースティック・ギターの第一人者の名作。気心の知れた演奏
仲間たちに、オーケストラも加えて、メロディアスでメロウなサウンドを展開。

現在最も忙しいサックス奏者のひとりでもあるアルブライトの88年作品。
チャッキー・ブッカー（key）をフィーチャーしたファンキー・サウンドが炸裂。

ロニー・ロウズやアル・ジャロウらとの共演でも知られるキーボード奏者の
89年作品。豪華ミュージシャンたちとともに、ファンキーなプレイを展開。

今やフュージョン・シーンには欠かせない人気サックス奏者の初リーダー作。
豪華な参加メンバーたちとともに、エネルギッシュなサックス・ソロを展開。

ギタリストであり、シンガーでもある多才なアーティストの2002年作。ポッ
プで耳あたりのいいサウンドが展開された、極上のスムース・ジャズ作品。

ファンキーでアーシーなプレイが人気のサックス奏者の74年作品。ロイ・エ
アーズ（vib）、ロン・カーター（b）なども参加し、ブルージーなサウンドを展開。

元フォーカスのスーパー・ギタリストのライヴ・アルバム。自己のグループ
とともに、ジャジーで泣きのギター・ソロが炸裂する、ギター・ファン垂涎作。

ローリング・ストーンズのツアーにも参加していたサックス奏者の96年
作品。アンソニー・ジャクソン（b）、ウィル・リー（b）など豪華メンバーも参加。

元ジェントル・ソウツのスーパー・サックス奏者の80年作品。ウェイン・ヘン
ダーソンのプロデュースで、ファンキーでエネルギッシュなサウンドを展開。

ファンキーなサウンドで、クラブ・シーンでも人気のフルート奏者の77年作
品。ホーン・セクション、ストリングスも加えたゴージャスなサウンドが魅力。

卓越したテクニックとファンキーなグルーヴで人気のギタリストの99年作品。
自身のヴォーカルもフィーチャーした、ポップでダンサブルなサウンドが満載。

現在サックス界をリードする名手のカヴァー・アルバム。スティーヴィー・ワ
ンダー、マライア・キャリー、ジャネット・ジャクソン等のヒット曲をカヴァー。

マイク・スターンに加え、ジョン・スコフィールドとビル・フリゼールとい
う2人のトップ・ギタリストがゲスト参加した、ギター・ファン必聴の作品。

ボビー・コールドウェルのサポートで注目を集めたサックス奏者のポップな
初リーダー作。コンテンポラリー・ジャズ・チャートで8位を記録したヒット作。

フュージョン・サックスの巨人の82年作品。ファンキーでパワフルなサック
スが炸裂。ポール・マッカートニーの「恋することのもどかしさ」もカヴァー。

ファンキー・フルートの巨匠が、タイトルどおりレゲエに挑戦した作品。ロッ
ク・ギタリストのアルバート・リーとミック・テイラーも参加した異色作。

日本初 CD 化

日本初 CD 化 日本初 CD 化日本初 CD 化

フュージョン・アコースティック・ギターの第一人者の、1997年作品。すべてクルーのオリ
ジナル曲で構成されており、気心の知れた演奏仲間たちに、オーケストラも加えて、メロ
ディアスでメロウなサウンドを展開している。クルーのアコースティック・ギターは、とて
も繊細かつ歌心溢れるもので、聴き手のハートを優しく包み込む。タイトルどおり、音楽で
旅をしているような気分にさせてくれる、美しい景色が見えてくるような音楽作品だ。

現在フュージョン・シーンを代表するサックス奏者のひとりである、アルブライトの
1988年作品。後にジャネット・ジャクソンのツアーの音楽監督を務めることになるチャッ
キー・ブッカー（key）をフィーチャーし、ワイルドかつグルーヴィーなサックス・ソロ
を中心とした、ファンキーでダンサブルでポップなサウンドを展開している。ベイビー
フェイスがウィスパーズのために書いた「イン・ザ・ムード」もセクシーにカヴァー。

スライ & ザ・ファミリー・ストーン、ジョージ・ベンソン、フィリス・ハイマン、エスター・
フィリップス、アル・ジャロウらと共演し、ミュージシャンたちから絶大な信頼を得て
いるスーパー・キーボード奏者の、1989年のリーダー作。カーク・ウェイラム（sax）、エ
イブ・ラボリエル（b）、ポール・ジャクソン Jr.（g）などが参加し、ファンキーでグルー
ヴィーだが、とてもしなやかなで歌心溢れるピアノ・プレイを展開している。

1980年代後半から現在に至るまで、アメリカ西海岸のスタジオ・シーンで、トップ・サッ
クス奏者として活躍しているジェラルド・アルブライトが1987年にリリースした初
リーダー作。ハーヴィー・メイソン（ds）、パトリース・ラッシェン（key）、ボビー・ライル

（key）といった実力派のミュージシャンたちと共に、エネルギッシュでファンキーなサッ
クス・ソロを聴かせている。ルーサー・ヴァンドロスの「ソー・アメイジング」もカヴァー。

南アフリカ出身の、ギタリストであり、シンガーでもある多才なアーティストの2002
年作品。“スムース・ジャズの巨匠”ともいうべきポール・ブラウンがプロデュースを手
がけ、上質のスムース・ジャズともいうべき、ポップで耳あたりのいいサウンドを展開
している。彼のヴォーカルとアコースティック・ギターも気持ちいいし、リッキー・ピーター
ソン（key）をはじめとするミュージシャンたちも、センスのいいプレイを聴かせている。

レイ・チャールズとの共演で人気者となり、“ファットヘッド”の異名を持つ、ファンキー
で、アーシーで、超個性的なプレイで人気のサックス奏者が、1974年にリリースしたア
ルバム。ロイ・エアーズ（vib）、ロン・カーター（b）などといった実力派のミュージシャン
たちも参加し、彼のオリジナル曲を中心に、ブルージーでグルーヴィーなサウンドを展
開している。彼の唯一無二のサックス・ソロが堪能できるソウル・ジャズの隠れた名作。

元フォーカスのスーパー・ギタリストが、1978年にスイスの“モントルー・ジャズ・フェ
スティヴァル”に出演した時の模様を収録したライヴ・アルバム。彼自身のレギュラー・
グループのメンバーたちとともに、オリジナル曲を、ジャジーだがクラシカル、そして
繊細かつメロディアスという、個性溢れるギター・プレイで情感豊かに歌い上げてい
る。ギタリストとしての彼の魅力が詰め込まれた、ギター・ファン垂涎のライヴ作品だ。

ローリング・ストーンズのツアーなどにも参加していたサックス奏者、アンディ・スニッ
ツァーのセカンド・アルバム。彼自身がプロデュースも手がけ、フィリップ・セス（key）、
アンソニー・ジャクソン（b）、クリス・ボッティなどが参加。ドラム・ループなども使っ
たダンサブルなサウンドと、ポップなフュージョン・サウンドが融合したような、ユニー
クなサウンドをバックに、スケールの大きなサックス・ソロを聴かせている。

元ジェントル・ソウツのスーパー・サックス奏者の1980年作品。元ザ・クルセイダーズの
ウェイン・ヘンダーソンがプロデュースを手掛けており、ヘンダーソンのポップでダンサ
ブルなアプローチと、ワッツのファンキーでエネルギッシュなサックス・ソロが合体した、
双方の魅力が見事に融合されたサウンドが展開されている。ワッツはサックスの他にも、
フルート、クラリネット、オーボエなどもプレイし、才能の豊かさを発揮している。

ファンキーなサウンドで、現代のクラブ・シーンでも高い人気を獲得しているフルート
奏者、アート・ウェブの1977年作品。エディ・ケンドリックス、キャンディ・ステイトン、
ハービー・マンらを手掛けたR&B系プロデューサーのパトリック・アダムスを迎え、ホー
ン・セクション、ストリングス、コーラスも加えた、ダンサブルでゴージャスなサウンド
に乗せて、彼のエモーショナルなフルート・ソロがタップリとフィーチャーされている。

ファンキーなプレイで人気のギタリストの1999年作品。自身のヴォーカルもフィー
チャーし、ダンサブルでポップなサウンドを聴かせている。優れたテクニックに裏打
ちされた軽快なギター・ソロも存分に展開されており、スタイリスティックスの「ユー・
メイク・ミー・フィール・ブランド・ニュー」やジャコ・パストリアスの「トレイシーの肖
像」をサンプリングした SWV の「レイン」といったカヴァー曲のセンスも秀逸。

ボブ・ジェームスやラリー・カールトンとのセッションや、ホイットニー・ヒューストン
との共演などで注目を集めたサックス奏者が、様々なアーティストのヒット曲をカヴァー
した1998年作品。マックスウェル、マライア・キャリー、ジャネット・ジャクソン、スティー
ヴィー・ワンダーなどのヒット曲を、サックスで感情豊かに歌い上げている。メロディを
朗々と歌い上げるソロが感動的で、彼の歌心の豊かさが見事に表現されたアルバムだ。

マイク・スターンが、ジョン・スコフィールドとビル・フリゼールという2人のギタリス
トを招いて制作した、現代ジャズ・シーンのトップ・ギタリストたちの競演ともいうべき
画期的作品。それぞれのギタリストの個性をうまく引き出し、時には激しく、時には寄り
添うようにアンサンブルしながら、ひとつのベクトルに向かっているという、他にはな
いサウンドが展開されている。まさにコンテンポラリー・ジャズ・ギターの傑作アルバム。

ボビー・コールドウェルのサポート・メンバーとして注目を集め、今やスムース・ジャズ・
シーンのトップ・アーティストとなったボニー・ジェイムスが1992年にリリースした
初リーダー作。ポール・ジャクソン Jr.（g）、カルロス・ヴェガ（ds）、フレディ・ワシント
ン（b）らが参加し、迫力満点のサックス・ソロを縦横無尽に展開している。初リーダー作
にもかかわらず、ビルボード誌のコンテンポラリー・ジャズ・チャートの8位を記録した。

フュージョン・サックスの巨人の1982年作品。ヴィニー・カリウタ（ds）、マイケル・ランド
ウ（g）、バジー・フェイトン（g）、ニール・ステューベンハウス（b）などといった錚々たるミュー
ジシャンたちに加え、ホーン・セクションやコーラスも参加した、ゴージャスなサウンド
を展開しており、もちろん彼のサックスも、ファンキーでパワフルなソロをタップリと聴
かせてくれている。ポール・マッカートニーの「恋することのもどかしさ」もカヴァー。

ファンキー・フルートの巨匠が、タイトルどおりレゲエに挑戦した1974年の作品。ロッ
ク・ギタリストのアルバート・リーとミック・テイラーが参加し、またホーン・セクショ
ンも従えて、ビートルズの「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ」、テンプテイションズの「マイ・
ガール」などを、ゆったりとしたレゲエのリズムに乗せてプレイしている。ジャンルに
こだわらない彼の幅広い音楽性が見事に発揮された、楽しくリラックスしたアルバム。
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WPCR-28172 [ELEKTRA]

レニー・ホワイト『ヘヴィー・メタル・ファンタジー』
A プレリュード：アストラル・パイレーツのテーマ／
B追跡／Cマンダリン・ウォーローズ／Dグレイト・
ピラミッド／ E ユニヴァーサル・ラヴ／ F リメンバ
リング／G黙示／Hシチューとキャベツとそら豆／
Iヘヴィー・メタル・モンスター／J突撃／Kクライ
マックス：アストラル・パイレーツのテーマ
レニー・ホワイト（ds, perc, synth）、パトリック・グリーソン（synth prog）、ドン“キャ
プテン・キーボーズ”ブラックマン（org, p, el-p, synth, vo, arr, string arr）、ニック・
モロック（g）、ジェフ・シグマン（g）、アレックス・ブレイク（b）

【録音】1977年8月〜 9月　サンフランシスコ

WPCR-28180 [ATLANTIC]

ボビー・ライル『ザ・ジャーニー』
Aストラッティン／Bリーチ・アウト・フォー・ラ
ヴ／Cラヴ・アイズ／Dオセロ／Eフライ・アウェ
イ・スピリット／Fヴィヴァ・マンデラ／ザ・ジャー
ニー／ G サッシー／ H スウィング・ ジャック／
Iブルース・フォー・デクスター／Jマイ・マインド
ボビー・ライル（key, p, ds prog, string arr & cond）、カーク・ウェイラム（ts, ss）、
スタンリー・タレンタイン（ts）、ポール・ジャクソン Jr.（g）、ジョン・パティトゥッチ（b）、
ジェラルド・アルブライト（b）、レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds fills）、パウリーニョ・
ダ・コスタ（perc）他
1990年作品

WPCR-28171 [GRAMAVISION]

ハーヴィー・シュワルツ『アーバン・アース』
Aスウィート・ウォーク／Bフォーリング／Cピ
ラミッド／Dアンティル・トゥモロウ／Eザ・デュー
ク／Fマザー・シップ／Gラウンド・ミッドナイト

ハーヴィー・シュワルツ（b）、デイヴィッド・サンボーン（as）、ボブ・
ミンツァー（ss）、マイク・スターン（g）、ヴィクター・ルイス（ds）、マ
ノロ・バドレナ（perc）、ベン・アロノフ（p）

【録音】1985年2月　ニューヨーク

WPCR-28179 [ELEKTRA]

ダン・シーゲル『ロスト・イン・メモリー』
Aグレイト・エクスペクテイションズ／B魅惑の
森／Cアップタウン／D風に舞う／Eザ・ローン・
レンジャー／Fタッチ・アンド・ゴー／G誰もいな
いビーチ／Hつかの間の恋／I征服者
ダン・シーゲル（key）、ロブ・トーマス（b）、エイブラハム・ラボリエル（bAC）、モイズ・
ルーカス Jr.（ds）、ジョン・ロビンソン（dsAC）、トム・スコット（sax）、ジェフ・ホーマ
ン（tsF）、ポール・ジャクソン Jr.（g）、ラリー・カールトン（gBEI）、マーロン・マクレ
イン（gF）、レニー・カストロ（perc）、トム・ブラウン（tpCH）、マーク・ハッチ（flhDG）

1982年作品／オレゴン州ユージーン録音

WPCR-28174 [REPRISE]

アル・ジャロウ『テンダネス』
Aマシュ・ケ・ナダ／Bトライ・ア・リトル・テンダネス／Cユア・ソ
ング／Dマイ・フェイヴァリット・シングス／Eシーズ・リーヴィング・
ホーム／Fサマータイム／Gウィ・ガット・バイ／Hセイヴ・ユア・
ラヴ・フォー・ミー／Iユー・ドント・シー・ミー／Jウェイト・フォー・
ザ・マジック／Kダイナソー／Lゴー・アウェイ・リトル・ガール
アル・ジャロウ（vo）、マーカス・ミラー（b, add-key）、スティーヴ・ガッド（ds）、ジョー・
サンプル（key）、ニール・ラーセン（key）、エリック・ゲイル（g）、フィリップ・セス（synth）、
パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）、デイヴィッド・サンボーン（as）、ケニー・ギャレット（as）、
ポール・ジャクソン Jr.（add-g）、マイケル・ブレッカー（ts）他

【録音】A-CE-L：1993年5月13 〜 20日　ロサンゼルス『サー・フィルム・ステージ』でのスタジオ・ライヴ
　　　 D：1993年12月21日　ニューヨーク『ザ・ヒット・ファクトリー』でのスタジオ・ライヴ

WPCR-28182 [WARNER BROS.]

ノーマン・ブラウン『ジャスト・チリン』
Aザ・フィーリング・アイ・ゲット／Bジャスト・チリン／
Cフィーリング・ザ・ウェイ／Dナイト・ドライヴ／Eアイ・
スティル・ビリーヴ／ F ダンシング・イン・ザ・ハウス／
Gレッツ・ウェイト・アホワイル／Hウォント・ユー・ステ
イ／Iイン・マイ・ライフ／Jノット・ライク・ユー・ドゥー
ノーマン・ブラウン（ac-g, el-g, vo）、マイケル・マクドナルド（vo）、シャンテ・ムーア

（vo）、デビー・ノヴァ（vo）、ミキ・ハワード（vo）、ラリー・ウィリアムス（sax）、ジェリー・
ヘイ（flh）、リッキー・ピーターソン（key）、トニー・メイデン（g）、アレックス・アル（b）、ピ
ノ・パラディノ（b）、リル・ジョン・ロバーツ（ds）、レニー・カストロ（perc）、パウリーニョ・
ダ・コスタ（perc）他
2002年作品／カリフォルニア州バーバンク、ノースハリウッド他 録音

WPCR-28176 [WARNER BROS.]

フォープレイ『スノーバウンド』
Aあらののはてに／B天にはさかえ／Cスノーバウ
ンド／Dザ・クリスマス・ソング／Eアイヴィー・ヴァ
リエーションズ／Fリヴァー／Gアメージング・グレー
ス／Hクリスマスがやって来た／Iサンタが街にやっ
てくる／J神の御子のイエス様は／Kメリ−・リト
ル・ストロール／Lほたるのひかり
ボブ・ジェームス（key）、ラリー・カールトン（g）、ネイザン・イースト（el-b, vo）、ハー
ヴィー・メイソン（ds）、エリック・ベネイ（lead-vo）、ガブリエラ・アンダース（vo）他
1999年作品

WPCR-28184 [ATLANTIC]

ヤン・アッカーマン『３』
Aスティングレイ（ゲット・アップ・ウィズ・ザット）／
Bウェイト・アンド・シー／Cシーズ・ソー・ディヴァ
イン／ D ファンク・ミー／ E ジス・イズ・ジ・ワン／
Fナイトプレイヤー／Gタイム・アウト・オブ・マインド

ヤン・アッカーマン（g）、ブルーノ・カステルッチ（ds）、バニー・ブルネル（b）、ジョ
ン・ファディス（tp, flh）、トム・マローン（tb）、マイケル・ブレッカー（ts）他

1979年作品／オランダ、ブラリクム／ロンドン／ニューヨーク／バーバンク録音

WPCR-28178 [WARNER MUSIC JAPAN]

カリズマ『ＣＵＢＡ』
A プロフェシー／ B スティング／ C トルテック・
ダンス／DＴ．Ｊ．／Eキンビサ/キューバ／Fジャ
イヴ／Gドナ／Hハングリー・ドッグス／Iクレ
アチ・ストンプ／Jオール・ブルース
カリズマ：デヴィッド・ガーフィールド（key）、マイケル・ランドウ（g）、レニー・
カストロ（perc）、カルロス・ヴェガ（ds）、ラリー・クライマス（ts, fl）
ゲスト：スティーヴ・ルカサー（g）、マイケル・オニール（g）、ネイザン・イースト（b）、
ジミー・ジョンソン（b）、ルイス・コンテ（perc）、ブランドン・フィールズ（as）、ス
ティーヴ・タヴァローニ（ss, fl）他

【録音】1986年9月24日、25日　ノースハリウッド

WPCR-28186 [ELEKTRA]

ジョン・クレマー『マグニフィセント・マッドネス』
Aマグニフィセント・マッドネス／Bハート（サマー・
ソング）／Cドント・テイク・ユア・ラヴ・アウェイ／
Dアイ・キャント・ヘルプ・イット／Eウィ・クドゥ
ント・スタート・オーヴァー／Fデジャ・ヴ／Gライ
フソング／Hアドヴェンチャーズ・イン・パラダイス
ジョン・クレマー（ts, echoplex, phaser, vocalise）、ジョン・トロペイ（g）、ドン・
グルーシン（p）、エイブラハム・ラボリエル（b）、ハーヴィー・メイソン（ds）、レニー・カ
ストロ（perc）、ダニー・オキーフ（vo）、ビリ・セドフォード（vo）、ラリー・ウィリアムス

（horns）、ジェリー・ヘイ（horns）、ロニー・フォスター（synth, synth arr）他
1980年作品／カリフォルニア州ノースハリウッド、ハリウッド録音

WPCR-28173 [GRAMAVISION]

メデスキ・マーティン＆ウッド『イッツ・ア・ジャングル・イン・ヒア』
Aビーアー／Bホエアズ・スライ／Cシャック・イット・
アップ／Dサンド／Eワームズ／Fベムシャ・スウィ
ング〜ライヴリー・アップ・ユアセルフ／Gモティ・モ
／Hイッツ・ア・ジャングル・イン・ヒア／Iシーダズ・
ソング・フルート／Jウィグリーズ・ウェイ
ジョン・メデスキ（org, p, Wurlitzer, horn arr）、ビリー・マーティン（ds, perc）、クリ
ス・ウッド（b）
ゲスト・ミュージシャンズ：スティーヴン・バーンスタイン（tp, flh）、ジョシュ・ローズマ
ン（tb）、ジェイ・ロドリゲス（ts, as）、デイヴィッド・ビニー（as）、マーク・リボー（g）

【録音】1993年8月2 〜 4日　ニューヨーク

WPCR-28181 [WARNER BROS.]

ボブ・ジェームス／アール・クルー『クール』
A ムーヴィン・オン／ B アズ・イット・ハプンズ／
Cソー・マッチ・イン・コモン／Dフュージャティヴ・
ライフ／Eザ・ナイト・ザット・ラヴ・ケイム・バック／
F シークレット・ウィッシーズ／ G ニューヨーク・サ
ンバ／Hハンダラ／Iザ・スポンジ／Jテルプシコ
ラー／Kサン・ディエゴ・ストンプ／Lミニチュア
ボブ・ジェームス（key）、アール・クルー（g）、ゲイリー・キング（b）、ハーヴィー・
メイソン（ds）、レナード・ドック・ギブス（perc）、ロン・カーター（bJ）、ポール・
ペスコ（rhythm gH）
1992年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28175 [WARNER BROS.]

ランディ・クロフォード『ウィンドソング』
Aメランコリーの妙薬／Bエヴリシング・バット・ユー／Cヒー・リマ
インズ・ミー／D涙のレター／Eジス・ナイト・ウォント・ラスト・フォー
エヴァー／F出逢いの扉／Gウィンドソング／Hホエン・アイム・ゴー
ン／Iドント・カム・ノッキン／J哀しみは潮騒の如く／K強き愛
ランディ・クロフォード（vo）／リズム・セクション：レオン・ペンダーヴィス（key）、エイ
ブラハム・ラボリエル（b）、ジェフ・ポーカロ（ds）、スティーヴ・ルカサー（g）、ディーン・パー
クス（g）、レニー・カストロ（perc）、マイケル・センベロ（g）、ポール・M. ジャクソン（g）、
マーティ・ウォルシュ（g solo）、バジー・フェイトン（“Bag” solo, g solo）、ロビー・ブキャ
ナン（synth, Rhodes, p）、デイヴィッド・サンボーン（as solo）、ニール・ステューベン
ハウス（b）／ホーン・セクション：ラリー・ウィリアムス、ジェリー・ヘイ／バック・ヴォー
カル：リチャード・ペイジ、ビル・チャンプリン 他
1982年作品／ハリウッド録音

WPCR-28183 [ATLANTIC]

マイク・スターン『ヴォイセズ』
Aワン・ワールド／Bザ・リヴァー／Cスロウ・チェ
ンジ／Dウィッシング・ウェル／Eスティル・ゼア
／Fスピリット／Gホワット・マイト・ハヴ・ビー
ン／Hレニズ・スマイル／Iウェイ・アウト・イー
スト／Jノー・カウント＊� ＊Bonus�Track

マイク・スターン（g）、マイケル・ブレッカー（sax）、ボブ・フランセスキーニ（sax）、ジム・
ベアード（key）、ヴィニー・カリウタ（ds）、デニス・チェンバース（ds）、リチャード・ボ
ナ（vo, b, kalimba）、エリザベス・コントマノウ（vo）、フィリップ・ハミルトン（vo）他
2001年作品／ニューヨーク録音

WPCR-28177 [WARNER BROS.]

フォープレイ『イエス・プリーズ』
Aフリー・レンジ／Bダブル・トラブル／Cワンス・アポ
ン・ア・ラヴ／Dロボ・バップ／Eブルース・フォース／
F セイヴ・サム・ラヴ・フォー・ミー／ G フォートレス／
Hゴー・ウィズ・ユア・ハート／Iポコ・ア・ポコ／Jア・
リトル・フォープレイ／Kラッキー／LMEOWWW（ミャ
ウー）＊� ＊Bonus�Track
ボブ・ジェームス（key）、ラリー・カールトン（g）、ハーヴィー・メイソン（ds）、ネ
イザン・イースト（b, voFGK, back-voJ）、シャンテ・ムーア（voF）、シェリー

（voJ, back-voJ）
2000年作品

WPCR-28185 [ATLANTIC]

ジャン = リュック・ポンティ『ノー・アブソリュート・タイム』
A ノー・アブソリュート・タイム／ B サヴァンナ／
C ロスト・イリュージョンズ／ D ダンス・オブ・ザ・
スピリッツ／Eフォーエヴァー・トゥゲザー／Fカ
ラカス／ G アフリカン・スピリット／ H スピーク・
アウト／Iブルー・マンボ／Jチャイルド・イン・ユー
ジャン = リュック・ポンティ（vln, key, synth）、ガイ・サング（b）、マーティン・アタ
ンガナ（g）、ケヴィン・ユーバンクス（g solo）、ウォーリー・ミンコ（p, back key）、モ
クタル・サンバ（ds, doumdoumbaE, bougarabous, timbales, cowbell）他
1992年12月〜 1993年3月　サンタモニカ、パリ、ロサンゼルス録音

リターン・トゥ・フォーエヴァーの名ドラマーの78年作品。アル・クーパー
のプロデュースで、宇宙探検をテーマにした壮大なコンセプト・アルバム。

ミュージシャンたちから絶大な評価を受けている名キーボード奏者の90年
作品。エネルギッシュでグルーヴィーに弾きまくるキーボード・プレイは圧巻。

実力派ベーシストの、隠れた名作。デイヴィッド・サンボーン（as）、マイク・
スターン（g）、ボブ・ミンツァー（ss）らが参加し、密度の高いサウンドを展開。

フュージョン・キーボードの貴公子の名作。ラリー・カールトン（g）、トム・スコッ
ト（sax）、エイブラハム・ラボリエル（b）なども参加し、メロウなサウンドを展開。

マーカス・ミラーがプロデュースし、スティーヴ・ガッド（ds）、ジョー・サ
ンプル（p）ら名手たちと共演した、豪華なスタジオ・ライヴ・アルバム。

ファンキー・フィーリングが魅力のギタリストの力作。ポール・ブラウンのプ
ロデュースで、シャンテ・ムーア、マイケル・マクドナルドなどもゲスト参加。

スムース・ジャズのスーパー・グループによるクリスマス・アルバム。おなじ
みのクリスマス・ソングが、達人たちの名人芸で、極上のサウンドに変身。

元フォーカスのギタリストの79年作品。ホーン・セクションなども導入
し、メロディアスでロマンティックなギター・サウンドを展開した傑作。

デヴィッド・ガーフィールド（key）率いるスーパー・セッション・グルー
プの86年作品。スティーヴ・ルカサー（g）、マイケル・ランドウ（g）も参加。

スケールの大きなプレイで人気のテナー・サックス奏者のヒット作。ドン・グ
ルーシン（key）、ハーヴィー・メイソン（ds）らと、メロウなサウンドを展開。

ジャム・バンド界をリードする超絶トリオの原点ともいうべき、93年の作品。
オルガンを中心に、超個性的でユニークで躍動的なサウンドをクリエイト。

フュージョン界のスーパースター 2人の共演作。美しいメロディと繊細なサウ
ンドをフィーチャーした、タイトルどおりクールでメロウなサウンドが心地いい。

「ストリート・ライフ」のヒットで知られる女性シンガーのヒット作。トミー・
リピューマのプロデュースで、デイヴィッド・サンボーン（as）もゲスト参加。

マイク・スターンのギターとリチャード・ボナの声とが融合することによって、
これまで誰も聴いたことがなかったような、ユニークなサウンドが生まれた。

ラリー・カールトン（g）が加入し、サウンドにますます磨きがかかった2000
年の作品。4人の名手による、洗練された、歌心溢れるアンサンブルは絶品。

フュージョン・ヴァイオリンの第一人者の93年作品。ケヴィン・ユーバンク
ス（g）も参加し、アグレッシヴでプログレッシヴな、迫力溢れるプレイを展開。

日本初 CD 化

日本初 CD 化

リターン・トゥ・フォーエヴァーの名ドラマーの、1978年作品。ロック界の大物アーティ
スト／プロデューサーであるアル・クーパーがプロデュースを手掛け、宇宙探検をテー
マにした壮大なコンセプト・アルバムになっている。彼のセッション仲間たちと共に、リ
ターン・トゥ・フォーエヴァーを思わせるロック・フィーリング溢れるハードなサウンドと、
レニーの持つファンキー体質とが絶妙に合体したようなサウンドが展開されている。

アル・ジャロウ、ジョージ・ベンソン、アニタ・ベイカーといったトップ・アーティスト
と共演してきた実力派キーボード奏者の、1990年作品。カーク・ウェイラム（sax）、ポー
ル・ジャクソン Jr.（g）、レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）、スタンリー・タレンタイ
ン（sax）といったミュージシャンたちが参加し、ファンキーなグルーヴと、スウィンギー
なジャズと、メロウなR&Bが融合した、彼ならではのサウンドをクリエイトしている。

現在は Harvie S の名前で活動している実力派ジャズ・ベーシストの、1985年のリー
ダー作。マイク・スターン（g）、デイヴィッド・サンボーン（as）、ボブ・ミンツァー（ss）ら
といった錚々たるミュージシャンたちが参加し、オリジナル曲やスタンダードの「ラ
ウンド・ミッドナイト」などを、コンテンポラリー感覚溢れるユニークなインタープレ
イで聴かせている。スターン・ファン、サンボーン・ファンも要チェックの、隠れた名作。

1980年代初頭から現在に至るまで、フュージョン／スムース・ジャズ・シーンの最前線で活躍し続け、数
多くの名盤を世に送り出してきたキーボード・プレイヤーの1982年の名作。ラリー・カールトン（g）、トム・
スコット（sax）、エイブラハム・ラボリエル（b）、ジョン・ロビンソン（ds）、ポール・ジャクソン Jr.（g）、レ
ニー・カストロ（perc）、トム・ブラウン（tp）といった豪華メンバーが参加し、彼らの個性溢れるプレイと、
シーゲルの美しいメロディや繊細なピアノ・ソロをバランスよく配したサウンドが展開されている。

天才ヴォーカリスト、ジャロウのスタジオ・ライヴ・アルバム。マーカス・ミラーのプロ
デュースにより、ヴォーカルと演奏とが対等な立場でパフォーマンスを繰り広げると
いう、理想的なヴォーカル・アルバムになっている。じっくり歌い上げるジャロウの歌
声は素晴らしいし、マーカスのベースはもちろん、ジョー・サンプル（p）、エリック・ゲイ
ル（g）、スティーヴ・ガッド（ds）らによる、歌の伴奏のお手本のようなプレイも絶品だ。

フュージョンとクラブ・サウンドとを絶妙に融合し、ギター・サウンドの新たなる可能
性をファンに提示したノーマン・ブラウンの2002年作品。売れっ子プロデューサーの
ポール・ブラウンを起用し、シャンテ・ムーア、マイケル・マクドナルド、ミキ・ハワード
といったゲスト・シンガーたちも参加して、スムース・ジャズの心地好さと、ブラウン
のホットで人間味あふれるギター・ソロがひとつになったサウンドを聴かせてくれる。

フュージョン・シーンのトップ・アーティスト4人が集まったスーパー・グループ“フォー
プレイ”のクリスマス・アルバム。「あらののはてに」「ほたるのひかり」「ザ・クリスマ
ス・ソング」「サンタが街にやってくる」などといったおなじみのクリスマス・ソング
を、リラックスしたムードのサウンドとクオリティの高いアレンジで聴かせてくれる。
ゲスト・ヴォーカルにエリック・ベネイ、ガブリエラ・アンダースらも参加。

オランダのプログレッシヴ・ロック・グループ“フォーカス”のギタリストだったアッカー
マンの1979年のソロ・アルバム。バニー・ブルネル（b）、ブルーノ・カステルッチ（ds）と
いった興味深いメンバーに加え、ホーン・セクションにマイケル・ブレッカー（ts）、ジョ
ン・ファディス（tp）、トム・マローン（tb）ら、さらにコーラスも参加して、アッカーマン
の情感溢れる、スケールの大きなギター・ソロをじっくりと聴かせている。

売れっ子セッション・キーボード奏者であるデヴィッド・ガーフィールド率いるセッ
ション・ユニットの1986年作品。マイケル・ランドウ（g）、カルロス・ヴェガ（ds）、レニー・
カストロ（perc）を中心に、ゲストとしてスティーヴ・ルカサー（g）、ネイザン・イースト

（b）、ブランドン・フィールズ（as）といったアメリカ西海岸で活躍しているトップ・プ
レイヤーたちが加わり、ライヴ感覚溢れる、熱いセッションを繰り広げている。

個性溢れる、歌心に満ちたプレイが持ち味のサックス奏者の、1980年のヒット作品。ド
ン・グルーシン（key）、ハーヴィー・メイソン（ds）、エイブ・ラボリエル（b）らといった
実力派のミュージシャンとともに、メロウでスウィートなサウンドをクリエイトして
いる。また2曲でシンガー・ソングライターのダニー・オキーフをフィーチャーし、味の
あるヴォーカルと、朗々と歌い上げるサックス・ソロが絶妙の絡みを聴かせている。

1990年代のジャム・バンド・シーンをリードしてきた超絶トリオの原点ともいうべき、
1993年の作品。マーク・リボー（g）、デイヴィッド・ビニー（sax）なども参加し、メデス
キが弾くオルガンを中心とした、超個性的でユニークで躍動的なサウンドをクリエイ
トしている。オリジナル曲に加え、セロニアス・モンクの「ベムシャ・スウィング」やジョ
ン・コルトレーンの「シーダズ・ソング・フルート」などのユニークな解釈も聴きものだ。

フュージョン・シーンの名コンビともいうべき、ボブ・ジェームス（key）とアール・クルー
（g）の3作目となる共演作。ジェームスのメロディアスで繊細なピアノと、クルーのメ
ロウなアコースティック・ギターが絶妙にアンサンブルし、タイトルどおり、クールで
極上のサウンドをクリエイトしている。ハーヴィー・メイソン（ds）、ゲイリー・キング

（b）、ロン・カーター（b）らも参加し、彼らのプレイをじっくりとサポートしている。

「ストリート・ライフ」の大ヒットで知られる女性シンガーの、1982年のヒット作。巨匠
トミー・リピューマがプロデュースを手掛け、デイヴィッド・サンボーン（sax）、バジー・
フェイトン（g）、ジェフ・ポーカロ（ds）などが参加。書き下ろし曲に加え、レオン・ラッ
セルの「ウィンドソング」、グラディス・ナイト & ザ・ピップスの「涙のレター」、ミラク
ルズの「強き愛」などを、ソウルフルでエモーショナルなヴォーカルで聴かせている。

コンテンポラリー・ジャズ・ギターのトップ・アーティストの、2001年の異色作。リチャード・
ボナをはじめとする3人のシンガーをフィーチャーし、アフリカ的なテイストや、フォー
クっぽい要素も取り入れ、そこに彼のギター・ソロが融合するという、個性的なサウンド
を構築している。ギタリストとしてだけではなく、作曲家／サウンド・クリエイターとし
ての才能がより際立っている、総合的な音楽家としての実力が発揮された快作。

ボブ・ジェームス（key）、ラリー・カールトン（g）、ネイザン・イースト（b）、ハーヴィー・
メイソン（ds）という、フュージョン界の重鎮4人によるグループの2000年作品。カー
ルトン加入後2作目となるオリジナル・アルバムで、とても彼ららしい、リラックスし
た上質で心地のいいサウンドと、カールトンのブルージーで歌心満点のギター・ソロ
がひとつになった、他のグループでは出せないような極上の音空間を作り出している。

ジャズ／フュージョン・ヴァイオリンの第一人者が1993年にリリースした異色作。すべ
てポンティのオリジナル曲で構成されており、彼のレギュラー・グループのメンバーたち
とともに、アンビエント・ミュージックにも通じる、ヴィジュアル感覚溢れる音楽を展開
している。ヴァイオリンの繊細で美しいメロディとシンプルなリズムに、ワールド・ミュー
ジックの要素も取り入れた、まさに彼にしかクリエイトできない個性的な音世界だ。
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WPCR-28188 [ATLANTIC]

ジェラルド・アルブライト『ドリーム・カム・トゥルー』
Aマイ・マイ・マイ／Bフロント・ストリート／Cセ
イ・イエス／Dデザイアー／Eスウィート・ドリーム
ス／Fキッキン・イット／Gドリーム・カム・トゥルー
／Hキャント・ユー・フィール／Iカム・ア・リトル・
クローサー／Jグローイング・ウィズ・イーチ・アザー
ジェラルド・アルブライト（as, b, synth, arr）、デレク・ナカモト（synth, key, 
arr）、パトリック・モーテン（p, synth, arr）、チャッキー・ブッカー（synth, ds 
prog, arr）、ポール・ジャクソン Jr.（g, el-g）、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）他
1990年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28196 [ELEKTRA]

レニー・ホワイト『ストリームライン』
Aストラッティン／Bレディ・マドンナ／C火星から
の12の光線／Dアースリングス／Eスパズモ・スト
ライクス・アゲイン／Fタイム／Gプー・ベア／Hロッ
キーズ・インスピレーション／Iアイル・シー・ユー・スー
ン／Jナイト・ゲームス／Kコズミック・インディゴ
レニー・ホワイト（ds, perc）、ドナルド“キャプテン・キーボーズ”ブラックマン

（key, vo）、デンジル“ブロードウェイ”ミラー（key）、ラリー・ダン（key）、ニッ
ク・マロック、ジェイミー・グレイザー（g）、マーカス・ミラー（b）、チャカ・カーン

（lead-vo, back-voB）、ダイアン・リーヴス（back-vo）
【録音】1978年7月〜 8月　ハリウッド

WPCR-28187 [ATLANTIC]

トム・スコット『ターゲット』
Aターゲット／Bカム・バック・トゥ・ミー／Cエ
アロビア／Dヒーズ・トゥー・ヤング／Eゲット・
アウト・オブ・ニューヨーク／ F ロリポッピン／
Gビゲスト・パート・オブ・ミー／Hブルンジ・バンプ
トム・ スコット（ts, ss, lyricon）、アーニー・ ワッツ（ts, as, ss）、ジェリー・
ヘイ（tp, fl h）、ポール・ ジャクソン Jr.（el-g, perc）、カルロス・ リオス（el-
g, percH）、ニール・ ステューベンハウス（bH）、ハーヴィー・ メイソン（ds, 
Simmons el-ds, perc）、マリア・マルダー（lead-voD）他

【録音】1983年7月23日、24日　ハリウッド

WPCR-28195 [ATLANTIC]

アート・ウェブ『ラヴ・アイズ』
Aラヴ・アイズ／Bユー・キャント・ハイド・ラヴ／
Cフリー／Dデヴォーション／Eグラス・ドリー
ムズ／Fピラミッズ／Gフルート・マジック／Hア・
リトル・トラヴェリング・ミュージック─プリーズ
アート・ウェブ（fl ）、レジー・ルーカス、ハイラム・ブロック（g）、ジェ
リー・フリードマン（gAB）、オナージェ・ガムス（el-pCDE）、ヒュー
バート・イーヴス（p, el-pABC）、ロニー・キューバ（bs）他

【録音】1977年5月　ニューヨーク

WPCR-28190 [WARNER BROS.]

カーク・ウェイラム『アンコンディショナル』
A ナウ・ティル・フォーエヴァー／ B グローヴァーワーク
ド＆アンダーペイド／Cゴッド・マスト・ハヴ・スペント・ア・
リトル・モア・タイム・オン・ユー／Dアンコンディショナル
／Eキャント・ストップ・ザ・レイン／Fソング・フォー・エ
ヴァン／Gアイ・トライ／Hプレイング・ウィズ・ファイアー
／Iリアル・ラヴ／Jワルツ・フォー・デイヴィッド
カーク・ウェイラム（ts, as, key）、グレッグ・フィリンゲインズ（Rhodes, key）、ポール・
ジャクソン Jr.（g）、ピーター・ホワイト（g）、シャイ（vo, key, b）、ポール・ブラウン（ds 
prog）、ウェンディ・モートン（vo）、ジェリー・ヘイ（add-arr）他

2000年作品

WPCR-28198 [GRAMAVISION]

メデスキ・マーティン＆ウッド『シャック・マン』
Aイズ・ゼア・エニバディ・ヒア・ザット・ラヴ・マイ・ジー
ザス／ B シンク／ C ドラキュラ／ D バブルハウス／
Eヘンダック／Fストランス・オブ・ザ・スピリット・レッ
ド・ゲイター／G スパイ・キス／ H ライフブラッド／
Iジェリー・ベリー／Jナイト・マーチャーズ／Kケニー
ジョン・メデスキ（Hammond B-3, clavinet, Wurlizer, Pianet T, toy piano, 
Yamaha CSO1 II）、ビリー・マーティン（ds, perc）、クリス・ウッド（b, el-b, g）

【録音】1996年6月　ハワイ

WPCR-28192 [ATLANTIC]

クリス・ハンター『クリス・ハンター』
Aストローリン・ダウン・トゥ・ビューゾズ／Bわが
心のジョージア／Cリスペクト／Dパープル・レ
イン／Eアイ・キャント・ヘルプ・イット／Fグッド・
クリーン・ファン／Gアメリカ・ザ・ビューティフル
クリス・ハンター（as）、ハイラム・ブロック（g）、リチャード・ティー（p）、スティー
ヴ・ジョーダン（ds）、アンソニー・ジャクソン（bCDEG）、ダリル・ジョーンズ

（bABF）、クリフォード・カーター（synth）、ジョー・ボナディオ（perc）、デイ
ヴィッド・ネイディエン（concertmaster）

【録音】1986年5月＆6月　ニュージャージー州イングルウッド・クリフス

WPCR-28200 [WARNER BROS.]

ランディ・クロフォード『ナイトライン』
Aナイトライン／Bリヴィング・オン・ジ・アウト
サイド／Cホワイ／Dボトム・ライン／Eリアル・
ライフ／Fハッピー・フィート／Gディス・オール・
ハート／Hリフト・ミー・アップ／Iエイント・ノー・
フーリン／Jリヴ・イット・アップ
ランディ・クロフォード（vo）、ラリー・カールトン（g soloD）、スティーヴ・ルカ
サー（rhythm gA）、ダン・ハフ（g soloB）、ネイザン・イースト（b）、エイブラハ
ム・ラボリエル（b）、ジェフ・ポーカロ（ds）、ジェイムス・ギャドソン（ds）他
1983年作品／ロサンゼルス録音

WPCR-28194 [ATLANTIC]

ハービー・マン『バード・イン・ア・シルヴァー・ケイジ』
Aバード・イン・ア・シルヴァー・ケイジ／Bアリア
／Cフライ、ロビン、フライ／Dバードウォーク／
Eイヤーズ・オブ・ラヴ／Fザ・パイパー

ハービー・マン（fl ）、シルヴェスター・リーヴァイ（key, arr, cond）、ニック・ウッド
ランド（g）、ゲイリー・アンウィン（b）、マーティン・ハリソン（ds）、ジョー・スペクター、
エルマー・ルイス（perc）、ミュンヘン・フィルハーモニック・オーケストラ・ストリ
ング・アンサンブル、フリッツ・ゾンライトナー（指揮）、ミュンヘン・スタジオ・コー
ル（chorusB）、ジェリー・リックス（back-voAC-F）、ペニー・マクレーン（voB）

1976年作品／ミュンヘン録音

WPCR-28189 [ATLANTIC]

ジェラルド・アルブライト『ライヴ・アット・バードランド・ウエスト』
Aインプレッションズ／B我が心のジョージア／Cソ
フトリー・アット・サンライズ／Dトゥー・クール／Eシー・
ジャム・ブルース／Fライムハウス・ブルース／Gメロディ
ウス・サンク／Hバブルヘッド・マックダディー／Iボス・
オブ・ノヴァ／Jマイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ
ジェラルド・アルブライト（as, ts, synth）、カーク・ウェイラム（ts）、ジョー・サンプル（p）、
ハーヴィー・メイソン（ds）、ボビー・ライル（org solo）、エディ・ハリス（ts）、パトリース・
ラッシェン（p）、オナージェ・アラン・ガムス（p, synth）、レオン“ンドゥグ”チャンクラー

（ds）、ジョー・サンプル（p）他

1991年作品／ロングビーチ『バードランド・ウエスト』でのライヴ（A-E）ロサンゼルス（F-J）録音

WPCR-28197 [GRAMAVISION]

ビリー・ハート『オシュマレ』
A ダッチェス／ B ウェイティング・インサイド／
C チャンス／ D ローカ／ E コスモシス／
FIDGAF組曲／Gメイ・ダンス／Hマッド・モンキー
ビリー・ハート（ds）、スティーヴ・コールマン（as）、ブランフォード・
マルサリス（ts）、ディディエ・ロックウッド（vln）、ケニー・カークラ
ンド、マーク・グレイ（key）、ビル・フリゼール、ケヴィン・ユーバンク
ス（el-g）、デイヴ・ホランド（string b）

【録音】1985年　ニューヨーク

WPCR-28191 [WARNER BROS.]

ボニー・ジェイムス『バックボーン』
Aバックボーン／Bブリーカー・ストリート／C二
人だけで／Dトリニダード／Eブルー／Fラヴ・ユー・
オール・マイ・ライフタイム／ G ハッピー・ホーム／
Hワン・オータム・ナイト／I僕が恋におちた夜
ボニー・ ジェイムス（ts, ss, key, W-X7, Clavinet）、 ポール・ ジャクソン
Jr.（g）、ピーター・ホワイト（g）、 デイヴィッド・トルカノウスキー（p）、レニー・
カストロ（perc）、サム・ライニー（a-fl ）、キキ・エブセン（key）、ブリジット・ブラ
イアント（vo） 他

1994年作品／カリフォルニア州バーバンク録音

WPCR-28199 [WARNER BROS.]

フローラ・プリム『キャリー・オン』
Aサララ／B午後の翳り／Cニウラ・イズ・カミ
ング・バック／D過ぎし時に／Eキャリー・オン／
Fラヴ・ロック／Gコリーン／H南国アイランド
／Iブロークン・キッス／Jフリーウェイ・ジャム
フローラ・プリム（vo）、ジョージ・デューク（vo, p, key 他）、アル・ジャロウ（vo）、
マイケル・センベロ（g, ac-g）、ラリー・ウィリアムス（as他）、ジョー・ファレル（ss）、
グレッグ・フィリンゲインズ（synth 他 ）、ジェリー・ヘイ（tp）、ボビー・ライル（p, 
key synth）、レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）、シーラ・E（perc 他）他

1979年作品

WPCR-28193 [REPRISE]

アンディ・スニッツァー『タイズ・ザット・バインド─絆』
Aラスト・キス／Bあなたの腕に抱かれて／Cディ
ザイア／Dあのときの君はどこへ／Eタイズ・ザッ
ト・バインド／Fワン・リグレット／Gクラッシュ・
ランディング／Hいつも君と／Iオン・ザ・スライ
／Jネクスト・タイム
アンディ・スニッツァー（as, ts, ds, b, key prog）、ボブ・ジェームス（p）、アン
ソニー・ジャクソン（b）、スティーヴ・ガッド（ds）、ワー・ワー・ワトソン（g）、ウィル・
リー（b）、ジョー・サンプル（p）、ラリー・ゴールディングス（org）、クリスチャン・
マクブライド（b）他
1994年作品／ニューヨーク＆ニュージャージー＆ロサンゼルス録音

ジェフ・ローバーやジョージ・デューク作品にも参加していたファンキー・
サックス奏者の90年作。ジョニー・ギルの「マイ・マイ・マイ」もカヴァー。

リターン・トゥ・フォーエヴァーの名ドラマーの78年作品。EW&F のラ
リー・ダンのプロデュースで、当時10代だったマーカス・ミラー（b）も参加。

フュージョン・サックスの名手の83年作品。ヴォーカル曲もフィーチャーし、
よりファンキーに、よりダンサブルに、白熱のサックス・ソロが響き渡る。

ファンキー・フルート奏者の77年作品。ハイラム・ブロック（g）、ロニー・キューバ（sax）
なども参加し、アース・ウィンド＆ファイアーの「ユー・キャント・ハイド・ラヴ」もカヴァー。

現在のフュージョン・サックス界をリードする実力派のファンキーな名作。ポー
ル・ブラウンのプロデュースで、シャイ、ウェンディ・モートンもゲスト参加。

ニューヨークのカッ飛びオルガン・トリオの96年作。ジャズ、ロック、ファン
クなど、あらゆる音楽を飲み込んだユニークで個性的なサウンドが光る名盤。

ギル・エヴァンス・オーケストラの中心メンバーでもあったサックス奏者の
リーダー作。プリンスの「パープル・レイン」のブルージーなカヴァーが圧巻。

「ストリート・ライフ」で知られる歌姫のヒット作。トミー・リピューマの
プロデュースで、スティーヴ・ルカサー（g）やジェフ・ポーカロ（ds）も参加。

ファンキー・フルートの巨匠による、ディスコ・フィーリング溢れる作品。12
分を超えるタイトル曲の、ダンサブルにグルーヴしまくるサウンドは圧巻。

現在サックス界の超売れっ子による、白熱のライヴ・アルバム。カーク・ウェイ
ラム（sax）、エディ・ハリス（sax）、ジョー・サンプル（key）などゲストも豪華。

実力派ドラマーの画期的名作。ブランフォード・マルサリス（ts）、ビル・フ
リゼール（g）、ケニー・カークランド（key）など、超豪華なメンバーが参加。

スムース・ジャズの大スターとなったサックス奏者の出世作。ポール・ブラウ
ンのプロデュースで、チャカ・カーンやルーサー・ヴァンドロスの曲もカヴァー。

リターン・トゥ・フォーエヴァーで活躍した、ブラジル出身の歌姫のヒット作。
ジョージ・デュークのプロデュースで、ポップ感覚溢れるヴォーカルが魅力的。

ボブ・ジェームスやデヴィッド・マシューズなどの作品でも起用されてい
たサックス奏者のデビュー作。ジョー・サンプル（p）、ウィル・リー（b）も参加。

日本初 CD 化 日本初 CD 化

日本初 CD 化

日本初 CD 化

日本初 CD 化

日本初 CD 化

ジェフ・ローバーやジョージ・デュークのプロデュース作品などに起用されて注目を
集めたサックス奏者の、1990年のヒット作品。ファンキーなサックス・プレイはもちろ
ん、ベーシストとしても高い実力の持ち主であり、さらにサウンド・メイカーとしても
優れているという、マルチな才能が遺憾なく発揮されている。ジョニー・ギルの「マイ・
マイ・マイ」の、歌心溢れるエモーショナルなサックス・ソロが素晴らしい。

リターン・トゥ・フォーエヴァーのメンバーとして一世を風靡したドラマーの1978年作
品。アース・ウィンド＆ファイアーのラリー・ダンをプロデューサーに迎え、ファンキー・
テイストとポップスの要素とが巧みに融合したサウンドを作り上げている。チャカ・カー
ン（vo）をフィーチャーした、ビートルズの「レディ・マドンナ」のカヴァーも話題になった。
また、当時まだ10代だったマーカス・ミラー（b）のハツラツとしたプレイにも注目。

フュージョン・サックス界をリードし続けてきたスーパースターの、1983年作品。ハー
ヴィー・メイソン（ds）、ニール・ステューベンハウス（b）、カルロス・リオス（g）らが参加
し、さらにホーン・セクションやコーラスも加わって、ポップでファンキーなサックス・
サウンドを聴かせている。ヴォーカル・チューンも3曲収録されており、「ヒーズ・トゥー・
ヤング」にはマリア・マルダーがゲスト・シンガーとして参加している。

ファンキーなフルート・プレイで、クラブ・シーンからも高い人気を獲得しているアー
ト・ウェブの1977年作品。ハイラム・ブロック（g）、レジー・ルーカス（g）、オナージェ・
ガムス（key）などが参加し、さらにホーン・セクションやコーラスも加わって、ダンサ
ブルなサウンドを聴かせている。アース・ウィンド & ファイアーの「ユー・キャント・ハ
イド・ラヴ」や「デヴォーション」、デニース・ウィリアムスの「フリー」もカヴァー。

1990年代以降のフュージョン・サックス・シーンをリードしてきたカーク・ウェイラム
の2000年作品。ポール・ブラウンがプロデュースを手掛け、グレッグ・フィリンゲイン
ズ（key）、ピーター・ホワイト（g）など実力派のミュージシャンに加え、シャイやウェン
ディ・モートンといったシンガーも参加した、上質のサックス・フュージョン・アルバ
ムになっている。歌心溢れ、ファンキーにブロウするサックス・ソロが魅力的な作品だ。

1990年代のジャム・バンド・ブームを牽引し、またジョン・スコフィールドらとも共演
してきたニューヨークのカッ飛びキーボード・トリオのサード・アルバム。ジャズ、ロッ
ク、ファンク、ワールド・ミュージックなど、ありとあらゆる音楽の要素を詰め込み、そ
れを自由な感覚で料理して、彼らでしか出せないようなクリエイティヴなサウンドを
見事に展開している。ヒップでアグレッシヴなオルガン・サウンドが痛快だ。

ギル・エヴァンス・オーケストラのリード・アルト・サックス奏者として活躍していた
クリス・ハンターの、実質的な初リーダー作。ハイラム・ブロック（g）、スティーヴ・ジョー
ダン（ds）、クリフォード・カーター（key）、アンソニー・ジャクソン（b）らが参加し、プ
リンスの「パープル・レイン」やアレサ・フランクリンの「リスペクト」をカヴァーする
など、ヴァラエティ豊かなサウンドで、歌心溢れるブロウを聴かせている。

「ストリート・ライフ」の大ヒットで知られる女性シンガーの1983年のヒット作。巨匠
トミー・リピューマがプロデュースを手掛け、ラリー・カールトン（g）、スティーヴ・ル
カサー（g）、ネイザン・イースト（b）、ジェフ・ポーカロ（ds）、ジェイムス・ギャドソン（ds）
ら豪華なメンバーたちも参加して、O.V. ライトの「ボトム・ライン」といったユニー
クなカヴァー曲や、書き下ろし曲などをソウルフルな歌声で聴かせている。

ファンキー・フルートの巨匠による1976年作品。彼のグループのメンバーたちととも
に、ディスコ・フィーリング溢れるダンサブルなサウンドを展開している。イタリア
のソングライター、ダリオ・バルダン・ベンボの「アリア」、シルバー・コンベンションの
ディスコ・ヒット「フライ、ロビン、フライ」といったユニークな選曲に加え、12分を超
えるタイトル曲の、ファンキーにグルーヴしまくるフルート・プレイは圧巻。

ソロとして、そしてセッション・ミュージシャンとして売れっ子サックス奏者の、白熱
のライヴ5曲と、スタジオ録音5曲をミックスした作品。エディ・ハリス（sax）、カーク・
ウェイラム（sax）、ジョー・サンプル（key）、パトリース・ラッシェン（key）といった豪
華なゲストたちと共に、オリジナル曲や「インプレッションズ」「我が心のジョージア」
などのスタンダード・ナンバーを、ファンキーでジャジーなプレイで聴かせている。

ハービー・ハンコック、ファラオ・サンダース、スタン・ゲッツらと共演してきた実力派ジャ
ズ・ドラマーの隠れた名作。スティーヴ・コールマン（as）、ブランフォード・マルサリス

（ts）、ケニー・カークランド（key）、ビル・フリゼール（g）、ケヴィン・ユーバンクス（g）、デ
イヴ・ホランド（b）といった、後のジャズ・シーンをリードしていくことになる精鋭たち
が一堂に会して、クリエイティヴでコンテンポラリーなジャズを聴かせている。

ボビー・コールドウェルのサポート・サックスから、一躍スムース・ジャズのスターになっ
たボニー・ジェイムスのヒット作。ポール・ブラウンがプロデュースを手掛け、ピーター・
ホワイト（g）、キキ・エブセン（key）らと共に、ポップでファンキーなサックスを聴かせ
ている。またチャカ・カーンの「ラヴ・ユー・オール・マイ・ライフタイム」、ルーサー・ヴァ
ンドロスの「僕が恋におちた夜」などのカヴァーも聴きものだ。

リターン・トゥ・フォーエヴァーのメンバーとして活躍していた、ブラジル出身の女性
シンガーの1979年作品。ジョージ・デュークがプロデュースを手掛け、錚々たるメンバー
たちと共に、ジェフ・ベックの「フリーウェイ・ジャム」のヴォーカルによるカヴァー、アル・
ジャロウ（vo）との強烈な掛け合いを聴かせるタイトル曲など、ブラジル色とファンク
色が融合したようなヴァラエティ豊かなサウンドと、個性的な歌声が魅力の意欲作。

ローリング・ストーンズのワールド・ツアーに参加するなど、数多くのトップ・アーティ
ストのサポートを務めてきた、実力派サックス奏者の初リーダー作。ボブ・ジェームス

（ｐ）、ジョー・サンプル（p）、ウィル・リー（b）、アンソニー・ジャクソン（b）、スティーヴ・
ガッド（ds）といった実力派のメンバーが参加し、オリジナル曲を中心に、ポップでファ
ンキーだが、メロディアスなサックス・ソロをたっぷりと聴かせてくれる。
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「ストリート・ライフ」の大ヒットで知られる女性シンガーの1983年のヒット作。巨匠
トミー・リピューマがプロデュースを手掛け、ラリー・カールトン（g）、スティーヴ・ル
カサー（g）、ネイザン・イースト（b）、ジェフ・ポーカロ（ds）、ジェイムス・ギャドソン（ds）
ら豪華なメンバーたちも参加して、O.V. ライトの「ボトム・ライン」といったユニー
クなカヴァー曲や、書き下ろし曲などをソウルフルな歌声で聴かせている。

リターン・トゥ・フォーエヴァーのメンバーとして活躍していた、ブラジル出身の女性
シンガーの1979年作品。ジョージ・デュークがプロデュースを手掛け、錚々たるメンバー
たちと共に、ジェフ・ベックの「フリーウェイ・ジャム」のヴォーカルによるカヴァー、アル・
ジャロウ（vo）との強烈な掛け合いを聴かせるタイトル曲など、ブラジル色とファンク
色が融合したようなヴァラエティ豊かなサウンドと、個性的な歌声が魅力の意欲作。


