アイリッシュ＆ケルティック・ハートビート・コレクション
Vol.1：10タイトル

3月9日発売

全19タイトル 4月6・13日発売
Vol.2：9タイトル

アイルランド、
イギリス、
フランス、
スペイン、
アメリカ、
カナダ…
広大な世界に広がるアイリッシュ／ケルト・
ミュージックの
魅力あふれる名盤・名作コレクションをリリース！

完全限定盤
定価

仕様

1,300

¥

（本体）

+税

Vol.1：10タイトル 2016年

3月9日発売

ルカ・ブルーム

アディエマス

LUKA BLOOM

ADIEMUS

アコースティック・モーターバイク
The Acoustic Motorbike
WPCR-17083

アイルランドの大地から慈しみを吸い上げ、
アイリッシュ魂を歌う
現代の吟遊詩人、
ルカ・ブルームの通算３作目、
メジャー・
リリース2作目となる彼の代表作といえるアルバム。
（1992年 アイルランド）新規解説：松山晋也

アディエマスＩＶ〜遙かなる絆
Adiemus IV - The Eternal Knot
WPCR-17088

様々な
「愛」
を独自の音楽で表現してきたアディエマスが4作目にして
たどり着いたケルト音楽。
アイリッシュの一流奏者を迎えて、
ケルトの人々への
思いを見事なまでの アディエマス・サウンド で彩った傑作アルバム。
（2000年 イギリス、
ウェールズ）新規解説：松山晋也

アル・スチュワート

スティッフ・リトル・フィンガーズ

Al Stewart

Stiff Little Fingers

ゼロ・シー・フライズ
Zero She Flies

WPCR-17084 ●2007年リマスター Tr.11&12 ボーナス・
トラック

英国を代表するSSWのひとり、
アル・スチュワートの3rdアルバム。
ソロ/アコースティック色の強い内省的な歌詞に垣間見える
ケルト風味薫る作品。
（1970年 イギリス、
スコットランド）新規解説：松山晋也

インフレーマブル・マテリアル
Inflammable Material
WPCR-17089

北アイルランドはベルファスト出身のパンク・バンドのデビュー作。
アイルランド紛争へのメッセージを込めた荒ぶる精神と過激なサウンドは、
アイルランドのクラッシュとも称された。
（1979年 アイルランド）新規解説：大鷹俊一

ジ・インクレディブル・ストリング・バンド

グウェンダル

The Incredible String Band

Gwendal

ジ・インクレディブル・ストリング・バンド
The Incredible String Band
WPCR-17085

名匠ジョー・ボイドがプロデュースを手がけたジ・インクレディブル・ストリング・
バンドのデビュー・アルバム。
ケルト、
トラディショナル・フォークといった
伝統音楽の影響を色濃く残す佳作。
（1966年 イギリス、
スコットランド）新規解説：松山晋也

グウェンダル（ジョー・キャンツ・リール）
Gwendal

WPCR-17090

フルート、
フィドル、
アコースティック・ギターを中心に、繊細な曲調から強力な
ストロークの楽曲まで、縦横無尽なケルト音楽を聴かせるフランスのトラッド・
ロック・バンドの2ndアルバム。独自の演奏スタイルと高い演奏技術が特徴。
（1975年 フランス、
ブルターニュ）新規解説：白石和良

モーラ・オコンネル

セルタス・コルトス

Maura O’connell

CELTAS CORTOS

ヘルプレス・ハート

HELPLESS HEART
WPCR-17086

魂の大地から愛をのせ広大なアメリカ大陸へ。
アイルランドとアメリカーナ・シーンを結ぶモーラ・オコンネルの
アメリカ進出のきっかけとなったワーナーブラザーズ移籍第1弾アルバム。
（1989年 アイルランド）新規解説：松山晋也

イントロベルシオネス
Introversiones
WPCR-17091

ケルティック・サウンドを取り入れた音楽性で地元スペインでは
絶大な人気を誇るベテラン・ロック・バンド、
セルタス・コルトス。
ウォーターボーイズ、
ポーグスなどをカヴァーしたアイリッシュ名曲集。
（2010年 スペイン）新規解説：松山晋也

メイヴ

グレイト・ビッグ・シー

Meav

GREAT BIG SEA

ザ・コーリング
The Calling
WPCR-17087

いにしえ

古代より吹く爽やかなケルトの風。

元アヌーナ、
ケルティック・ウーマン結成時のオリジナル・シンガーでもある
メイヴの4作目となるソロ･アルバム。
(2013年 アイルランド）新規解説：片岡秀夫

プレイ
Play

WPCR-17092

カナダの極東、
ニューファンドランド島で結成されたケルティック
・フォーク
・ロック
・
バンドの3rdアルバム。
フィドル、
ホイッスル、パイプ、バウローンといったケルト
音楽ではお馴染みの楽器をふんだんに採り入れた意欲作。
（1997年 カナダ）新規解説：五十嵐正

Vol.2-1：7タイトル 2016年

4月6日発売

ムーヴィング・ハーツ

ジェリー・ラファティー

Moving Hearts

Gerry Rafferty

ムーヴィング・ハーツ

シティ・トゥ・シティ

Moving Hearts

City To City

WPCR-17108

現代のアイルランド音楽界において欠かすことのできない最重要人物
ドーナル・ラニーが、クリスティ
・ムーア、デイヴィー・スピラーンらと結成した
スーパー・アイリッシュ・バンド、
ムーヴィング・ハーツのデビュー・アルバム。
（1981年 アイルランド）新規解説：白石和良

WPCR-17113

スコットランド生まれのシンガー・ソングライター、
ジェリー・ラファティー。
7年ぶりとなる2ndソロ・アルバムにして全米No.1となった最大のヒット
・アルバム。
ヒット
・シングル
「霧のベイカー・ストリート」
収録。
（1978年 イギリス、
スコットランド）新規解説：鈴木祐

クリスティ・ムーア

ジ・インクレディブル・ストリング・バンド

Christy Moore

The Incredible String Band

ザ・タイム・ハズ・カム

ザ・ハングマンズ・ビューティフル・ドーター

The Time Has Come

The Hangman’s Beautiful Daughter

WPCR-17109

ドーナル・ラニーと並ぶアイリッシュ音楽界の重鎮、
クリスティ
・ムーア。
伝統音楽、社会の矛盾を鋭く突いた自作曲、
ウッディー・ガスリーのカヴァーなどを含むソロ･アルバム。
（1983年 アイルランド）新規解説：おおしまゆたか

WPCR-17114

数多くの民族楽器を駆使して、
トラディショナルを飛び越え、
縦横無尽に駆け巡り、
サイケデリック・フォークを展開したジ・インクレディブル・
ストリング・バンドの最高傑作との呼び声も高い3rdアルバム。
（1968年 イギリス、
スコットランド）新規解説：松山晋也

モーラ・オコンネル

ザ・ローチェス

Maura O’connell

The Roches

ワンダリング・ホーム

キープ・オン・ドゥーイング

Wandering Home

Keep On Doing

WPCR-17110

故郷アイルランドから活動の拠点をアメリカに移していたモーラが、
久々にアイリッシュ・
ミュージシャンたちとアイルランドで録音した、真正面から
母国の伝統文化に向き合ったアルバム。名曲
「サリー・ガーデン」
ほか収録。
（1997年 アイルランド）新規解説：松山晋也

WPCR-17117

ローチ3姉妹によるザ・ローチェスの最高傑作ともいわれる3rdアルバム。
ロバート
・
フリップのプロデュース、
アイリッシュ・フォーク風味のメロディとオルタナティヴの間を
漂う美しいコーラス・ワークが光る作品。
キング・クリムゾンからトニー・レヴィン、
ビル・
ブルフォードも参加。（1982年 アメリカ／アイルランド）新規解説：五十嵐正

クリス・レア

シャムロック・ダイアリーズ

完全限定盤

Shamrock Diaries

仕様

WPCR-17112

ヨーロッパでは絶大な人気を持つシンガー・ソングライター＆ギタリスト、
クリス・レア。
自身のルーツとなるアイリッシュの絆や妻との出会い、
愛娘へ捧げる歌など、
タイトルどおり私的な名曲を集めたアルバム。
（1985年 イギリス／アイルランド）新規解説：和久井光司

定価

Chris Rea

1,300

¥

（本体）

+税

http://wmg.jp/special/heartbeat/

Vol.2-2：2タイトル 2016年

4月13日発売

ルカ・ブルーム

カトリオーナ・オリアリー

LUKA BLOOM

Caitriona O’Leary and Dulra

リヴァーサイド
Riverside

WPCR-17111

アイルランドの大地から慈しみを吸い上げ、
アイリッシュ魂を歌う現代の吟遊詩人、
ルカ・ブルーム。故郷アイルランドからニューヨークに渡り、ルカ・ブルームとして
メジャー・
リリースとなった記念すべき第1作。
名曲
「カム・アット
・ア・ベター・タイム」
収録。
（1990年 アイルランド）新規解説：松山晋也

アイリッシュ・ソングス・オブ・ラヴ・アンド・ネイチャー
Duil, Irish Songs of Love and Nature
WPCR-17116

アイルランド、
ドニゴール出身のシンガー、
カトリオーナ・オリアリーが自ら結成した
古楽器アンサンブル デュルラ を率いて、
アイルランドの古楽とトラッド・
フォークから＜愛＞と＜自然＞をテーマにした楽曲を集めたアルバム。
（2000年 アイルランド）新規解説：松山晋也

アイリッシュ＆ケルティック・ハートビート・コレクション
これもケルト？といういぶかしげな声がマニアの間から飛んできそうだが、
それは承知の上。
ケルト関係のコレクションは、
日本でも過去にいろいろと企画されてきたが、
今回はちょっと毛色の違うものにしたかったのだ。
アイリッシュやスコティッシュの王道トラディショナル・フォークじゃなくても、
ケルト・スピリットを感じさせる作品はたくさんあるわけで。
今コレクションでは、
ケルト系の血を引く音楽家たちによる様々な表現を通して、
ケルトの魂の奥深くに分け入ることを目指した。
だからロックやパンク、
サイケデリック・フォークやヒーリング系の作品も選んだ。
これもまたケルト、
なのである。
監修：松山晋也
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