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LOCH NESS MOUSE
LOCH NESS MOUSE

P VINE
国内CD

まるでプリファブ・スプラウトのニュー・
アルバム（涙）!　全ギター・ポップ・ファ
ンが泣き崩れるマジカルな北欧産ポップ名
盤の誕生とめどなく押し寄せる甘美なメロ
ディと洗練のアレンジは、プリファブを筆
頭にEBTG、初期スタイル・カウンシルか
らスウェディッシュ・ポップ…というよ
り、すべてのポップ愛好家必聴!　ソンド
レ・ラルケもゲスト参加!

ICE CHOIR
DESIGNS IN RHYTHM (LP/TURQUOISE BLUE VINYL)

SHELFLIFE / FASTCUT
輸入LP

元ペインズのカート・フェルドマン率いる 
Ice Chirの2nd。アーバンでラグジュアリー、
かつロマンティックで繊細なインディー・
シンセサイザー・ポップの秀作。日本のシ
ティポップやテクノにも精通している彼ら
の趣味嗜好が濃厚に感じられる1枚であ
り、プリファブファン卒倒のポップセンス
が随時に光る一枚。裏ジャケットにはディ
スクユニオンカラーをモチーフにした看板
などニクい演出も!!

NICHOLAS KRGOVICH
THE HILLS

TIN ANGEL
輸入LP

コンテンポラリーR&Bとソフトロックが
融合したようなNO KIDSや､60'S POPS
を現代に蘇らせたようなGIGIなどのユ
ニットで耳の肥えたリスナーを魅了してき
たカナダの才人､ニコラス・ケルゴヴィッ
チの2016年リリース4thアルバム｡ソロ
作ではプリファブ・スプラウトやブルー・
ナイルの影響を窺わせる都会の夜景が似合
うブルーアイドソウルをナードにきめてい
ます。

BENNY SINGS
BENNY... AT HOME (EXPANDED 180G LP)

MUSIC ON VINYL
輸入LP

メロウ好き、ブルー・アイド・ソウル好き
必携 ! 07年傑作3RDがボーナス2曲追加
の180グラム重量盤仕様で待望のアナロ
グ・リイシュー!!　MAYER HAWTHORNE
を筆頭に数々のアーティストをプロデュー
スし、自身も洗練されたポップスを彷彿さ
せる作品群で高く評価されるオランダ随一
のポップ職人。未発表トラックをボーナス
追加し、若干の修正が加えられた新装アー
トワークでの再発!!

SILVER SCREEN
WHEN YOU AND I WERE VERY YOUNG

ファストカット・レコーズ
国内LP

アメリカ・ロサンゼルス産ソロ・ネオア
コ・バンドによる2013年発表の傑作2nd
アルバムが待望のアナログLPリリース! 
ハートウォーミングでメロディアスな楽曲
も完成度の高さには、F a n t a s t i c 
SomethingやBlueboy、プリファブファ
ン悶絶級の出来。ボーナストラックとし
て、未発表曲「Excuse Me Girl」を収録
した限定盤。

GEYSTER
ウィズ・オール・デュー・リスペクト

P VINE
国内CD

フレンチAORの旗手、ガイスター待望の
ニュー・アルバムに、まさかのプリファブ
名曲「WHENLOVE BREAKS DOWN」
（85年の名盤『STEVE MCQUEEN』に
収録）の意表を突いたカヴァーを収録! ! 
現代フランスを代表するAOR職人/ポッ
プ・クリエイター:ガエル・ベンヤミンに
よるソロ・プロジェクト、近年のAORリ
バイバル以降のリスナーも虜にすること間
違いなし! 

ROMAN A CLEF
ABANDONWARE

TUGBOAT RECORDS
輸入CD

ペインズ譲りの疾走感・透明感溢れるポッ
プ・ロック、プリファブ・スプラウトのサ
ウンドにも通じるエヴァーグリーンなサウ
ンド。まさに、ポップ・ミュージックの神
髄が今ここに。USフィラデルフィアの
ポップ・バンドA Sunny Day in Glasgow
のメンバーと、かつてペインズのドラムを
務めていたカート・フェルドマンによる新
プロジェクト!

DYLAN MONDEGREEN
ワイル・アイ・ウォーク・ユー・ホーム

ファストカット・レコーズ
国内LP

2007年にリリースされたノルウェー
SSW、珠玉の名盤が初アナログ化! !
グロッケンシュピールの音色とアコース
ティック・ギターのタペストリーのように
美しいフレーズが印象的で、ベン・ワット
やキングス・オブ・コンビニエンスにも劣
らぬ感動を与えてくれる。優雅なストリン
グス・アレンジもあり、ソフト・ロックの
センスも冴え渡る2000年代インディーの
名作です。

LOST TAPES
ウィ・ソウト・イット・ワズ・オーケイ・アット・ザ・タイム

インパートメント
国内CD

スペイン発ドリーミー・ギター・ポップバ
ンド、LOST TAPESのデビューアルバム
以前にリリースしていたシングルなどをコ
ンパイルした編集盤 ! 00年代レディオ・
デプトに代表される北欧ドリームポップな
心地よさと、10年代『C a p t u r e d 
Tracks』的インディ精神と青春の香り。
そのすべてが詰まった究極のドリーミー・
ギター・ポップ。

DESTROYER
KAPUTT

MERGE
輸入LP

Dan Bejar (NEW PORNOGRAPHERS) 
によるDESTROYER通算9作目。Danの
やわらかい唄心、ベテランならではの円熟
したセンスが光るそのサウンドは、昨今の
Glo-Fi ̶ Chill Wave勢とも共鳴するかの
ようなレイドバック感が素晴らしい作品。
ノスタルジックでメロウ、ユルい打ち込み
×シンプルなギター、ムーディーなサック
スと文句なし。

渡辺亨著　
プリファブ・スプラウトの音楽

【永遠のポップ・ミュージックを求めて】
発売記念

渡辺亨著　
プリファブ・スプラウトの音楽

【永遠のポップ・ミュージックを求めて】
発売記念

プリファブ・スプラウト
の音楽 特集

PREFAB SPROUT

「エヴァーグリーン」「緻密なポップ職人」
といった言葉で常に語られてきたプリファブ・
スプラウト/パディ・マクアルーンの音楽の
秘密に迫った書籍「プリファブ・スプラウトの
音楽」。今回のセレクションは、これを機会に
プリファブを知った人、プリファブっぽいサウ
ンドを求める人、プリファブのサウンドの裏側
を知りたい人に向けた特集です。
ディスクユニオンのスタッフにも非常にファ
ンが多いだけに、思い入れの強いセレクショ
ンになっております。本を読みつつお楽しみ
いただければ幸いです。

「エヴァーグリーン」「緻密なポップ職人」
といった言葉で常に語られてきたプリファブ・
スプラウト/パディ・マクアルーンの音楽の
秘密に迫った書籍「プリファブ・スプラウトの
音楽」。今回のセレクションは、これを機会に
プリファブを知った人、プリファブっぽいサウ
ンドを求める人、プリファブのサウンドの裏側
を知りたい人に向けた特集です。
ディスクユニオンのスタッフにも非常にファ
ンが多いだけに、思い入れの強いセレクショ
ンになっております。本を読みつつお楽しみ
いただければ幸いです。

渡辺亨
プリファブ・スプラウトの音楽
【永遠のポップ・ミュージックを求めて】
DUブックスより好評発売中
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SPROUTLESS
JORDAN : REVISITED

SATELLITES
輸入CD

プリファブ・スプラウトの研究家JOHN 
BIRCHらによるプリファブ賛歌プロジェ
クト。「プリファブのファンのために」つ
くられた、彼ら自身による楽曲はまるでフ
ル・メンバーが揃ったプリファブの妄想新
譜!! パディ・マクルーン、ウェンディ・ス
ミスの特徴を上手く捉えた歌い方、メロ
ディ進行、シンセなどの使い方まで何もか
もが超くりそつ ! !　大推薦盤 ! !

PREFAB SPROUT
STEVE MCQUEEN (LP/180G)

SONY
輸入LP

言わずもがなプリファブ史のみならず、
80年代を代表する傑作である2ndが
180gram重量盤LPでリイシュー ! 切な
さ、瑞々しさ、初々しさ、懐かしさ、清ら
かさが同居するポップな傑作として長く愛
されている名盤であり、一音一音の際立ち
方やアルバムの持つ透明感等、彼等の特性
をプロデューサーであるトーマス・ドル
ビーは最大限に活かしている。

ANN-MARGRET
THE DEFINITIVE COLLECTION (2CD)

REAL GONE MUSIC
輸入2CD

1960年代アメリカのセックス・シンボル
だったスウェーデン系アメリカ人気女優
ANN-MARGRET。64年映画「VIVA 
LAS VEGAS 」でのELVISとのデュエッ
ト曲など全30曲収録。映画「TOMMY」
への出演でも知られる人気女優の初期キャ
リア、61年から66年のRCA期をまとめ
たファン必携盤 ! ! プリファブ好きにも強
烈マストです。

LOVE & MONEY
STRANGE KIND OF LOVE

CHERRY RED
輸入CD

スコットランドのギターポップ～ブルーア
イドソウル・バンド、スティーリー・ダン
のゲイリー・カッツがプロデュースした
88年2NDアルバム。透き通った冷たい空
気感とアーバンなグルーヴにこの時代のバ
ンドならではと言いたくなるメロディがた
まらないタイトル曲を含むポップかつメロ
ウなネオアコAOR名盤。音数少ないよう
でいてカチッと固まったサウンドが最高。

FRA LIPPO LIPPI
EARLY YEARS

FORCEX
輸入CD

ノルウェーのひんやりメロウAOR的デュ
オ、81年1ST+83年2ND+シングル曲
を加えた初期音源集。後のメロウAORな
印象と比べ、1STはひんやりジョイ・
ディヴィション的サウンド、2NDは繊細
で冷たく陰鬱とした空気感、メランコリッ
クなメロディ、アコースティックな感触で
ありつつシンセやピアノを加えたひんやり
エレポ～ネオアコなサウンドでプリファブ
好きにもおすすめの今なサウンドです♪

PRIFAB SPROUT
KINGS OF ROCK N ROLL : BEST OF

MUSIC CLUB DELUXE
輸入2CD

アルバムごとの完成度が半端じゃないプリ
ファブですが、ベスト盤で聴いてもやっぱ
り半端じゃない。本作は2007年リリース
の2枚組ベストで、ソニー時代の6作品か
ら37曲を収録。リマスターにより向上し
た音質が、楽曲の魅力を更にわかりやすく
伝えているのもポイント。プリファブ初心
者へのオススメ盤であると同時に、シング
ルB面曲などを収録した選曲はマニアで
あっても見逃せないはず。

THOMAS DOLBY
ORIGINAL ALBUM SERIES

WARNER BROTHERS
輸入5CD

言わずもがな、プリファブ・スプラウトの
歴史的大名盤である2nd｢スティーヴ・
マックィーン｣のプロデューサーであり、
80s NEW WAVE、シンセポップの重鎮
であるトーマス・ドルビーの初期オリジナ
ル作品を5タイトルコンパイルした超お買
い得BOX ! ! 煌びやかなシンセの音を出さ
せたら右に出るものはいなく、プリファブ
サウンドのルーツを知る上でも非常に重要
な作品が多く収録されてます。

JIMMY WEBB
エンジェル・ハート

ソニー
国内CD

バート・バカラックやブライアン・ウィル
ソンらと並び称される偉大なシンガー・ソ
ングライター、ジミー・ウェッブが80年
代にリリースした唯一のアルバム。ジェ
フ・ポーカロ、スティーヴ・ルカサーら
TOTOのメンバーを中心に、デヴィッド・
フォスター、マイケル・マクドナルド、ケ
ニー・ロギンスなど西海岸のトップ・
ミュージシャンが参加。極上のポップセン
スが散りばめられたAOR至高の一枚。

DEACON BLUE
RAINTOWN

EDSEL
輸入3CD+DVD

英国ブルーアイドソウルを代表する、とい
うよりも英国では国民的な人気バンドであ
るディーコン・ブルーのデビュー作（87
年）。良く言われるスティーリー・ダン経
由なジャズの手触りと、緻密なポップさは
プリファブに相通じますが、こちらは更に
パブロック的な「みんなで歌おう♪」なメ
ロディが魅力。こちらはデビュー25周年
を記念したデラックス・エディションで、
ライヴや別ヴァージョンを多数収録！

CHINA CRISIS
CHINA CRISIS COLLECTION

SPECTRUM
輸入CD

1980年代のUK NEW WAVEシーンで活
躍したユニットであるチャイナ・クライシ
スの1982年～1989年までの最盛期ヒッ
ト作をコンパイルした2014年最新ベスト
盤 ! ! AORの要素を含んだエレポップとネ
オアコ的な清涼感溢れるエッセンスを併せ
持つ稀代のバンドであり、そのセンスの良
さは現在でも全く色褪せていない。本当に
良い曲ばかりで、国内で過小評価されてい
るバンドの有力候補。

LTM
輸入CD

FIRESTATION
輸入12"

MIRUMIR
輸入LP

SECRETLY CANADIAN
輸入LP

ASTRALWERKS
輸入CD

ビクター
国内CD

CHERRY RED
輸入２CD

EMI
輸入2CD

SECRETLY CANADIAN
輸入LP

HYBRIS
輸入LP

V.A.
YOUNG PERSON'S GUIDE TO COMPACT

トット・テイラーが1981年にロンドンで
設立したレーベル、コンパクト・オーガニ
ゼーション。クレプスキュールで言う 
『ブリュッセルより愛をこめて』にもあた
るような、レーベル・カラーを鮮烈にア
ピールする極上コンピ。レーベルの象徴と
も言える「女スパイ」ヴァーナ・リントの
名曲での始まり方は、1枚の作品としても
素晴らしいNEW WAVEファンマストな名
盤。

ANDY PAWLAK
IN THE KITCHEN

アズテック・カメラやプリファブ・スプラ
ウト、ダニー・ウィルソンなどブルーアイ
ド・ソウル系なネオアコ作品の中でも人気
のある、ANDY PAWLAKの『A Shoebox 
Full Of Secrets』(1989年作品)。本作
は、その名盤が誕生する4年前に、ANDY 
PAWLACK自身のキッチンでレコーディ
ングしカセットとして発表された作品が待
望のアナログ化!

BEN WATT & ROBERT WYATT
SUMMER INTO WINTER/NORTH MARINE DRIVE (LP) (LIMITED)

EBTGのベン・ワットが、バンド結成前に
ロバート・ワイアットと共同で発表した
傑作“SUMMER INTO WINTER”に、
ネオアコ大名盤といえるベン・ワットの
ソロ・デビュー作“NORTH MARINE 
DRIVE”を1枚にしてリリース ! !　ディラ
ンのカヴァー “ You’re Gonna Make 
Me Lonesome When You Go ”も収
録。

JENS LEKMAN 
LIFE WILL SEE YOU NOW

スウェーデン出身のSSW、イェンス・
レークマン待望の4作目。ベン・ワット、
トレイシー・ソーンといったネオアコの大
御所アーティストを手掛けてきたイワン・
ピアソンをプロデューサーに起用し、ディ
スコ、カリプソ、サンバ、ボサノバのリズ
ムを取り入れたポップセンスには、プリ
ファブファンにもストライク間違いなし。
2017年名盤筆頭 ! !

SONDRE LERCHE
DUPER SESSIONS

北欧が誇る若き天才シンガーソングライ
ター、ソンドレ・ラルケによる2006年
極上メロウ作の2012年初LP化作品 ! !
プリファブの影響を公言しており、ライヴ
では「APPETITE」もカバーするほど熱
の入れよう。AOR、ボサノヴァ、JAZZ
の最もポップかつ気持ちの良いところを歩
いていくそのセンスが現在のシーンにベス
トマッチ。今まさに再評価されるべき00
年代の名盤です!!

TRASH CAN SINATRAS
ワイルド・ペンデュラム

我らがトラキャン、約7年ぶりの時を経て
通算6作目のオリジナル・アルバムを発表! 
90年に発表されたデビュー作にして名盤
「Cake」により、オレンジ・ジュースや
アズテック・カメラなどのネオアコ勢を継
承する流れで登場したインディペンデン
ト・ポップスの雄として、ゆっくりとそし
て確実に活動を続けてきたスコティッ
シュ・バンドの最高峰。しっとりと、そし
て優雅に聞きたい大人のネオアコ。

BIBLE
EUREKA

これぞプリファブ好きに大おすすめ!　ネ
オアコの若くて青い繊細な雰囲気としっと
りと落ち着いたアーバンでメロウな味わい
を併せ持った、スティーリー・ダン・フォ
ロワーとしても広くお勧めの大人のネオア
コ88年2nd。ダン的なサウンド・プロダ
クションでありつつも、英国ネオアコらし
い未完成感や青臭さがにじみ出て、いやに
じみ出過ぎているこのサウンドとメロディ
がたまらなく良くって愛着のわく1枚。

BLUE NILE
HATS

英国ポップ職人の系譜に連なるスコットラ
ンドの名バンドが残したセカンド作（89
年）。スティーリー・ダンを引き合いに出
される傑作ですが、長いことCDが廃盤
だったんですよね～！　店頭で良く問合せ
を受けたものです。AORと言ってしまうに
は青すぎる（ジャケもバンド名も）。肌触
りはアダルトなのに、演奏の適度なラフさ
（下手くそさ）がパンク以降を感じます。
レア曲やライヴを追加した2CD仕様。

JENS LEKMAN
NIGHT FALLS OVER KORTADALA

アズテックカメラ､オレンジジュース､そ
してプリファブ・スプラウトなどのネオ
アコを代表するアーティストのエッセン
スを継承するスウェーデンのSSW､イェ
ンス・レクマンの2007年リリースの
2ndアルバム｡エドウィン・コリンズを彷
彿させる低く艶のあるVoに､センス抜群
なオーケストレーション､大胆なサンプル
使いが施された現代のネオアコ最高峰の
傑作。

POSTILJONEN
REVERIE

スウェーデンのドリーム・ポップバンド、
ポスティルヨネンの待望の2ndアルバム。
浮遊感のあるシンセのメロディーと北欧ら
しい神秘的なヴォーカルが史上最高のド
リームポップを形成。モノク ロの映画や
海岸の風景などから影響を受けた80’sな
ギターフレーズや王道の北欧ポップの雰囲
気が細部に散りばめられたアレンジが絶妙
なバランスで成り立ち、リスナーの高揚感
をどこまでも高めてくれる。


