
⦿DIW5002
⦿ 4988044050020

新宿ジャズ館／四浦

ジェリ・アレン
セグメンツ

80's ジャズを牽引した才女とレジェンズによるピアノ・トリオ作
品の金字塔。パーカーやオーネットの名曲から各人のオリジナルま
でを取り上げ、インタープレイとインプロヴィゼーションの神髄を
聴かせる。

⦿SCOL1005
⦿ 4988044012844

吉祥寺ジャズ館／大野

ジョルジュ・ロベール ＆
ケニー・バロン
THE GOOD LIFE !

不朽の名盤『ピース』（DIW-945）が好みの方にはお薦めしたい
作品が本作です。ジョルジュ・ロベールとケニー・バロンによる
2014 年録音の至極のデュオアルバム！ 2 人が織りなす音の世界は
職人の境地です。

⦿DIW925
⦿ 4988044009257

下北沢店／三浦

ジョン・ゾ－ン・マサダ
マサダ8

即興とアンサンブル、バップ的要素とユダヤのクレズマー音楽的メ
ロディ、静と動のバランスが絶妙に交差する名作。全体的に落ち着
いた印象だが、シンプルがゆえに聴き込むほど味わいを増す作品。

⦿DIW5001
⦿ 4988044050013

JazzTOKYO／羽根

ジョン・ヒックス
インク・ワン

ジョン・ヒックスのキャリアにおいて 70 年代ストラタ・イースト
での活躍を第一のピークとすれば、各種セッションに引っ張りだこ
になっていた 80 年代中期、第二のピークを最良の形で記録した傑
作アルバム。

diskunionのレーベルグループ「DIW PRODUCTS GROUP」
からは、数々の名盤、貴重な復刻、愛すべき良品が生み出されて
きました。とりわけジャズ・ファンには必聴の作品が目白押し！
今聴きたい厳選のジャズ・スタッフ・レコメンドをご紹介します。



⦿TYR1036
⦿ 4988044619944

JazzTOKYO／中村

スーザン・トボックマン
ウォーターカラー・ドリーム

彼女は「歌は上手だけれどなんかそれだけなんだよね・・・」と
いうシンガーではない。どこかこう一筋縄ではいかない手応えと
Something を持っている、ジャズの神様に愛されたシンガーの一
人なのです。

⦿THCD338
⦿ 4988044013681

新宿ジャズ館／小堺

スティーヴ・グロスマン
ライヴ・アット・ザ・サムデイ
Volume. 1

一切誤魔化しの効かないコルトレーンの代表曲 "IMPRESSIONS"
にライブならではの熱量が合わさった、まさにテナーの醍醐味が詰
まった本作。ロリンズの代表曲で締めくくる選曲もグロスマンなら
では。

⦿DIW5009
⦿ 4988044050099

新宿ジャズ館／中島

ハロルド・メイバーン
ルッキン・オン・
ザ・ブライト・サイド

昨年 9 月惜しくも逝去した大ピアニストが DIW に残した 5 作品の
うちの 1 枚。若かりし C. マクブライド／ベテラン J. ディジョネッ
トのトリオでストレートアヘッドな全盛期のプレイが堪能できる。
オリジナル 3 曲がオススメ。

⦿DIW5010
⦿ 4988044050105

営業部／西川

ハロルド・メイバーン
メイバ－ンズ・グル－ヴヤ－ド

オリジナル曲以外はディスクユニオン山本隆が選曲。ジャズメンの
隠れた佳作を中心にジャズマニアはニンマリする。後年多くのレー
ベルで録音にも恵まれ愛されたメイバーン。DIW の作品も自信を
もってお薦めしたい。

⦿KTIC1019
⦿ 4988044023260

営業部／三橋

フィリップ・カテリーン
ストリーム

レア・グル最高峰プラシーボのメンバーも全面参加したギタリスト、
フィリップ・カテリーンのデビュー盤。ロック少年ものけぞる歪ん
だギターから始まり、全編 70 年代のあの空気を目一杯詰め込んだ
極太ジャズロック〜ファンク作！

⦿PWT7
⦿ 4988044005297

JazzTOKYO／関口

フォックス・キャプチャー・
プラン
ブリッジ

各メディアに引っ張りだこのフォックス・キャプチャー・プランの
セカンドアルバム。これまでもオアシスやビョークのカヴァーをし
てきた彼らの選曲センスを再確認できる、間違いなく名盤になりう
る一枚！

⦿THCD74
⦿ 4988044611870

JazzTOKYO／丸山

ブロッサム・ディアリー
シングス・ル－ティン・ソングス

唯一無二のキュートな歌声を持つブロッサム・ディアリーによる激
レア作の紙ジャケ復刻盤。元々は清涼飲料水の特典アナログという
企画物ながら、当時のヒット曲をお洒落に料理した逸品です。未聴
の方は要チェック！

⦿DIW627
⦿ 4988044006270

新宿ジャズ館／有馬

ヘルゲ・リエン
スパイラル・サ－クル

90 年代後半の北欧新世代の代表的人物にして、DIW における鉄板
ピアノトリオ作品として現在まで君臨する名盤。その後定着したノ
ルウェー勢のアンビエント＆アブストラクトな視点が最高の形で結
実した奇跡の一枚。



⦿DIW632
⦿ 4988044006324

横浜関内ジャズ館／吉良

ヘルゲ・リエン
トゥー・ザ・リトル・ラジオ

曲目から好奇心や想像をあれこれ膨らませて買う。これってあらゆ
るジャンルの中でもジャズならではの楽しみ方ではないでしょう
か。卓越した演奏と通好みの選曲から生まれる底なしの快楽を是非。

⦿THCD35
⦿ 4988044610545

渋谷ジャズ・レアグルーブ館／大野

ヘレン・メリル
ヘレン・メリル・シングス・
ビ－トルズ

日本ビクター原盤のビートルズ曲集。時代を反映してかロックより
の印象の曲もありますが、佐藤允彦の秀逸なアレンジにより聴きご
たえ満点の作品。ジャケットデザインも素晴らしいの一言。

⦿THCD370
⦿ 4988044020665

JazzTOKYO／山田

マヤ
ジャズ・ア・ゴー・ゴー

溢れる色気と魅力はいつものことながら、録音の良さが評価され
ジャズ・ジャパン・アワードやジャズ批評オーディオディスク大賞
まで受賞してしまったモンスター・アルバム。百読は一聴に如かず。
ぜひその耳で。

⦿TYR1008
⦿ 4988044612617

JazzTOKYO／山田

ルーシー・アン・ポーク
ルーシー・アン・ポーク・
ウィズ・デイブ・ペル・オクテット

CD で初めて聴いた瞬間から好きになり、レコードで探そうとした
が、激レアで美品は超高額と後追いで知った。こんなに素晴らしく、
学生には手が出ないレア盤が聴けるなんて、という感動は今でも私
の原動力です。

⦿THCD343
⦿ 4988044016040

吉祥寺ジャズ館／板橋

弘田三枝子
ステップ・アクロス

1978 年の渡米中に現地ミュージシャンを起用した全編英詩による
作品。参加しているメンバーがメンバーだけに黒さが随所に感じら
れ、レア・グルーヴ視点でも楽しめるジャズ・ヴォーカル傑作。

⦿CMRS13
⦿ 4988044038608

大阪店／澤井

高柳昌行＆阿部薫
解体的交感〈UHQCD〉

真夜中、1 人でスピーカーの音量を大にして聴いてみてください。
全体を通して聴くのにこれほどにエネルギーがあり、体力が必要な
アルバムは他にありません。当時を感じられる仕様も相まって最高
です。

⦿TYR1069
⦿ 4988044041721

JazzTOKYO／山田

松尾明
Besame Mucho・リマスター

「音のいいジャズとは、すなわちドラムである」。寺島レコードが現
在まで支持を得る礎となった " 音の哲学 " の本質を突いた、レーベ
ルのひとつのターニング・ポイントとも言える作品。寺村容子の好
演も光る。

⦿THCD53
⦿ 4988044611122

大阪店／川村

青江三奈
パッション・ミナ・イン・
ニューヨーク

モーニン と " 伊勢佐木町ブルース " をメドレーで繋いだオープニ
ング・テーマも最高！これが復刻された 2007 年、当時私が在籍し
ていた横浜関内店でもたくさん売れたのをよく覚えています。



⦿SCOL1011
⦿ 4988044021594

横浜関内ジャズ館／神矢

石若駿
CLEANUP

初のフルリーダー作。今作以降、ソングライターとして、奏者とし
て、もはやジャズという粋を超え多方面に活躍し進化を続ける彼の
魅力を、百字程度の当レビューにおさめることは到底出来ないだろ
う。圧巻の初期衝動。

⦿THCD300
⦿ 4988044016033

新宿ジャズ館／横山

川崎燎
ミラー・オブ・マイ・マインド

オリエンタルなヴォーカルとブリージンなグルーヴが気持ちいい
『トゥリンケッツ＆シングス』、そして思わず体が反応してしまう疾
走感あふれる『ウィンターズ・ヒア』もオススメ！都会的で洗練さ
れたクロスオーバーサウンドは、いつの時代になっても色褪せるこ
とのない永遠の名作。

⦿SCOL1025
⦿ 4988044035164

営業部／濱村

大西順子
GLAMOROUS LIFE

エリントンの「スイングしなければ意味がない」という言葉を体現
しようとする「大西順子」。きっと、彼女は「スイングする」こと
でしか存在を証明できない、そのような気概にいつもうたれます。

⦿DIW946
⦿ 4988044009462

渋谷ジャズ・レアグルーブ館／関井

大友良英
ニュー･ジャズ･クインテット
テイルズ・アウト

チャーリー・ヘイデンの名曲カバーで一気に聴く者の期待を高め、
"Strawberry Fields Forever" で、大友はとうとう地球を飛び出すの
です。世界に誇れる前衛。壮大。

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-1-45 ニュー駿河台ビル2F  
TEL：03-3294-2648
［買取専用フリーダイヤル］0120-620-567
※携帯電話からは 03-3294-2648
e-mail：do12@diskunion.co.jp
営業時間 11:00～21:00（日・祝 11:00～20:00） 　年中無休 

ディスクユニオンJazzTOKYO

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-34-1 ジュラクツインＢビル 3F  
TEL：03-5379-3551
［買取専用フリーダイヤル］0120-602-677
※携帯電話からは 03-5379-3551 
e-mail：ds2@diskunion.co.jp
営業時間 11:00～21:00（日・祝11:00～20:00）　年中無休 

ディスクユニオン新宿ジャズ館
〒150-0042  東京都渋谷区宇田川町 30-7 アンテナ 21 BF
TEL：03-3461-1161
［買取専用フリーダイヤル］0120-168-192
※携帯電話からは 03-3461-1161
e-mail：dp3@diskunion.co.jp
営業時間 11:00～21:00（日・祝 11:00～20:00）　年中無休　

ディスクユニオン渋谷ジャズ／レアグルーヴ館

〒180-0004  東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-8-24
TEL：0422-23-3533
［買取専用フリーダイヤル］0120-273-537
※携帯電話からは 0422-23-3533
e-mail：dkk@diskunion.co.jp
営業時間 11:00～20:00　年中無休

ディスクユニオン吉祥寺ジャズ館
〒231-0014  神奈川県横浜市中区常盤町 4-45 アートビル 2F
TEL：045-661-1542
［買取専用フリーダイヤル］0120-231-543
※携帯電話からは 045-661-1542
e-mail： dy@diskunion.co.jp
営業時間 11:00～20:00

ディスクユニオン横浜関内ジャズ館

JAZZ新品商品
取扱い店舗のご案内

JAZZ SPECIALTY
SHOPS  

◉ オンラインショップ  http://diskunion.net/jazz/

］0120-478-301
03-3467-3268

〒155-0031 東京都世田谷区北沢1-40-6 カシワサードビル1F
TEL：03-3467-3268
［買取専用フリーダイヤル
※携帯電話からは 
e-mail：dsk@diskunion.co.jp
営業時間 11:30～21:00（日祝11:30～20:00）年中無休

ディスクユニオン下北沢店
〒530-0027  大阪市北区堂山町 15-17 ACTⅢ 1F
TEL：06-6949-9219
［買取専用フリーダイヤル］0120-946-300
※携帯電話からは 06-6949-9217
e-mail： dok@diskunion.co.jp
営業時間 11:00～21:00（日・祝11:00～20:00） 年中無休

ディスクユニオン大阪店


