
所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

ＢＥＳＴ　Ａ．Ｉ． Ｓｔｏｒｙ ＡＩ

ｐａｒａｄｏｘ 相川  七瀬

まとめ　１ ｍｉｌｋ ａｉｋｏ

まとめ　２ ボーイフレンド ａｉｋｏ

ザ・ベリー・ベスト・オブ・アイス・ボックス アイス・ボックス

ＳＩＮＧＬＥＳ　ＢＥＳＴ ＯＮＥ　ＷＡＹ 青山　テルマ

赤い鳥 ゴールデン☆ベスト 赤い鳥

アミザージ 阿川  泰子

ファーストアクセス　１ アクセス

セカンド・アクセス　２ アクセス

デリケイト・プラネット アクセス

ナウ・アンド・ゼン ３０ｔｈアニバーサリー アグネス・チャン

ネバー・エンド ＡＳＫＡ

コンプリート・シングル・コレクション・アンド・モア Ｇｏｌｄｅｎ☆ｂｅｓｔ 天地　真理

ニュー  ベスト あみん

181920 Ｂｏｄｙ　Ｆｅｅｌｓ　ＥＸＩＴ　 Ｎａｍｉｅ　Ａｍｕｒｏ

Ｌｏｖｅ　ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｓｉｎｇｌｅ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　 Ｎａｍｉｅ　Ａｍｕｒｏ

ａｙａｋａ’ｓ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　２００６－２００９ Ｉ　ｂｅｌｉｅｖｅ　 絢香

Ｓｕｐｅｒ　ｂｅｓｔ　ｏｆ　Ｙｕｍｉ　Ａｒａｉ １９７２－１９７６　 荒井　由実

５×１０ Ａｌｌ　ｔｈｅ　ＢＥＳＴ！１９９９－２００９　 嵐

アリス ゴールデン☆ベスト　 アリス

ＴＨＥ  ＡＬＦＥＥ  ＳＩＮＧＬＥ  ＨＩＳＴＯＲＹ　１９７９ー アルフィー

ＴＨＥ  ＡＬＦＥＥ  ＳＩＮＧＬＥ  ＨＩＳＴＯＲＹ　１９８３ー アルフィー
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

安全地帯ベスト　２ 安全地帯

１６ｔｈ・サマー・ブリーズ 杏里

ＭＯＡＮＡ  ＬＡＮＩ 杏里

ＭＹ  ＦＡＶＯＲＩＴＥ  ＳＯＮＧＳ　２ 杏里

ハーフ・アンド・ハーフ 杏里

いきものばかり メンバーズＢＥＳＴセレクション　 いきものがかり

明日へのドア 石岡  美紀

全集  道 石川  さゆり

ベスト・セレクション ＣＤ文庫１８００　 いしだ　あゆみ

石原裕次郎ベストヒット２０ 銀座の恋の物語　 石原　裕次郎

海がここに来るまで 伊勢  正三

五木ひろしＢＥＳＴ４０　１９７１～２０１０ ４０周年記念盤　 五木　ひろし

ナウ　アンド　フォーエバー 五輪真弓ベストコレクション　 五輪　真弓

ＬＯＶＥ Ｓｉｎｇｌｅｓ　Ｂｅｓｔ　２００５－２０１０　 伊藤　由奈

ＦＯＲ  ＭＹ  ＤＥＡＲＥＳＴ 稲垣　潤一

ＳＫＥＴＣＨ  ｏｆ  ＨＥＡＲＴ 稲垣　潤一

ＴＲＡＮＳＩＴ 稲垣　潤一

ＦＡＣＥ  ＴＯ  ＦＡＣＥ 井上  昌己

フェア・ウェイ 井上  昌己

愛の神様  恋の天使 井上  昌己

彼女が泣いた夜 井上  昌己

アンダー・ザ・サン 井上　陽水

ガイドのいない夜 井上　陽水
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

永遠のシュール 井上　陽水

ゴールデン・バッド 紅すべり　 井上　陽水

ゴールデン・ベスト 少年時代　 井上　陽水

Ｌｌｕｖｉａ 今井　美樹

ア・プレイス・イン・ザ・サン 今井　美樹

アイボリー　〓 今井　美樹

フロー・イントゥ・スペース 今井　美樹

Ｉｖｏｒｙ　３ Ｏｖｅｒｔｕｒｅ　 今井　美樹

ＭＩＫＩ’ｓ　ＡＦＦＥＣＴＩＯＮＳ ＡＮＴＨＯＬＯＧＹ　１９８６－２０１１　 今井　美樹

完全復活祭日本武道館 ２枚組ライブアルバム　 忌野　清志郎

オール・ザ・ベスト あの頃の僕は　 イルカ

ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＥ Ｔｈｅ　ｖｅｒｙ　ｂｅｓｔ　ｓｏｎｇｓ　 ＵＡ

Ｄｉａｍｏｎｄ  Ｂｏｘ Ｗｉｎｋ

ウインク・ダイアリー ウインク

ウィンズ～ベストラックス～ Ｆｏｒｅｖｅｒ　ｍｅｍｏｒｉｅｓ　 ｗ‐ｉｎｄｓ

Ｕｔａｄａ　Ｈｉｋａｒｕ　ｓｉｎｇｌｅ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｖｏｌ．１ Ｔｉｍｅ　ｗｉｌｌ　ｔｅｌｌ　 Ｕｔａｄａ　Ｈｉｋａｒｕ

ＵＴＡＤＡ　ＨＩＫＡＲＵ　ＳＩＮＧＬＥ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　ＶＯＬ．２ Ｐｒｉｓｏｎｅｒ　Ｏｆ　Ｌｏｖｅ　 ＵＴＡＤＡ　ＨＩＫＡＲＵ

純情可憐乙女模様 内田  有紀

ＴＭＮ  ＲＥＤ 宇都宮  隆

ウォーター  ダンス 宇都宮  隆

ベストやねん バンザイ　～好きでよかった～　 ウルフルズ

ＥＸＩＬＥ　ＢＡＬＬＡＤ　ＢＥＳＴ Ｔｉ　Ａｍｏ　 ＥＸＩＬＥ

ＥＸＩＬＥ　ＣＡＴＣＨＹ　ＢＥＳＴ Ｏｖｅｒｔｕｒｅ　ｆｏｒ　ＥＸＩＬＥ　ＰＥＲＦＥＣＴ　ＹＥＡＲ　 ＥＸＩＬＥ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

ＳＬ　ＳＥＴ　ＬＩＳＴ～グレイテストソングス～完全盤 会いたかった　 ＡＫＢ４８

Ｘ　Ｊａｐａｎ　ｂｅｓｔ Ｆａｎ’ｓ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　 Ｘ　Ｊａｐａｎ

フイルム ＥＢＩ

Ｅｖｅｒｙ　Ｂｅｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ ＣＯＭＰＬＥＴＥ　 ＥＶＥＲＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＴＨＩＮＧ

Ｗｉｃａ エポ

ザ・ベスト  １９８０－１９９０ エポ

ａｎ－ｙｅａ－ｈ エム・シー・エー・ティー

エム・シー・エー・ティー エム・シー・エー・ティー

江利チエミ全曲集 テネシー・ワルツ　 江利　チエミ

ＨＯＭＭＥ 大江  千里

スローピー・ジョイ　〓 大江  千里

大川栄策全曲集 港雨　 大川　栄策

Ｕ．Ｂｅ  Ｌｏｖｅ 大黒　摩季

ｎａｉｖｅ  ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 大沢  誉志幸

短篇集 太田  裕美

ＬＯＶＥ　ＰｉＥＣＥ 未来タクシー　 大塚　愛

ＡＦＴＥＲ  ＴＯＮＥ 岡村  孝子

ＡＦＴＥＲ　　ＴＯＮＥ　Ⅱ 岡村　　孝子

ＡＦＴＥＲ　　ＴＯＮＥ　Ⅲ 岡村　　孝子

Ｃｈｏｕ－ｆｌｅｕｒ（花野菜） 岡村  孝子

Ｋｉｓｓ 岡村  孝子

ＭＩＳＴＲＡＬ 岡村  孝子

スイートハーツ 岡村  孝子
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

バラード 岡村  孝子

満天の星 岡村  孝子

［ルネッサンス］ 奥井  香

ＦＡＩＬ  ＢＯＸ 奥田  民生

詩草　Ｖｏｌ．２ 小椋  佳１９７１～１９８１　 小椋  佳

小椋  佳  オリジナルＢｅｓｔ 小椋  佳

小椋桂 ゴールデン☆ベスト　 小椋　佳

テオリア 観想　 小椋  佳

アミズ・ベスト 尾崎  亜美

放熱への証 尾崎  豊

Ｉ　ＬＯＶＥ　ＹＯＵ ＢＡＬＬＡＤＥ　ＢＥＳＴ　 尾崎　豊

自己ベスト！ キラキラ　 小田　和正

自己ベスト　２ こころ　 小田　和正

ＥＮＤＬＥＳＳ  ＤＲＥＡＭ 織田  哲郎

ソングス 織田  哲郎

ロクデナシ 男闘呼組

Ｔｈｅ　ｕｌｔｉｍａｔｅ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 流星群　 鬼束　ちひろ

エスペランサ 小野  リサ

Ｍ．ＯＮＯ 小野  正利

ＶＯＩＣＥ  ｏｆ  ＨＥＡＲＴ 小野  正利

テンダネス 小野  正利

ｍｕｓｉＱ ＫＡ・ＲＩ・ＳＵ・ＭＡ　 オレンジレンジ

嵐の明日 ＫＡＩＦＩＶＥ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

ＧＡＯ ＧＡＯ

Ｒｏｂａ  Ｒｏｃｋ ＧＡＯ

ガオセルブズ　ｖｏｌ．１ ＧＡＯ

ワンダー・チャイルド ＧＡＯ

太陽の下で 柿原  朱美

ベストドリーミン 神田川　 かぐや姫

ＭＹ  ＢＥＳＴ  ＦＲＥＮＤＳ 笠原  弘子

さよならがくれたのは 笠原  弘子

ナチュール 笠原  弘子

メモリーズ 笠原  弘子

ＦＯＲＣＥ ＫＡＴＳＵＭＩ

ＬＩＮＫＡＧＥ ＫＡＴＳＵＭＩ

スーパー・バランス ＫＡＴＳＵＭＩ

スウィート  ラブ  ソングス 加藤  いづみ

金田たつえ全曲集 お母さん　 金田　たつえ

ｓｔｏｒｙｔｅｒｉｎｇ 華原　朋美

ＮＩＰＰＯＮの楽しみ 嘉門  達夫

ザ・ベスト・オブ・嘉門達夫 嘉門  達夫

娯楽の殿堂 嘉門  達夫

怒涛の達人 嘉門  達夫

君といつまでも，夕陽は赤く 加山雄三大全集１　 加山　雄三

ある日渚に，二人だけの海 加山雄三大全集２　 加山　雄三

海  その愛，ぼくの妹に 加山雄三大全集３　 加山　雄三
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

光進丸，地球をセーリング 加山雄三大全集４　 加山　雄三

さらばオーシャン，ちょっとだけストレンジャー 加山雄三大全集５　 加山　雄三

ＭＹ  ＷＡＹ，ＹＥＳＴＥＲＤＡＹ 加山雄三大全集６　 加山　雄三

若大将５０年！ 座・ロンリーハーツ親父バンド　 加山　雄三

Ｚｉｎｃ  Ｗｈｉｔｅ 辛島  美登里

イン・ユア・アイズ 辛島  美登里

ビューティフル 辛島  美登里

アコースティック・ベストセレクション 河島　英五

ほろ酔いで 河島　英五

Ｌｏｖｅ 河村  隆一

川本  真琴 川本  真琴

ゆっくり風呂につかりたい ＫＡＮ

東雲 ＫＡＮ

冠二郎全曲集 これでいいんだよ　 冠　二郎

浪花のモーツァルト  キダ・タローのすべて キダ  タロー

「魂の唄」ベスト５０ 芸道五十周年記念　 北島　三郎

ヴァージニティ ＫＩＸ・Ｓ

マザー キックス

ＴＭＮ  ＢＬＵＥ 木根　尚登

空×少年 Ｈｅｌｌｏ　 キマグレン

木村好夫ギター演歌 ベスト　 木村　好夫

コンプリート・シングルコレクション ゴールデン☆ベスト　 キャンディーズ

キャンディーズ ベスト・コレクション　 キャンデーズ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

キロロのうた　１ 長い間　 Ｋｉｒｏｒｏ

Ａ  ａｌｂｕｍ Ｋｉｎｋｉ  Ｋｉｄｓ

39 ３９　ｖｅｒｙ　ｍｕｃｈ　 ＫｉｎＫｉ　Ｋｉｄｓ

ヴィーナスと恋泥棒 楠瀬  誠志郎

素晴らしい恋をしよう 楠瀬  誠志郎

エクスポゼ 工藤　静香

スーパーベスト 工藤　静香

君は青空に似ている 国武  万里

カラーズ 久宝  留理子

ボーカリーズ 久宝  留理子

Ｎｅｐｔｕｎｅ 久保田　利伸

ＴＨＥ　ＢＡＤＤＥＳＴ Ｈｉｔ　Ｐａｒａｄｅ　 久保田　利伸

ＴＨＥ  ＢＡＤＤＥＳＴ　〓 久保田　利伸

Ｗｉｓｈ　ｙｏｕ　ｔｈｅ　ｂｅｓｔ Ｌｏｖｅ，ｄａｙ　ａｆｔｅｒ　ｔｏｍｏｒｒｏｗ　 Ｍａｉ　Ｋｕｒａｋｉ

メロウ  プリズム ｃｌａｓｓ

レ‐プロローグ ｃｌａｓｓ

いままでのＡ面、Ｂ面ですと！？ 道　 ＧＲｅｅｅｅＮ

ＲＥＶＩＥＷ ＧＬＡＹ

Ｗｈｉｔｅ　ｒｏａｄ Ｂａｌｌａｄ　ｂｅｓｔ　ｓｉｎｇｌｅｓ　 ＧＬＡＹ

ｇｌｏｂｅ　ｄｅｃａｄｅ Ｓｉｎｇｌｅ　ｈｉｓｔｏｒｙ　１９９５－２００４　 ｇｌｏｂｅ

フロム  イエスタディ 桑田  佳祐

孤独の太陽 桑田  佳祐

Ｔｏｐ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｏｐｓ 波乗りジョニー　 桑田　佳祐
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

ゲイシャ・ガールズ ゲイシャ”リミックス”ガールズ

ケツの嵐　春ＢＥＳＴ はじまりの合図　 ケツメイシ

ケツの嵐　夏ＢＥＳＴ 夏の思い出　 ケツメイシ

ケツの嵐　秋ＢＥＳＴ そばにいて　 ケツメイシ

ケツの嵐　冬ＢＥＳＴ こっちおいで　 ケツメイシ

ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ　２００１－２０１１ ＰＩＥＣＥ　ＯＦ　Ａ　ＤＲＥＡＭ　 ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ

Ｓｅｃｏｎｄ　ｔｏ　ｎｏｎｅ Ｉｎｔｒｏ‐ｌｕｄｅ－Ｙｏｕ’ｒｅ　ｍｙ　ｓｅｃｏｎｄ　ｔｏ　ｎｏｎｅ－　 ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ

エニタイム 小泉  今日子

Ｇ１０ Ｔｈｅ　Ｇｏｓｐｅｌｌｅｒｓ　１０ｔｈ　ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　ｂｅｓｔ　ａｌｂｕｍ　 ゴスペラーズ

ザ・ベスト盤 カウントダウン　 Ｃｏｃｃｏ

幸 芸能生活３０周年記念大全集　 小林　幸子

冬化粧 オリジナルベスト’９１　 小林　幸子

小林幸子全曲集 いそしぎ　 小林　幸子

ＦＲＯＮＴＩＥＲ 小比類巻  かほる

バラード  コレクション 小比類巻  かほる

ＣＡＬＬＩＮＧ サヨナラＨＥＲＯ　 コブクロ

ＨＩＴ  ＦＡＣＴＯＲＹ 小室  哲哉

ＴＭＮ  ＢＬＡＣＫ 小室  哲哉

ディケイド 米米クラブ

フアイ 米米クラブ

フアイ　〓 米米クラブ

Ｏｃｔａｖｅ 米米クラブ

Ｆ  ＡＣＴ ＫＯＮＴＡ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

イーブン ＫＯＮＴＡ

セブン  ビューティーズ 近藤  ナツコ

最高の笑顔を花束にして 近藤  名奈

ウィンドウ サイズ

エモーショナル・エンジン サイズ

ホーム・メイド サイズ

ネイキッド・ハート 財津  和夫

ミニベスト  フロム  ＴＶ 財津  和夫

Ｂｅｃａｕｓｅ 斉藤  和義

歌うたい１５ ＳＩＮＧＬＥＳ　ＢＥＳＴ　１９９３－２００７　 斉藤　和義

１０ソングス 酒井  法子

ナチュラル・ベスト 酒井  法子

男惚れ 坂本  冬美

坂本九アニバーサリー・アルバム ６８９コンプリート　 坂本　九

スーパーベスト 桜の如く　 坂本　冬美

デリケート 崎谷  健次郎

ベスト・セレクション 桜井  幸子

ロード ＴＨＥ  虎舞竜

Ｓｏｕｔｈｅｒｎ  Ａｌｌ  Ｓｔａｒｓ サザンオールスターズ

世に万葉の花が咲くなり サザンオールスターズ

バラッド　３ 真夏の果実　 サザンオールスターズ

海のＹｅａｈ！！ 勝手にシンドバッド　 サザンオールスターズ

さだまさしベスト 北の国から－遥かなる大地より～蛍のテーマ－　 さだ　まさし
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

さだまさしベスト　２ 主人公　 さだ　まさし

さだまさしベスト　３ たいせつなひと　シネマ・ヴァージョン さだ　まさし

フォーエバー・ユー ＺＡＲＤ

ＺＡＲＤ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｂｅｓｔ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｍｅｍｏｒｙ　 ＺＡＲＤ

ＮＯ  ＤＡＭＡＧＥ　〓 佐野  元春

ザ・ピーナッツ・オールディーズ　ＶＯＬ．１ ザ・ピーナッツ

ザ・ピーナッツ・オールディーズ　ＶＯＬ．２ ザ・ピーナッツ

ＴＨＥ  ＢＯＯＭ ザ・ブーム

フェイスレス・マン ザ・ブーム

シングルス・プラス 君はＴＶっ子　 ザ・ブーム

スティック　アウト ザ・ブルーハーツ

ザ・マイクハナサーズＢＥＳＴ　１ ザ・マイクハナサーズ

ザ・マイクハナサーズＢＥＳＴ　２ ザ・マイクハナサーズ

シングル  コレクション 沢田  聖子

エッセンシャル・ベスト 恋人と呼ばせて　 沢田　知可子

ＡＵＴＵＷＮ  ｖｏｌａｇｅ１９９０ 椎名  恵

ｂａｌｌａｄｓ 椎名  恵

Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　〓 椎名  恵

ザ・ベスト－２４ｈｅａｒｔｓ－ 椎名  恵

ラバーズ 椎名  恵

１３歳  ＴＨＩＲＴＥＥＮ  ＹＥＡＲＳ  ＯＬＤ Ｊ－Ｗａｌｋ

ア・ダスン・オブ・ゲームズ Ｊ－Ｗａｌｋ

ベスト＆レア 海雪　 ジェロ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

Ｃｏｍｉｎ Ｃ．Ｃ．ガールズ

ＵＰＲＩＧＨＴ 篠原  利佳

島倉千代子全曲集 風のみち　 島倉　千代子

Ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ！ Ｔｈｅ　ｂｅｓｔ　ｏｆ　Ｈｉｔｏｍｉ　Ｓｈｉｍａｔａｎｉ　 島谷　ひとみ

ＤＥＬＩＣＩＯＵＳ ＪＵＪＵ’ｓ　ＪＡＺＺ　ＡＬＢＵＭ　 ＪＵＪＵ

ＦＲＥＳＨ ＰＯＷＥＲ　ＯＦ　ＬＯＶＥ　 ＪＵＤＹ　ＡＮＤ　ＭＡＲＹ

愛があるから大丈夫 上々颱風

上々颱風　３ 上々颱風

八十日間亜州一周 上々颱風

ＪＯＫＥＲ Ｊｏｋｅｒ　 湘南乃風

湘南乃風～Ｓｉｎｇｌｅ　Ｂｅｓｔ～ 応援歌　 湘南乃風

Ｇｏｏｄ  ｔｏ  ｂｅ  Ｗｉｌｄ 白井  貴子

トゥギャザー シング・ライク・トーキング

ＲＩＳＩＮＧ 陣内  大蔵

ＴＨＥ  ＳＩＮＧＬＥＳ  ’８８－’９２ 陣内  大蔵

ＺＯＯ  ＦＯＲ  ＳＡＬＥ ＺＯＯ

水前寺清子決定盤 水前寺  清子

ひとひらの雪 歌手生活５０周年記念ベストアルバム　 菅原　洋一

ナユタとフカシギ 双星プロローグ　 スキマスイッチ

彼方からの風 杉山  清貴

シングル・コレクション１９８３～１９８５ 杉山清貴＆オメガトライブ

ＦＡＩＲ  ＡＦＦＡＩＲ 鈴木  雅之

シー・シー・シー 鈴木  雅之
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

Ｍａｒｔｉｎｉ　ｂｌｅｎｄ ランナウェイ　 鈴木  雅之

カンバセーション 鈴木  結女

スタイル 鈴木  結女

けがれなき大人への道 鈴木  彩子

ボロボロ 鈴木  彩子

ラジオジェニック 鈴木  祥子

デュエッツ 鈴木  聖美

主人公 鈴木  聖美

聖歌（Ｂａｌｌａｄ） 鈴木  聖美

Ｇｉｒｌｌｙ 鈴里  真帆

楽団 スターダスト・レビュー

Ｌｏｖｅ　ｓｏｎｇｓ 夜更けのリフ－Ｍｉｄｎｉｇｈｔ　ｒｉｆｆ－　 スターダスト・レビュー

Ｂｌｕｅ　Ｓｔａｒｄｕｓｔ 夢伝説　 スターダスト☆レビュー

ナイト・アンド・デイ 須藤  あきら

Ｓｕｐｅｒｆｌｙ Ｈｉ‐Ｆｉｖｅ　 Ｓｕｐｅｒｆｌｙ

ＣＹＣＬＥ　ＨＩＴ　１９９１～１９９７ Ｓｐｉｔｚ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　 Ｓｐｉｔｚ

ＣＹＣＬＥ　ＨＩＴ　１９９７～２００５ Ｓｐｉｔｚ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　 Ｓｐｉｔｚ

さざなみＣＤ 僕のギター　 Ｓｐｉｔｚ

ＤＡ  ＤＡ  ＤＡ 大黒　摩季

Ｓｔａｒｔｉｎｇ　　Ｏｖｅｒ ＳＰＥＥＤ

０１１  ス ＳＭＡＰ

ＳＭＡＰ  ００５ ＳＭＡＰ

クール ＳＭＡＰ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

ＳＭＡＰ　ＡＩＤ ｆｒｅｅｂｉｒｄ　 ＳＭＡＰ

Ｓｍａｐ　ｖｅｓｔ らいおんハート　 ＳＭＡＰ

ベスト＆ベスト 瀬川  瑛子

Ｃｒｙｓｔａｌ  Ｅｙｅｓ 瀬能  あづさ

Ｈｏｒｉｚｏｎ 瀬能  あづさ

永遠を探しに 相馬  裕子

タイムレスピース 高野  寛

ヴォイス 高橋  真梨子

クープレ 高橋  真梨子

スペシャル・ベスト  コレクション 高橋  真梨子

シングル・コレクション・ステップス 高橋  由美子

リアリティ 高橋  由美子

Ｔｈｅ　ｂｅｓｔ Ｎｅｗ　ｅｄｉｔｉｏｎ　 高橋　真梨子

インプレッションズ 竹内　まりや

クワイエットライフ 竹内　まりや

エクスプレッションズ 戻っておいで・私の時間　 竹内　まりや

ガンダーラ伝説 タケカワ  ヒデユキ

愛する人へ 谷村  有美

幸福の場所 谷村  有美

Ｔｒｅａｓｕｒｅ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 谷村新司ＢＥＳＴ　 谷村　新司

あこがれ 玉置  浩二

カリント工場の煙突の上に 玉置  浩二

ラブ・ソング・ブルー 玉置  浩二
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

バラード 田村  英里子

エクセレント 田村  直美

アーリー・シングルス チェッカーズ

チェッカーズＢＥＳＴ チェッカーズ

スィ チカ・ブーン

ＧＵＹＳ チャゲ＆飛鳥

Ｒｅｄｈｉｌｌ チャゲ＆飛鳥

ＳＵＰＥＲ  ＢＥＳＴ　２ チャゲ＆飛鳥

ＴＲＥＥ チャゲ＆飛鳥

イン・アンド・ヤング チャゲ＆飛鳥

Ｖｅｒｙ　ｂｅｓｔ Ｒｏｌｌ　ｏｖｅｒ　２０ｔｈ　 チャゲ＆飛鳥

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｗｅｅｔ Ｃｈａｒａ

バイオレット  ブルー チャラ

ハッピー・トーイ チャラ

セイ・ハロー チューブ

メロディーズ・アンド・メモリーズ チューブ

終わらない夏に チューブ

納涼 チューブ

浪漫の夏 チューブ

Ｗｏｒｋｓ  ｔｈｅ  ｂｅｓｔ  ｏｆ  ＴＲＦ ＴＲＦ

ハイパー・ミックス　〓 ＴＲＦ

ビリオネラ ＴＲＦ

ワールド・グローブ ＴＲＦ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

ＥＸＰＯ ＴＭＮ

ＴＭＮ  ＣＬＡＳＳＩＸ　１ ＴＭＮ

ＴＭＮ  ＣＬＡＳＳＩＸ　２ ＴＭＮ

ＴＡＫＡＮＯＲＩ　ＭＡＫＥＳ　ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ　ｂ★ｅ★ｓ★ｔ 独裁－ｍｏｎｏｐｏｌｉｚｅ－　 Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

ｔｒｉｐｌｅ  ｊｏｋｅｒ Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

ピュア  ハート  タイムズ  ハート ｐｕｒｅ  ｈｅａｒｔ  ｘ  ｈｅａｒｔ　 ディス・タイム

夏の惑星 Ｔ－スクェア

フューチャー・リスニング！ ティ・トウワ

ＬＯＯＺ Ｔ－ＢＯＬＡＮ

ＳＯ  ＢＡＤ Ｔ－ＢＯＬＡＮ

ハート  オブ  ストーン Ｔ－ＢＯＬＡＮ

夏の終りに Ｔ－ＢＯＬＡＮ

ゲド戦記歌集 数え唄　 手嶌　葵

ホリデイ デュアル・ドリーム

オウト・オブ・バウンズ 寺田  恵子

テレサ・テン  ベストソングス シングル・コレクション　 テレサ・テン

テレサ・テン ゴールデン☆ベスト　 テレサ・テン

東京パフォーマンスドール　ＶＯＬ．５ ＣＡＴＣＨ  ＹＯＵＲ  ＢＥＡＴ！！　 東京パフォーマンスドール

東京パフォーマンスドール　ＶＯＬ．６ ＭＡＫＥ  ＩＴ  ＴＲＵＥ　 東京パフォーマンスドール

ビター・スウィート・ラブ トゥー・ビー・コンティニュード

ビヨンド・ザ・ライト．．． トゥー・ビー・コンティニュード

ベスト　イー・ピー　セレクション　オブ　ＴＯＫＩＯ 風になって　 ＴＯＫＩＯ

Ｂｅｓｔ　ＥＰ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ＴＯＫＩＯ　２ Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ　Ｃａｎ　Ｄｏ！　 ＴＯＫＩＯ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

イントロⅡ 徳永　英明

ノスタルジア 徳永　英明

ヴォーカリスト　３ 恋におちて　 徳永　英明

ヴォーカリスト＆バラード　ベスト 時代　 徳永　英明

シングルズ・ベスト レイニー　ブルー　ＤＩＳＣ　１ 徳永　英明

ミッション Ｔｏｓｈｉ

ＬＯＶＥ  ＧＯＥＳ  ＯＮ・・・ ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

ＭＩＬＬＩＯＮ  ＫＩＳＳＥＳ ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

ＳＩＮＧ  ＯＦ  ＤＩＥ ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

Ｔｈｅ  Ｓｗｉｎｉｎｇ  Ｓｔａｒ ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

ＷＯＮＤＥＲ３ ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

ＴＨＥ　ＳＯＵＬ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＰＥＯＰＬＥ 東日本大震災支援ベストアルバム　 ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

ドリマニア スムース・グルーブ・コレクション　 ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

ＣＤ  ＦＩＬＥ とんねるず

１９９２Ｌｉｖｅ  ｉｎ  ＹｏｋｏｈａｍａＳｔａｄｉｕｍ 永井  真理子

オープン・ズー 永井  真理子

やさしくなりたい 永井  真理子

ラブ・イーター 永井  真理子

ＢＥＳＴ ＡＭＡＺＩＮＧ　ＧＲＡＣＥ（’０５）　 中島　美嘉

TRUE Ａｍａｚｉｎｇ　ｇｒａｃｅ　 中島　美嘉

Ｂｅｓｔ  Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　２ 中島  みゆき

ＥＡＳＴ  ＡＳＩＡ 中島  みゆき

シングルス 中島  みゆき
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

シングルス　〓 中島  みゆき

ラブ・オア・ノッシング 中島  みゆき

時代－Ｔｉｍｅ  ｇｏｅｓ  ａｒｏｕｎｄ－ 中島  みゆき

Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕ，答えてくれ 本日、未熟者　 中島  みゆき

Ｓｉｎｇｌｅｓ 2000 中島  みゆき

大吟醸 ベストアルバム　 中島  みゆき

コニー  アイランド  ジェリーフィッシュ 永瀬  正敏

スターティング・オーバー 中西  圭三

ステップス 中西  圭三

Ｔｒｕｔｈ 中西 保志

長淵剛ＢＥＳＴ 風　 長淵　剛

長淵剛ＢＥＳＴ 空　 長淵　剛

いつかの少年 長渕  剛

ドリームズ 中村  あゆみ

ビー・ナチュラル 中村  あゆみ

シングル・ボックス ２０ｔｈ  ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ－ＳＩＮＧＬＥ  ＢＯＸ　 中村　雅俊

ソングス　オンＴＶ ふれあい　 中村　雅俊

＜歌姫＞ 中森  明菜

アンバランス＋バランス 中森  明菜

オンリー・ウーマン 中森  明菜

ＭＩＨＯ’Ｓ  ＳＥＬＬＥＣＴ 中山　美穂

コレクション　〓 中山　美穂

ピュア・ホワイト 中山　美穂
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

ブランケット  プライバシー 中山　美穂

わがままな  あくとれす 中山　美穂

恩 長山洋子ベストアルバム　 長山　洋子

Ｓｉｎｇｌｅ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｖｏｌ．１ 夕映えにゆれて　 夏川　りみ

新沼謙治全曲集 飛行機雲　 新沼　謙治

さよならの場所で会いましょう 西脇  唯

恋していた時間が忘れるための時間 西脇  唯

ノイズファクトリー ノイズファクトリー

スマイル 野田  幹子

ｔｈｅ  ｂｅｓｔ  ｏｆ  Ｎｏｋｋｏ ＮＯＫＫＯ

アイ・ウィル・キャッチ・ユー ＮＯＫＫＯ

荒井由実・松任谷由実・杉真理作品集 Ｇｏｌｄｅｎ☆ｂｅｓｔ　 ハイ・ファイ・セット

ＢＲＩＤＧＥ ハウンド・ドッグ

ＦＡＶＯＲＩＴＥ  ＴＨＩＮＧＳ  １９８７ー１９９２ ハウンド・ドッグ

リバー ハウンド・ドッグ

ロック・ミー ハウンド・ドッグ

青春玉 爆風スランプ

Ｔｈｅ  Ｓｈｏｗ  Ｍｕｓｔ  Ｇｏ  Ｏｎ パーソンズ

ザ・ベリー・ベスト・オブ・パフィー Ａｍｉｙｕｍｉ　ｊｅｔ　ｆｅｖｅｒ　 パフィー

バブルガム・ブラザーズ・グレート・ベスト バブルガム  ブラザーズ

ファンカスティック・オヤージ バブルガム・ブラザーズ

Ａ　ｂａｌｌａｄｓ ＲＡＩＮＢＯＷ　 浜崎　あゆみ

Ａ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＡＬＬ　ＳＩＮＧＬＥＳ　 浜崎　あゆみ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

ＥＤＧＥ  ＯＦ  ＫＮＩＦＥ 浜田  省吾

ＳＡＮＤ  ＣＡＳＴＬＥ 浜田  省吾

ＷＡＳＴＥＤ  ＴＥＡＲＳ 浜田  省吾

インクリネーション 浜田  麻里

ＭＯＴＨＥＲ 原  由子

アクター  アンド  アクトレス 東野  純直

ブレス 東野  純直

ふりかえって・・・Ｔｏｍｏｒｒｏｗ 光ＧＥＮＪＩ

演歌名曲コレクション　１１ ときめきのルンバ　 氷川　きよし

ＢＥＧＩＮシングル大全集 恋しくて　 ＢＥＧＩＮ

ｃｈｈａｂａｎ  ｎｉｇｈｔ ＢＥＧＩＮ

バース 久松  史奈

プレジャー 久松  史奈

ベッド・オブ・ローゼス 久松  史奈

マックス 久松  史奈

ＦＲＩＥＮＤＳ Ｂ’ｚ

Ｓｕｒｖｉｖｅ Ｂ’ｚ

Ｔｈｅ  ７ｔｈ  Ｂｌｕｅｓ　Ｄｉｓｃ１ Ｂ’ｚ

Ｔｈｅ  ７ｔｈ  Ｂｌｕｅｓ　Ｄｉｓｃ２ Ｂ’ｚ

Ｂ’ｚ　ｔｈｅ　ｂｅｓｔ“Ｐｌｅａｓｕｒｅ” Ｌｏｖｅ　ｐｈａｎｔｏｍ　 Ｂ’ｚ

Ｂ’ｚ　ｔｈｅ　ｂｅｓｔ“Ｐｌｅａｓｕｒｅ”　２ ＯＣＥＡＮ　 Ｂ’ｚ

Ｂ’ｚ　Ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ“ＵＬＴＲＡ　Ｐｌｅａｓｕｒｅ” Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ＵＬＴＲＡ　３０　Ｍｅｇａ‐Ｈｉｔ　Ｔｒａｃｋｓ　 Ｂ’ｚ

Ｂ’ｚ　Ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ“ＵＬＴＲＡ　Ｔｒｅａｓｕｒｅ” Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ＵＬＴＲＡ　Ｍｅｇａ‐Ｈｉｔ　Ｔｒａｃｋｓ　 Ｂ’ｚ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

オーバーダス ピチカートファイブ

月天心 あこるでぃおん　 一青　窈

メモリーズ  オブ  ブルー 氷室  京介

ＳＥＮＴＩＭＥＮＴＡＬｏｖｅｒｓ 思いがかさなるその前に…　 平井　堅

歌バカ
Ｋｅｎ　Ｈｉｒａｉ　１０ｔｈ　ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ｓｉｎｇｌｅ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　’９５－’０５

平井　堅

パス・オブ・インディペンデンス Ｐａｔｈ　ｏｆ　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ　 平原　綾香

エリズム 平松　愛理

シングル・イズ・ベスト 平松　愛理

セブン・デイズ・ガール 平松　愛理

マイ・ディアー 平松　愛理

リディーム 平松　愛理

一夜一代に夢見頃 平松　愛理

Ｌｏｖｅ　ｗｉｎｔｅｒｓ Ｔｈｅ　ｂｅｓｔ　 Ｈｉｒｏｓｅ　Ｋｏｈｍｉ

サクセス  ストーリー 広瀬  香美

ハーベスト 広瀬  香美

ラプソディ 広瀬  香美

ピンクレディー コンプリート・シングル・コレクション　 ピンクレディー

ファンキーモンキーベイビーズＢＥＳＴ 希望の唄　 ファンキーモンキーベイビーズ

フェスタモード〓 フェスタモード

ブギーマン ブギーマン

Ｄｅａｒ Ｍａｇｎｕｍ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　１９９９　 Ｆｕｋｕｙａｍａ　Ｍａｓａｈａｒｕ

オン・アンド・オン 福山  雅治
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　ＢＡＮＧ！！ 追憶の雨の中　 福山　雅治

Ｔｈｅ　ｇｏｌｄｅｎ　ｏｌｄｉｅｓ 青春の影　 福山　雅治

ＰＵＲＥ  ＲＥＤ 藤井　フミヤ

エンジェル 藤井　フミヤ

シンガー 藤谷  美和子

舟木一夫全曲集 恋唄　 舟木　一夫

コミュニケーション フライング・キッズ

プレゼント プリンセス・プリンセス

マジェスティック プリンセス・プリンセス

恋 古内　東子

Ｂｅ－Ｂ Ｂｅ－Ｂ

Ｂｅｓｔ　ｏｆ　ｓｏｕｌ Ｌｉｓｔｅｎ　ｔｏ　ｍｙ　ｈｅａｒｔ　 ＢｏＡ

細川たかし全曲集 下北漁歌　 細川　たかし

Ｐｏｒｎｏ　Ｇｒａｆｆｉｔｔｉ　ｂｅｓｔ　ＢＬＵＥ’Ｓ アポロ　 Ｐｏｒｎｏ　Ｇｒａｆｆｉｔｔｉ

Ｐｏｒｎｏ　Ｇｒａｆｆｉｔｔｉ　ｂｅｓｔ　ＲＥＤ’Ｓ ミュージック・アワー　 Ｐｏｒｎｏ　Ｇｒａｆｆｉｔｔｉ

ポルノグラフィティ　ベスト　エース ハネウマライダー　 ポルノグラフィティ

ポルノグラフィティ　ベスト　ジョーカー Ｌｏｖｅ，ｔｏｏ　Ｄｅａｔｈ，ｔｏｏ　 ポルノグラフィティ

ジャンクション 本田　美奈子

クラシカル・ベスト ＬＡＳＴ　ＴＨＲＥＥ　ＹＥＡＲＳ　ＯＦ　ＭＩＮＡＫＯ　ＨＯＮＤＡ．　 本田　美奈子

ＳＭＩＬＩＮＧ ＴＨＥ  ＢＥＳＴ  ＯＦ  ＮＯＲＩＹＵＫＩＭＡＫＩＨＡＲＡ　 槙原　敬之

ファーマシー 槙原　敬之

コンプリートリー・レコーデッド ＮＧ　 槙原　敬之

ＲＡＷ  ＬＩＦＥ 真島  昌利
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

空の鏡 松　たか子

ベスト１ 桃色片想い　 松浦　亜弥

ＭＡＸＩＭＵＭ〓 ＭＡＸ

夢を眠らせない 松阪  晶子

ジュリア　〓 松田  樹利亜

Ｂｉｂｌｅ 松田　聖子

Ｍｙ  Ｓｔｏｒｙ 松田　聖子

グロリアス・レボリューション 松田　聖子

Ｂｉｂｌｅ　〔１〕 裸足の季節　 松田　聖子

Ｓｅｉｋｏ　ｓｍｉｌｅ Ｓｅｉｋｏ　Ｍａｔｓｕｄａ　２５ｔｈ　ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　 松田　聖子

ＤＡＷＮ  ＰＵＲＰＬＥ 松任谷  由美

ザ・ダンシング・サン 松任谷  由美

ダイアモンドダストが消えぬまに 松任谷  由美

ティアーズ  アンド  リーズンズ 松任谷  由美

ユーミンコレクション 松任谷  由美

天国のドア 松任谷  由美

Ｓｗｅｅｔ，ｂｉｔｔｅｒ　ｓｗｅｅｔ ＹＵＭＩＮＧ　ｂａｌｌａｄ　ｂｅｓｔ　 松任谷　由実

偶然と必然 偶然と必然　 松山　千春

松山千春ＢＥＳＴ＃３２ 旅立ち　 松山　千春

風景 ベスト・アルバム　 松山　千春

忘れじのフォーク・白い白いサンゴ礁 Ｍｉ－Ｋｅ

ＢＩＧ  ＷＡＶＥ ＭＩＳＡＴＯ

ＨＯＬＬＯ  ＬＯＶＥＲＳ ＭＩＳＡＴＯ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

Ｌｏｖｅ　＆　ｂａｌｌａｄｓ Ｔｈｅ　ｂｅｓｔ　ｂａｌｌａｄｅ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　 ＭＩＳＩＡ

Ｍｉｓｉａ　ｇｒｅａｔｅｓｔ　ｈｉｔｓ つつみ込むように…　 ＭＩＳＩＡ

アリサ〓ルック 観月ありさ

Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　１９９２－１９９５ 君がいた夏　 Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　１９９２－１９９５ 君がいた夏　 Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　１９９６－２０００ 名もなき詩　 Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

ＭＲ．ＣＨＩＬＤＲＥＮ　２００１－２００５ 優しい歌　 Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

ＭＲ．ＣＨＩＬＤＲＥＮ　２００５－２０１０ Ｗｏｒｌｄｓ　ｅｎｄ　 Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

アトミック・ハート Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

美空ひばり 美空　ひばり

オリジナル・ベスト５０ 悲しき口笛～川の流れのように　 美空　ひばり

美空ひばり全曲集 私はおんな　 美空　ひばり

宮史郎全曲集 悲しい意地　 宮　史郎

つくしんぼ 都　はるみ

都はるみ｜全曲集 抱きしめて　 都　はるみ

ファンが選んだ森進一ベスト 女のためいき　 森　進一

ヴォイセス 森川  美穂

ホリディ 森川  美穂

ゼロ 森下  玲可

ＰＥＡＣＨＢＥＲＲＹ 森高　千里

ＲＯＣＫ  ＡＬＩＶＥ 森高　千里

ステップ・バイ・ステップ 森高　千里

ラッキー・セブン 森高　千里
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

傑作撰 ２００１～２００５　 森山　直太朗

最新ベスト 涙そうそう　 森山　良子

ＴＩＭＥ ただ、ありがとう　 ＭＯＮＫＥＹ　ＭＡＪＩＫ

Ｍｅｌｌｏ  Ｃａｆｅ 矢神  順子

ルネッサンス 矢神  順子

Ａｎｙｔｉｍｅ  Ｗｏｍａｎ 矢沢　永吉

オリジナル　２ 矢沢　永吉

ザ・ネーム・イズ．．． 矢沢　永吉

ハート 矢沢　永吉

Ｔｈｅ　ｇｒｅａｔ　ｏｆ　ａｌｌ Ｓｐｅｃｉａｌ　ｖｅｒｓｉｏｎ　 矢沢　永吉

ザ・グレイト・オブ・オール　Ｖｏｌ．２ トラベリン・バス　 矢沢　永吉

八代亜紀全曲集 不知火酒　 八代　亜紀

ＬＯＶＥ  ＩＳ  ＨＥＲＥ 矢野  顕子

エレファント・ホテル 矢野  顕子

ピヤノアキコ。 Ｔｈｅ　ｂｅｓｔ　ｏｆ　ｓｏｌｏ　ｐｉａｎｏ　ｓｏｎｇｓ　 矢野　顕子

プレイバック・モモエ・パート２ ゴールデン☆ベスト　 山口　百惠

ドミノ 僕はここにいる　 山崎　まさよし

ＡＲＴＩＳＡＮ 山下  達郎

トレジャーズ 高気圧ガール　 山下　達郎

テ゛ィスティニー 山根　康広

バック・オブ・ザ・タイム 山根　康広

1969 ブルー・ライト・ヨコハマ　 由紀　さおり

歌・うた・唄 あなたが選ぶＢＥＳＴ２０　 由紀　さおり
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

モモイズム 遊佐  未森

Ｇｏｉｎｇ ２００１～２００５　 ゆず

Ｈｏｍｅ １９９７～２０００　 ゆず

ゆずのね１９９７－２００７ てっぺん　 ゆず

スプリングマン ユニコーン

シャンブル ひまわり　 ユニコーン

エックス・テンション－５４４２４４－ 横山  輝一

夜更けのメロディー 吉  幾三

海猫 ベスト  コレクション　 吉  幾三

分岐点 吉岡  秀隆

ザ・ベスト ペニー・レーン　 吉田　拓郎

吉永小百合映画歌謡曲集　日活編 オーバーチュア～いつでも夢を　 吉永　小百合

アデッソ 米倉  利紀

フローム・マイ・ハート 米光  美保

ＴＷＥＮＩＴＹ　１９９１－１９９６ Ｖｏｉｃｅ　 Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌ

ＴＷＥＮＩＴＹ　１９９７－１９９９ 虹（Ａｌｂｕｍ　Ｖｅｒｓｉｏｎ）　 Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌ

ＴＷＥＮＩＴＹ　２０００－２０１０ ＮＥＯ　ＵＮＩＶＥＲＳＥ　 Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌ

ＦＬＩＧＨＴ  ＲＥＣＯＲＤＥＲ リンドバーグ

エキストラフライト　〓 Ｈｕｍａｎ  Ａｉｒｃｒａｆｔ　 リンドバーグ

リンドバーグ　〓 リンドバーグ

リンドバーグ　〓 リンドバーグ

Ａｎｏｔｈｅｒ  Ｓｅｓｓｏｎ ５番目の季節　 Ｌｅ  Ｃｏｕｐｌｅ

ＢＯＹＳ  ＢＥ  ＤＲＥＡＭＩＮ’ ＬＯＯＫ
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

”ｌａ  ｒｏｎｄｅ” ｌｅｓ５－４－３－２－１

レフ レフ

レミオ　ベスト Ｓａｋｕｒａ　 レミオロメン

ＵＣＹＭＯ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｇａｍｅ－Ｔｈｅｍｅ　ｆｒｏｍ　Ｔｈｅ　Ｃｉｒｃｕｓ－　 ＹＭＯ

ピアリー 和久井  映見

Ｄｙｎａｍｉｔｅ　Ｂｅｓｔ　１９６８－２００８ 星空の孤独　 和田　アキ子

リトル  ビット．．． ＷＡＮＤＳ

時の扉 ＷＡＮＤＳ

恋の嵐，ＳＵＭＭＥＲ  ＶＡＣＡＴＩＯＮ ＮＥＷ  ＭＵＳＩＣ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＩＯＮ  ３　

Ｌｉｔｔｌｅ  Ｔｏｋｙｏ，ＳＨＯＷ  ＭＥ ＮＥＷ  ＭＵＳＩＣ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＩＯＮ  ４　

虹をみたかい，ＳＯＭＥＤＡＹ ＮＥＷ  ＭＵＳＩＣ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＩＯＮ  ５　

星空のディスタンス，恋 ＮＥＷ  ＭＵＳＩＣ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＩＯＮ  ６　

中央フリーウェイ，フィーリング ＮＥＷ  ＭＵＳＩＣ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＩＯＮ  ７　

恋の予感，揺れるまなざし ＮＥＷ  ＭＵＳＩＣ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＩＯＮ  ８　

愛しき日々，昴 ＮＥＷ  ＭＵＳＩＣ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＩＯＮ  ９　

父親の一番長い日，関白宣言 ＮＥＷ  ＭＵＳＩＣ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＩＯＮ  １０　

う、ふ、ふ、ふ，ドリーム・オブ・ユー ＮＥＷ  ＭＵＳＩＣ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＩＯＮ  １３　

戦場のメリー・クリスマス，春咲小紅 ＮＥＷ  ＭＵＳＩＣ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＩＯＮ  １５　

リバーサイド  ホテル，オリビアを聴きながら ＮＥＷ  ＭＵＳＩＣ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＩＯＮ  １６　

Ｄｉａｍｏｎｄｓ，Ｒｕｎｎｅｒ ＲＯＣＫ  ＦＩＬＥ  １　

浪漫飛行，ＥＮＤＬＥＳＳ  ＲＡＩＮ ＲＯＣＫ  ＦＩＬＥ  ２　
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

ｆｆ，十七歳の地図 ＲＯＣＫ  ＦＩＬＥ  ３　

Ｍｙ  Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，うれしはずかし朝帰り ＲＯＣＫ  ＦＩＬＥ  ４　

ＳＯＭＥＤＡＹ，ロンリー・チャップリン ＲＯＣＫ  ＦＩＬＥ  ５　

ＪＵＳＴＹ，愛さずにいられない ＲＯＣＫ  ＦＩＬＥ  ６　

雨あがりの夜空に，ＨＥＲＯ ＲＯＣＫ  ＦＩＬＥ  ７　

メリーアン，僕たちの国境 ＲＯＣＫ  ＦＩＬＥ  ８　

レインボーブリッジにいきたい ＳＵＭＭＥＲ  ＳＯＮＧ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　

熱帯夜に抱かれて ＳＵＭＭＥＲ  ＳＯＮＧ  ＢＥＳＴ  ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　

Ｌｏｖｅ　ｓｔｏｒｉｅｓ　１ ラブ・ストーリーは突然に　 小田　和正／〔ほか〕

Ｌｏｖｅ　ｓｔｏｒｉｅｓ　２ Ｙａｈ　ｙａｈ　ｙａｈ　 Ｃｈａｇｅ　＆　Ａｓｋａ／〔ほか〕

Ｌｏｖｅ　ｓｔｏｒｉｅｓ　３ Ｔｏｋｙｏ　ｊｏｅ－ストリングス・バージョン－　 ブライアン・フェリー／〔ほか〕

ピュア・ラブ はじまりはいつも雨　 ＡＳＫＡ／〔ほか〕

ピュア・ラブ　２ ＬＯＶＥ　ＳＯＮＧ　

ラブ  ソング  コレクション 愛する人へ　

ビーチ・サイドのラブ・ストーリー

ＧＥＮＴＬＥ アーバン男性ボーカリスト　 徳永　英明／〔ほか〕

ＧＥＮＴＬＥ　２ アーバン男性ボーカリスト　 中西  圭三／〔ほか〕

Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 私たちの望むものは　 岡林　信康／〔ほか〕

Ｗｉｔｈ．．． 沢田　知可子／他

ＴＥＡＲＳ Ｊ－ＰＯＰ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　 山崎　まさよし／〔ほか〕

Ｒ３５ Ｓｗｅｅｔ　Ｊ－Ｂａｌｌａｄｓ　 ＣＨＡＧＥ　ａｎｄ　ＡＳＫＡ／〔ほか〕

ラブリィ！ Ｃｕｔｅ　＆　Ｓｗｅｅｔ　Ｊ－Ｂａｌｌａｄｓ　 ＳＰＥＥＤ／〔ほか〕
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞
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Ｅｖｅ Ｓｏｎｇｓ　ｆｏｒ　Ｓｗｅｅｔ　Ｍｅｍｏｒｉｅｓ　 プリンセス・プリンセス／〔ほか〕

シュウカツ！！ Ｓｈｕｋａｔｓｕ　Ｏｕｅｎ　Ｃｏｍｐｉｌａｔｉｏｎ　ＣＤ　 Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｋａｙ／〔ほか〕

Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ 恋人がサンタクロース　 松田　聖子／〔ほか〕

歌姫 ＢＥＳＴ女性ボーカリスト　 松田　聖子／〔ほか〕

歌姫 センチメンタル女性ボーカリスト　 松田　聖子／〔ほか〕

イマージュ　ヴォーカル ボーカル　 Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｋａｙ／〔ほか〕

情熱大陸ＬＩＶＥ　ＢＥＳＴ 情熱大陸　 葉加瀬　太郎／〔ほか〕

フェリシダージ トリビュート・トゥ・ジョアン・ジルベルト　 Ａｎｎ　Ｓａｌｌｙ／〔ほか〕

コンプリート・ＣＦ・ソング・ブック

フォーク歌年鑑　’６６ フォーク＆ニューミュージック大全集　１ ザ・ブロードサイド・フォー／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’６７ フォーク＆ニューミュージック大全集　２ ジャッキー吉川とブルー・コメッツ／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’６８ フォーク＆ニューミュージック大全集　３ ザ・フォーク・クルセダーズ／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’６９ｖｏｌ．１ フォーク＆ニューミュージック大全集　４ 新谷　のり子／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’６９ｖｏｌ．２ フォーク＆ニューミュージック大全集　５ ベッツイ＆クリス／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’７０ フォーク＆ニューミュージック大全集　６ 加藤　登紀子／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’７１ フォーク＆ニューミュージック大全集　７ はしだのりひことクライマックス／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’７２ｖｏｌ．１ フォーク＆ニューミュージック大全集　８ よしだ　たくろう／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’７２ｖｏｌ．２ フォーク＆ニューミュージック大全集　９ ＧＡＲＯ／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’７３ｖｏｌ．１ フォーク＆ニューミュージック大全集　１０ 井上　陽水／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’７３ｖｏｌ．２ フォーク＆ニューミュージック大全集　１１ 井上　陽水／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’７４ フォーク＆ニューミュージック大全集　１２ 山本コウタロー＆ウィークエンド／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’７５ フォーク＆ニューミュージック大全集　１３ イルカ／〔ほか〕
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フォーク歌年鑑　’７６ フォーク＆ニューミュージック大全集　１４ 井上　陽水／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’７７ フォーク＆ニューミュージック大全集　１５ Ｃｈａｒ／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’７８ フォーク＆ニューミュージック大全集　１６ アリス／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’７９ フォーク＆ニューミュージック大全集　１７ 岸田　智史／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’８０ｖｏｌ．１ フォーク＆ニューミュージック大全集　１８ 五十嵐　浩晃／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’８０ｖｏｌ．２ フォーク＆ニューミュージック大全集　１９ 五輪　真弓／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’８１ フォーク＆ニューミュージック大全集　２０ 寺尾　聰／〔ほか〕

フォーク歌年鑑　’８２ フォーク＆ニューミュージック大全集　２１ 沢田　聖子／〔ほか〕

青春フォーク ｎａｋｉｕｔａ泣き歌　 森山　良子／〔ほか〕

青春歌年鑑 ５０年代総集編　 笠置　シヅ子／〔ほか〕

青春歌年鑑 ６０年代総集編　 坂本　九／〔ほか〕

青春歌年鑑 ７０年代総集編　 皆川　おさむ／〔ほか〕

青春歌年鑑 ８０年代総集編　 もんた＆ブラザーズ／〔ほか〕

青春歌年鑑 ９０年代総集編　 ＬＩＮＤＢＥＲＧ／〔ほか〕

青春歌年鑑 演歌歌謡編　 西田　佐知子／〔ほか〕

青春歌年鑑 演歌歌謡編　 滝　鉄也／〔ほか〕

青春歌年鑑 演歌歌謡編　 中村　美律子／〔ほか〕

青春歌年鑑 演歌歌謡編　 藤　圭子／〔ほか〕

青春歌年鑑 演歌歌謡編　 林　伊佐緒／〔ほか〕

青春歌年鑑　’６０ Ｂｅｓｔ　３０　 坂本　九／〔ほか〕

青春歌年鑑　’６１ Ｂｅｓｔ　３０　 坂本　九／〔ほか〕

青春歌年鑑　’６３ Ｂｅｓｔ　３０　 三田　明／〔ほか〕
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青春歌年鑑　’６４ Ｂｅｓｔ　３０　 ザ・ピーナッツ／〔ほか〕

青春歌年鑑　’６５ Ｂｅｓｔ　３０　 越路　吹雪／〔ほか〕

青春歌年鑑　’６６ Ｂｅｓｔ　３０　 美空　ひばり／〔ほか〕

青春歌年鑑　’６７ Ｂｅｓｔ　３０　 石原　裕次郎／〔ほか〕

青春歌年鑑　’６８ Ｂｅｓｔ　３０　 ピンキーとキラーズ／〔ほか〕

青春歌年鑑　’６９ Ｂｅｓｔ　３０　 カルメン・マキ／〔ほか〕

青春歌年鑑　’７０ Ｂｅｓｔ　３０　 皆川　おさむ／〔ほか〕

青春歌年鑑　’７１ Ｂｅｓｔ　３０　 小柳　ルミ子／〔ほか〕

青春歌年鑑　’７２ Ｂｅｓｔ　３０　 宮史郎とぴんからトリオ／〔ほか〕

青春歌年鑑　’７３ Ｂｅｓｔ　３０　 ガロ／〔ほか〕

青春歌年鑑　’７４ Ｂｅｓｔ　３０　 中村　雅俊／〔ほか〕

青春歌年鑑　’７５ Ｂｅｓｔ　３０　 布施　明／〔ほか〕

青春歌年鑑　’７６ Ｂｅｓｔ　３０　 子門　真人／〔ほか〕

青春歌年鑑　’７７ Ｂｅｓｔ　３０　 森田公一とトップギャラン／〔ほか〕

青春歌年鑑　’７８ Ｂｅｓｔ　３０　 堀内　孝雄／〔ほか〕

青春歌年鑑　’７９ Ｂｅｓｔ　３０　 渥美　二郎／〔ほか〕

青春歌年鑑　’８０ Ｂｅｓｔ　３０　 もんた＆ブラザーズ／〔ほか〕

青春歌年鑑　’８１ Ｂｅｓｔ　３０　 寺尾　聡／〔ほか〕

青春歌年鑑　’８２ Ｂｅｓｔ　３０　 あみん／〔ほか〕

青春歌年鑑　’８３ Ｂｅｓｔ　３０　 大川　栄策／〔ほか〕

青春歌年鑑　’８４ Ｂｅｓｔ　３０　 わらべ／〔ほか〕

青春歌年鑑　’８５ Ｂｅｓｔ　３０　 チェッカーズ／〔ほか〕

青春歌年鑑　’８６ Ｂｅｓｔ　３０　 石井　明美／〔ほか〕
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青春歌年鑑　’８７ Ｂｅｓｔ　３０　 近藤　真彦／〔ほか〕

青春歌年鑑　’８８ Ｂｅｓｔ　３０　 光ＧＥＮＪＩ／〔ほか〕

青春歌年鑑　’８９ Ｂｅｓｔ　３０　 プリンセス・プリンセス／〔ほか〕

青春歌年鑑　’９０ Ｂｅｓｔ　３０　 Ｂ．Ｂ．クイーンズ／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’７０ＰＬＵＳ 走れコウタロー　 ソルティー・シュガー／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’７１ＰＬＵＳ よこはま・たそがれ　 五木　ひろし／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’７２ＰＬＵＳ 芽ばえ　 浅丘　めぐみ／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’７３ＰＬＵＳ 神田川　 かぐや姫／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’７４ＰＬＵＳ 夜空　 五木　ひろし／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’７５ＰＬＵＳ ロマンス　 岩崎　宏美／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’７６ＰＬＵＳ あなただけを　 あおい　輝彦／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’７７ＰＬＵＳ ペッパー警部　 ピンク・レディー／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’７８ＰＬＵＳ カナダからの手紙　 平尾　昌晃／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’７９ＰＬＵＳ ハピネス　 タケタワ　ユキヒデ／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’８０ＰＬＵＳ 舟唄　 八代　亜紀／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’８１ＰＬＵＳ ブランデーグラス　 石原　裕次郎／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’８２ＰＬＵＳ 聖母たちのララバイ　 岩崎　宏美／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’８３ＰＬＵＳ 秘密の花園　 松田　聖子／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’８４ＰＬＵＳ 十戒－１９８４－　 中森　明菜／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’８５ＰＬＵＳ 悲しみにさよなら　 安全地帯／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’８６ＰＬＵＳ ＤＥＳＩＲＥ　 中森　明菜／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’８７ＰＬＵＳ 木枯しに抱かれて　 小泉　今日子／〔ほか〕
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青春歌年鑑　続’８８ＰＬＵＳ Ｈｅａｒｔ　ａｎｄ　ｓｏｕｌ　 浜田　麻里／〔ほか〕

青春歌年鑑　続’８９ＰＬＵＳ 黄砂に吹かれて　 工藤　静香／〔ほか〕

誰もいない海，帰って来たヨッパライ オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集１　

あの素晴らしい愛をもう一度，花嫁 オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集２　

この広い野原いっぱい，別れのサンバ オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集３　

いつまでもいつまでも，小さなスナック オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集４　

少女，時には母のない子のように オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集５　

白いブランコ，青葉城恋唄 オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集７　

結婚しようよ，贈る言葉 オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集８　

夕陽が泣いている，エメラルドの伝説 オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集９　

長い髪の少女，想い出の渚 オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集１０　

関白宣言，あなた オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集１１　

想い出まくら，八月の濡れた砂 オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集１４　

あんたのバラード，季節の中で オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集１５　

恋人よ，きみの朝 オリジナル版  フォーク＆ポップス大全集１６　

オリビアの調べ，１７才 懐かしの歌謡ポップス大全集１　

ふたりの日曜日，年下の男の子 懐かしの歌謡ポップス大全集２　

よろしく哀愁，ひと夏の経験 懐かしの歌謡ポップス大全集３　

青い珊瑚礁，いい日旅立ち 懐かしの歌謡ポップス大全集４　

まちぶせ，時をかける少女 懐かしの歌謡ポップス大全集５　

星娘，北帰行 懐かしの歌謡ポップス大全集６　
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こんにちは赤ちゃん，下町の太陽 懐かしの歌謡ポップス大全集７　

恋の季節，小指の想い出 懐かしの歌謡ポップス大全集８　

上を向いて歩こう，黒い花びら 懐かしの歌謡ポップス大全集１０　

天使の誘惑，ゆうべの秘密 懐かしの歌謡ポップス大全集１１　

京都の恋，手紙 懐かしの歌謡ポップス大全集１２　

浪漫飛行，今すぐＫｉｓｓ  Ｍｅ 決定版  ポップス・ムード大全集１　

Ｄｉａｍｏｎｄｓ，乾杯 決定版  ポップス・ムード大全集２　

Ｍｙ  Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，ＳＯＭＥＤＡＹ 決定版  ポップス・ムード大全集３　

愛が止まらない，夢の中へ 決定版  ポップス・ムード大全集４　

渚のシンドバット，１７才 決定版  ポップス・ムード大全集５　

恋におちて，いとしのエリー 決定版  ポップス・ムード大全集７　

想い出の渚，メリー・ジェーン 決定版  ポップス・ムード大全集８　

酒よ，川の流れのように 決定版  ポップス・ムード大全集９　

イエスタデイ，ダイアナ 決定版  ポップス・ムード大全集１０　

心に残る想い出の名曲１８０選　２ １０００万投票ＮＨＫ「ＢＳ２０世紀日本のうた」より　

心に残る想い出の名曲１８０選　３ １０００万投票ＮＨＫ「ＢＳ２０世紀日本のうた」より　

心に残る想い出の名曲１８０選　４ １０００万投票ＮＨＫ「ＢＳ２０世紀日本のうた」より　

心に残る想い出の名曲１８０選　５ １０００万投票ＮＨＫ「ＢＳ２０世紀日本のうた」より　

心に残る想い出の名曲１８０選　６ １０００万投票ＮＨＫ「ＢＳ２０世紀日本のうた」より　

心に残る想い出の名曲１８０選　７ １０００万投票ＮＨＫ「ＢＳ２０世紀日本のうた」より　

心に残る想い出の名曲１８０選　８ １０００万投票ＮＨＫ「ＢＳ２０世紀日本のうた」より　

心に残る想い出の名曲１８０選　９ １０００万投票ＮＨＫ「ＢＳ２０世紀日本のうた」より　
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心に残る想い出の名曲１８０選　１０ １０００万投票ＮＨＫ「ＢＳ２０世紀日本のうた」より　

ＮＨＫ紅白歌合戦 トリを飾った昭和の名曲　 藤山　一郎／〔ほか〕

ＮＨＫ日本のうたふるさとのうた１００曲　２ 「日本のうたふるさとのうた」全国実行委員

ＮＨＫ日本のうたふるさとのうた１００曲　３ 「日本のうたふるさとのうた」全国実行委員

明治大正の流行歌 船頭小唄　

昭和３０年代の流行歌 高校三年生　

昭和４０年代の流行歌 悲しい酒　

昭和６０年代～平成の流行歌 川の流れのように　

昭和の大ヒット大全集　上 影を慕いて　

昭和の大ヒット大全集　下 川の流れのように　

昭和の大ヒット大全集　続 車屋さん　

昭和青春グラフィティー｜あの頃の歌 上を向いて歩こう　 坂本　九／〔ほか〕

懐メロ名曲 ベスト　 春日　八郎／〔ほか〕

ラジオ深夜便　１ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　２ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　３ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　４ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　５ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　６ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　７ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　８ にっぽんの歌こころの歌　
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ラジオ深夜便　９ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　１０ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　１１ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　１２ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　１４ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　１５ にっぽんの歌こころの歌　

ラジオ深夜便　１６ にっぽんの歌こころの歌　

古賀メロディを唄う 古賀政男生誕１００年記念　 細川　たかし

古賀メロディを唄う 古賀政男生誕１００年記念　 新沼　謙治

古賀メロディを唄う 古賀政男生誕１００年記念　 都　はるみ

古賀メロディを唄う 古賀政男生誕１００年記念　 島倉　千代子

古賀メロディを唄う 古賀政男生誕１００年記念　 八代　亜紀

古賀メロディを唄う 古賀政男生誕１００年記念　 美空　ひばり

トップ歌手古賀メロディをうたう 悲しい酒　 美空　ひばり／〔ほか〕

トップ歌手古賀メロディを唄う 湯の町エレジー　 近江　俊郎／〔ほか〕

古賀政男名曲集 古賀政男生誕１００年記念　 春日　八郎／〔ほか〕

雨の演歌ベストヒット全曲集

演歌ベストヒット全曲集 男道・夢支度・他全１６曲　

演歌酒ベストヒット全曲集

最新ヒット演歌  決定盤

女の演歌ベストヒット全曲集

男と女のデュエットヒット全曲集
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所蔵 CD　＜J-Pop、演歌＞

タイトル サブタイトル 歌、演奏

男の演歌ベストヒット全曲集

あなたが選んだ大阪の歌 バンザイ歌謡曲から歌謡曲これイチバン　 天童　よしみ／〔ほか〕

有線カラオケベストヒット全曲集’９４ ビックスター競演　
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