イーグルス

ヴァン・ヘイレン

ベスト・オブ・イーグルス
「テイク・イット・イージー」
から「ホテル・カリフォルニ
ア」までウエスト・コース
ト・ロックの金字塔を築い
たイーグルス・ベスト!!
全13曲収録

ドアーズ

グレイテスト・ヒッツ
“ギター革命児”エディ・
ヴァン・ヘ イレン 率 いる
ヴァン・ヘイレン。
「ジャン
プ」をはじめ代表曲を完
全網羅した最強のベスト・
アルバム。
全18曲収録

WPCR-26201

ダニエル・パウター
ベスト・オブ・ミー 〜ベスト・オブ・ダニエル・パウター

ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ザ・ドアーズ 〜40周年記念ミックス〜

イエス

クリストファー・クロス
プログレの雄、イエスの
ワーナー時代を総括した
初ベスト!!ヒット曲を中心
にリミックスやエディット
など貴重曲も網羅。

全14曲収録

全16曲収録

ロッド・スチュワート

全16曲収録

シカゴ

WPCR-26209

フリートウッド・マック
グレイテスト・ヒッツ

「セイリング」や「ニュー
ヨーク・シティ・セレナー
デ」など美しいメロディー
と透明感溢れる歌声で綴
る完全ベスト!!
全19曲収録

WPCR-26205

WPCR-26206

フランキー・ヴァリ＆ザ・フォー・シーズンズ

シカゴ・ストーリー〜グレイテスト・ヒッツ

「マギー・メイ」から「ダウ
ンタウン・トレイン」
（'89
Ver）まで、
ロッド自身の
選曲・解説によるレーベル
を超越したベスト!!

WPCR-26203

ヴェリー・ベスト・オブ・クリストファー・クロス

大ヒット「バッド・デイ」で
世界中を癒し、勇気づけ
たピアノマン、
ダニエル・
パウターの日本盤ボート
ラ２曲を含むベスト・アル
バム。

ベスト・オブ・ロッド・スチュワート

全20曲収録

WPCR-26202

グレイテスト・ヒッツ

WPCR-26204

数々の伝説を残し、今な
お絶大なる影響力を誇る
ドアーズ。そ のデビュー
40周年を記念して発表
された究極のベスト!!

ヴェリー・ベスト・オブ・フランキー・ヴァリ＆ザ・フォー・シーズンズ

69年デビュー以降のすべ
ての時代、すべてのレー
ベ ルを超 越してビッグ・
ヒット全19曲を網羅した
究極のコンプリート・ベス
ト!!

6 0 〜 7 0 年 代 ア メリカ
ン・ポップスを 代 表 する
フォー・シーズンズとその
中心人物フランキー・ヴァ
リ名義の大ヒット全26曲
を集大成!!

全19曲収録

全26曲収録

WPCR-26210

カーズ

WPCR-26211

パンテラ

グレイテスト・ヒッツ

最強−ベスト・オブ・パンテラ

ワーナーミュージック
・グループが誇る、
超豪華アーティストのベスト盤を
栄光のマック、
ヨーロピア
知的で繊 細で洗 練され

オリジナル・アルバム
『カ

イメージキャラクター

カツヤん

のナンバー全13曲で綴る

1,300

（本体）

「オウン・ウェイ」
「リアノ

ン」など大ヒット満載!!
究極のベスト!!
記念すべき第1弾はイーグルス、
シカゴ、
マドンナ、
イエス、
ダニエル・パウター、他、
選りすぐりの超豪華なラインナップ50タイトルを5月31日に一挙にリリース！
WPCR-26212
WPCR-26213
全17曲収録
全13曲収録
ご期待！
良質なヨウガクの伝道師としてイメージキャラクター：カツヤんの就任が決定！乞う、
！

定価

ン・ラインアップのオリジ
たクールなロック・バンド、
ウボーイズ
・フロム･ヘル』
特別価格
高音質SHM-CD仕様
で何と 1,300円 でリリースするヨウガクベス
ナル・ベスト。
「ドリームス」
カーズ。キャリア厳選網羅 ト1300シリーズ。
から
『激鉄』
『ライヴ〜狂
、
獣』
までの中から厳選さ
れた凄まじい
楽曲群満載!!

＋税
WPCR-26214

全16曲収録

ジャクソン・ブラウン

マイケル・マクドナルド

ザ・ベスト・オブ・ジャクソン・ブラウン

タワー・オブ・パワー

アルティメイト・ベスト

ヴェリー・ベスト・オブ・タワー・オブ・パワー

ウェスト・コ ー スト か ら
届 い た 、心 に 響 くメ ロ
ディー。代表曲で綴った
ジャクソン・ブラウン究極
のベスト!!

珠玉のメロディーとソウ
ルフルなヴォーカルが奏
でる極上のＡＯＲ。
ソロ作
品に加え、
ドゥービーズ時
代の楽曲も収録した究極
のベスト。

ベ イエリアN o . 1ファン
ク・バンド、
タワー・オブ・パ
ワーのヒップな代表曲、
全
16曲で綴る決定版ベス
ト・アルバム!!

全16曲収録

全19曲収録

全16曲収録

WPCR-26215

チャカ・カーン

WPCR-26216

ＺＺトップ

チャカ・カーン・ベスト！〜エピファニー

全17曲収録

ベリー・ベスト・オブ・アレサ・フランクリンVol.１
テキサスを代表する最強
のロック・
トリオ、
ＺＺトップ。
その魅力を余すところな
く網羅した天下無敵のベ
スト!!
全18曲収録

WPCR-26219

フォリナー

アレサ・フランクリン

グレイテスト・ヒッツ

名曲「スルー・ザ・ファイア」
「フィール・フォー・ユー」
収録。驚異的な歌唱力を
誇るチャカ・カーンの魅力
溢れるベスト!!

“クイーン・オブ・ソウル”
ア
レサ・フランクリン。その代
表的ヒット全16曲で綴る
ベスト・アルバム。

全16曲収録

WPCR-26220

エルヴィス・コステロ

ヴェリー・ベスト・オブ・フォリナー

WPCR-26218

WPCR-26221

シック

エクストリーム・ハニー：ベスト・オブ・ワーナー・ブラザーズ・イヤーズ

ベスト・オブ・シック

結成以来ロックの王道を
歩んできたフォリナー。大
ヒット全20曲でその足跡
を辿る究極のベスト。

ロック・メロディ・メーカー
の最高峰、
エルヴィス・コ
ステロ。ＷＢ在籍中に発表
した音源の中から自身が
選曲したベスト!!

70年代後半、
全世界を席
巻したディスコ・ブームの
立役者。大ヒット
「おしゃれ
フリーク」をはじめ、代表
曲を集大成!!

全20曲収録

全18曲収録

全11曲収録

WPCR-26222

ランディ・クロフォード

WPCR-26223

モンキーズ

ベスト・オブ・ランディ・クロフォード

WPCR-26224

デビー・ギブソン

フォーエヴァー〜モンキーズ・ニュー・ベスト・アルバム

グレイテスト・ヒッツ

大ヒット
「スウィート・ラヴ」
を日本盤のみボートラと
して特別追加収録した、
ランディの魅力溢れるベ
スト・アルバム。

永 遠に輝き続 けるスー
パ ー・ポップ・グル ープ 、
モンキーズ。その膨大な
ヒット曲から厳選したデ
ビュー50 周年 記 念 ベス
ト。

全米No.1ヒット「ロスト・
イン・ユア・アイズ」は勿
論、
日本盤のみボーナス・
トラック２曲を特別追加収
録!!

全15曲収録

全15曲収録

全14曲収録

WPCR-26225

WPCR-26226

WPCR-26227

アリス・クーパー

クロスビー、スティルス＆ナッシュ

グレイテスト・ヒッツ

グレイテスト・ヒッツ

ベット・ミドラー
グレイテスト・ヒッツ

大ヒット
「エイティーン」を
はじめ初期代表曲を完全
網羅!!アリス・クーパーの
大いなる飛躍を綴ったベ
スト・アルバム!!

湧き上がるアコースティッ
ク・サウンドと卓 越した
コーラス・ワーク。
３人の個
性が美しいメロディーに
溶け込んだキャリア厳選
のベスト!!

自ら出 演した 映 画 で 主
題歌を歌い、
ともにグラ
ミー賞に輝いた「ローズ」
や「愛は翼にのって」を含
むベスト・コレクション!!

全12曲収録

全19曲収録

全14曲収録

WPCR-26228

ラモーンズ

WPCR-26229

カーティス・メイフィールド

グレイテスト・ヒッツ〜30周年アニヴァーサリー・エディション〜

WPCR-26230

ブルース・ブラザーズ

ヴェリー・ベスト・オブ・カーティス・メイフィールド

ディフィニティヴ・コレクション

猛スピードのパンク・ビー
トに乗って炸裂する３分間
メッセージ。
デビュー30周
年を記念してラモーンズ・
アンセム全20曲を網羅!!

ニュー・ソウルの旗手カー
ティス・メイフィールドの
ヒット曲、
重要曲を余すと
ころなく網羅したベスト!!

ベルーシ＆エイクロイド
の凸凹コンビによるコメ
ディ映画の大ヒット・サント
ラ曲など代表曲を網羅し
た究極のベスト!!

全20曲収録

全16曲収録

全20曲収録

WPCR-26231

サム＆デイヴ

WPCR-26232

ダニー・ハサウェイ

プラティナム・コレクション

WPCR-26233

レイ・チャールズ

ベスト・コレクション

ヴェリー・ベスト・オブ・レイ・チャールズ

稀代の人気デュオ“ダブ
ル・ダイナマイト”ことサ
ム＆デイヴ。そのパワフル
な歌唱で綴る永遠のＲ＆Ｂ
ヒット・パレード!!

ニュー・ソウルの旗手、孤
高の天才シンガー、ハサ
ウェイ。ロバータ・フラック
とのデュオも含む代表曲
を集大成!!

レーベルの垣根を超え、
大ヒット＆名曲ばかりを収
録。
Ｒ＆Ｂの最高峰レイ・
チャールズの決定版ベス
ト!!

全20曲収録

全15曲収録

全16曲収録

WPCR-26234

ジョニ・ミッチェル

WPCR-26235

フェイセズ

永遠の愛の歌 −ジョニ・ミッチェル・ベスト

WPCR-26236

トッド・ラングレン

ベスト・オブ・フェイセズ

ヴェリー・べスト・オブ・トッド・ラングレン

シンガー・ソングライター
の最高峰ジョニ・ミッチェ
ル。独自の音楽性+詞+
アートの結晶ともいえる
究極のベスト。

ルースでノリの良い永遠
のロックン・ロール・バン
ド、
フェイセズの代表曲を
すべて網羅した決定版ベ
スト!!

マ ルチな才 能を駆 使し
て大活躍を続けるミュー
ジック・マン、
トッド・ラング
レンのユートピア名義も
含む究極のベスト!!

全15曲収録

全19曲収録

全16曲収録

WPCR-26237

WPCR-26238

WPCR-26239

オーティス・レディング

カーリー・サイモン

ザ・ベリー・ベスト・オブ・オーティス・レディング

ジェイムス・テイラー

ベスト・オブ・カーリー・サイモン

グレイテスト・ヒッツ

26歳で夭逝した天才Ｒ＆
Ｂシンガー、
オーティス・レ
ディング。その短い期間に
彼が残した心に響く珠玉
のベスト・ヒット集!!

全米No.1に輝き大ヒット
した代表曲「うつろな愛」
をはじめ、
70年代半ばま
での５枚のアルバムから
厳選されたベスト。

心に響くシンガー・ソング
ライター、
ジェイムス・テイ
ラー。大ヒット｢きみの友
だち｣を始め、キャリアを
綴ったベスト!!

全16曲収録

全10曲収録

全12曲収録

WPCR-26240

ジョージ・ベンソン

WPCR-26241

スタッフ

Ｇ.Ｂ.コレクション（ベスト）

WPCR-26242

マイケル・フランクス

ベスト・スタッフ

ベスト・オブ・マイケル・フランクス

一躍彼の名を広めた「ブ
リージン」
「オン・ブロード
ウェイ」他収録。ヴァラエ
ティに富んだ魅力溢れる
ジョージ・ベンソン究極の
ベスト。

超一流スタジオ・ミュージ
シャンが一堂に会した、
ス
タッフ。躍動感溢れるリズ
ムからバラードまで、
魅力
満載のベスト!!

ハイセンスなＡＯＲのアイ
コン、マイケル・フランク
ス。75〜87年の代表作全
17曲を集大成したベスト・
アルバム。

全16曲収録

全10曲収録

全17曲収録

WPCR-26243

WPCR-26244

WPCR-26245

ラスカルズ
ヴェリィ・ベスト・オブ・ラスカルズ
大ヒット
「グルーヴィン」を
はじめ、
全米No.1ヒット３
曲を含む、
ブルー・アイド・
ソウルの雄、
ラスカルズの
ベスト・アルバム!!
全16曲収録

WPCR-26246

リトル・フィート
ヴェリー・ベスト・オブ・リトル・フィート
伝説のギタリスト＆ヴォー
カリスト 、ロ ー ウェル・
ジョージが在籍したリトル・
フィート。
88年再結成後の
音源も含むコンプリート・
ベスト!!
全17曲収録

WPCR-26247

シルヴァー・アンド・サンシャイン

イッツ・ア・ハプニング・ワールド

〜ソフト・ロック・ナゲッツ ＶＯＬ．
１

〜ソフト・ロック・ナゲッツ ＶＯＬ．
2

WPCR-17621

WPCR-17622

ロバータ・フラック

ドッケン

ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ロバータ・フラック

ラリー・カールトン

ヴェリー・ベスト・オブ・ドッケン

ベスト・オブ・ミスター３３５

世 界を虜にした 永 遠 の
歌姫が奏でる珠玉のメロ
ディー。そのたおやかな
歌声で綴る究極のベスト・
アルバム!!

輝かしいキャリアを誇る
スーパー・ハードロック・バ
ンド、
ドッケン。代表曲はも
ちろん、
ドンのソロ作品も
加えたコンプリート・ベス
ト!!

フュージョン界きっての
名ギタリスト、
ラリー・カー
ルトン。日本のファンのた
めに選曲されたベスト・パ
フォーマンス集。

全17曲収録

全16曲収録

全12曲収録

WPCR-26248

マドンナ

WPCR-26249

プリテンダーズ

セレブレイション〜マドンナ・オールタイム・ベスト

WPCR-26250

ＫＣ＆サンシャイン・バンド

グレイテスト・ヒッツ

ベリー・ベスト・オブ・ＫＣ＆サンシャイン・バンド

ＱＵＥＥＮ ＯＦＰＯＰ マドン
ナの25年以上に及ぶキャ
リアをここに集約。輝くモ
ンスター・ヒット全18曲を
厳選網羅した初のオール
タイム・ベスト!!

孤 高 の ロッカー 、クリッ
シー・ハインド率いるプリ
テンダーズ!!
『愛しのキッ
ズ』
から20年の軌跡を辿
る、
これぞ究極のベスト!!

マイアミ発のディスコ・サ
ウンドを代表するＫＣ＆サ
ンシャイン・バンド。
「ザッ
ツ・ザ・ウェイ」などモンス
ター・ヒットを網羅した決
定版ベスト!!

全18曲収録

全20曲収録

全18曲収録

WPCR-26301

WPCR-26302

WPCR-26303

5/3 1

on SALE

今でも人気の高い心躍るソフト・
ロック／サンシャイン・ポップが
バースデイ・モーニング

リッスン・トゥ・ミー

〜ソフト・ロック・ナゲッツ ＶＯＬ．
3

〜ソフト・ロック・ナゲッツ ＶＯＬ．
4

WPCR-17623

WPCR-17624

レーベルの壁を越えて大集合。
日本初・世界初ＣＤ化曲多数収録。
定価：¥1,600
（本体）
＋税

