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Native Son

ジョージ大塚の記念すべき
ファーストは熱気溢れるス
タジオLIVE録音による正統
派ピアノトリオ。ボーナス
A traditional piano trio showing
トラックは15分を超える全
fabulous levels of Japanese
日本ジャズ・フェス'68の未
jazz.
発表ライヴ音源収録！ 山田

フリーダム・ユニティ
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ダウン・バイ・ザ・
ネイキッド・シティ

Smile

アルバム2枚、活動期間5
か月と短命で終わっている
が、本作で聴ける密度の濃
い、凝縮された演奏を聞け
ば短命だったのが惜しまれ
大野
ます。

阿部薫
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JAPANESE JAZZ GUIDE BOOK

Last Date
死後未だなお語り継がれる
伝説のインプロヴァイザー
晩年の即興録音。M-①の静
寂を抉るような鋭いアルト
サックスソロは、まるで空
間が質量へと転化するよう
なエネルギーと爆発力を帯
齊藤
びている。
7

バタフライ

A monumental work of
Japanese raregroove produced
by Herbie Hancock.

稲垣次郎とソウル・
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道祖神～やぶにらみ民謡考～

Kaoru Abe

笠井紀美子

板橋文夫の郷愁溢れる名曲
『渡良瀬』初録音盤。モー
ダルな和音、ペンタトニッ
クの旋律、日本人の心を震
わせる。むせび泣く国安の
First recording of "Watarase"
テナー、躍動する森山のド
is a masterpiece that touches
ラミング。聴く度に喜びを
japans heartstrings.
伊藤
噛み締める。

メディア

ラスト・デイト

A great improvisation left by
an alto-sax player with great
solitude.
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森山威男
スマイル

Down By The Naked City

2

名手で固められたスーパー・
グループ！伸び伸びとした魅
力溢れる楽曲で構成されてお
An exhilarating debut album of り、今現在でも新鮮さを感じ
Japanese fusion pioneer.
ることができる数少ないクロ
板橋
ス・オーバー作品。

Takeo Moriyama

Freedom Unity

A sought after disc, short lived
legendary group with luxury
members.
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ネイティブ・サン

Jiro Inagaki &
His Soul Media
Dōsojin
ソウル・メディア関連の作
品はトップレアな作品が多
いですが、こちらの作品も
One of the rarest & sought after, オリジナルはトップレアな
along with their "Head Rock".
1枚。未だにウォントされ
ている方も多いはず！ 大野
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菊地雅章

マトリックス

Kimiko Kasai

Masabumi Kikuchi

Butterﬂy

Matrix

ハービー・ハンコックを迎
えたブラックコンテンポラ
リー感たっぷりの79年作。
ハービーやベニー・モーピ
ンのサックス、グルーブ感
溢れるI thought it was you
堀
が印象的。

日本人ジャズマン第一級の
重要人物、菊地雅章による
69年録音の幻の1st。2015
年に他界するまで、世界で
も別格の次元でジャズを捉
The legendary 1st album of a top
えていた天才が、一体どこ
Japanese jazzman "Masabumi
から来たのかが分る一枚。
Kikuchi".
有馬

宮沢昭
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原信夫とシャープス&フラッツ

ジャズ・フェスティヴァルの
シャープス&フラッツ’68-’70

いわな

Akira Miyazawa

Nobuo Hara & Sharps And Flats

Bull Trout

At The Jazz Festivel '68-'70

佐藤允彦,荒川康男,富樫雅
彦トリオをバックに緩急を
付けつつ縦横無尽にブロウ
Japan's highest level of quality
する宮沢のサックスを目を
performance. A spiritual jazz
閉じてじっくり聞いて頂き
masterpiece!
大野
たい。

高柳昌行
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日本を代表する今も健在の老
舗ビッグバンド！ 当時の大和魂
が光る貴重な未発表ライブ音
源集！ 68年～70年代の、
この
バンドが最も脂がのっていた
頃のキンキンなホーンのサウン
A big band with longevity,
an unissued live recording with ドと勢いあるスィングが特徴で
Japanese spirits.
す。ファストスィングが最高に
カッコイイビッグバンド。 関口
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高柳昌行

銀巴里セッション
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セカンドコンセプト

Masayuki Takayanagi

Masayuki Takayanagi

Ginparis Session

Second Concept

高柳、富樫、菊地、金井ら
がシャンソン喫茶銀巴里に
集結し、日本のモダン・ジャ
ズは音楽的に大きく飛躍し
Rise of Japanese modern Jazz,
た。この貴重な音源を聴か
live in 1963.
ずして、日本のジャズ史を
山田
語る事はできない。

今田勝

トリスターノ派ジャズに基づ
き更なる発展を世に知らしめ
た名盤［クールジョジョ］録
音前のライブ盤。ストイック
A live session which was
に突き進むリズムに絡む妖し
taken before recording of their
くうねるようなラインを堪能
masterpiece "Cool JoJo".
齊藤
できる珠玉の演奏。
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細川綾子

ミスター・ワンダフル

Ayako Hosokawa

Andalusian Breeze

Mr. Wonderful

渡辺香津美の情熱的なギター
がスペインの詩情をあます
ことなく表現したタイトル
曲を筆頭に、DJ諸氏にも人
A great crossover with Spanish
気の高い「ナウイン」など
atmosphere.
Katsumi's guitar playing brings 名曲満載のたそがれリゾー
an 80s arrival.
吉良
ト系傑作。

山下洋輔
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A nice cover of "Feel Like
Making Love".
A popular copy in TBM.

フィール・ライク・メイキ
ン・ラヴ”の好カバーで人
気の本作。TBMの諸作は国
内、海外問わず大人気です
が、その中でも人気度はトッ
大野
プクラス！

山下洋輔

DANCING古事記

キアズマ

Yosuke Yamashita

Yosuke Yamashita

Dancing Kojiki

Chiasma

学園紛争の最中という特殊
な情況での演奏を収めた山
下洋輔のデビュー作。極限
まで張り詰めた緊張感と、
すべてを薙ぎ倒す、研ぎ澄
A traumatic free jazz recording
まされた三者の圧倒的な音
on the campus of Waseda univ.
の力。デビュー作にして金
during a student movement.
佐藤源
字塔です！
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75年、山下洋輔、坂田明、
森山威男の日本を代表する
三人による、ドイツのハイ
デルベルク・ジャズ・フェ
スティバルでのライブ録
Legendary disc, recorded in
音。三者とオーディエンス
Germany by Japan's renowned
のあらゆる意識が噛合った
"Yamashita Trio".
有馬
伝説の名盤。
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アンダルシアの風

Masaru Imada
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山本剛
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山本邦山

ガール・トーク

Tsuyoshi Yamamoto's fresh &
passionate play.
A great piano trio disc.

銀界

Tsuyoshi Yamamoto

Hozan Yamamoto

Girl Talk

Silver World

山本剛のフレッシュな情熱
がほとばしるピアノトリオ
名盤です。若さと老練さが
絶妙に融合した音色を、リ
ズム隊が手堅くサポート。
味わい深いジャケットもコ
レクター心をくすぐるTBM
丸山
第6弾。

冒頭から始まる邦山対プー
さん、尺八対ピアノは居合い
かフェンシングか。寒い夜に
日本酒（熱燗がおすすめ。下
戸&未成年の方はホットレモ
ンあたりで）を呑みながら聴
笹山
きたい一枚です。

秋吉敏子

A Japanese rare groove that
Gary Peacock is in.
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松岡直也

黄色い長い道／
秋吉敏子リサイタル

カレイドスコープ

Kaleidoscope

Toshiko Akiyoshi Recital

4

秋吉敏子の原点とも言うべ
き作品。なにより代表曲の
タイトル曲が素晴らしい。
また他楽曲も個性的な選
曲、アレンジで類を見ない
独特の世界観が繰り広げら
檜山
れている。

松尾和子
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Naoya Matsuoka

Toshiko Akiyoshi

Traditional & spiritual,
very unique tracks!

18
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夜のためいき

Japan's leading fusion
musicians meets
"Toots" Thielemans.

松岡直也を中心に、トゥー
ツ・シールマンスや豪華ス
タジオ系ミュージシャン
が集結した一発録りのセッ
ション音源。ジャズ、ロッ
ク、ファンクの要素が見事
に融合した和製フュージョ
中島
ン傑作。

松本英彦
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松本英彦のモダン・ジャズ

Kazuko Matsuo

Hidehiko Matsumoto

Husky Voice At Night

Modern Jazz

女優と歌手の顔を持つ松尾
和子。役柄やその声で妖艶
なイメージを持たれる人も
多いと思いますが、素直に
Acting cleverly through singing,
繊細に真剣にジャズを歌う
Kazuko Matsuo's world.
その姿が何ともチャーミン
中村
グなのです！

森山威男
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ハッシャバイ

数多くの演奏を残したスリー
ピーこと松本英彦。中でも
屈指のレア盤がこのアルバ
A monumental work of
ム。帯付なら○十万円の代
saxophone, known as mega rare
物が、ちゃんと定価でCD
Japan's jazz.
山田
で聴ける！

辛島文雄

ギャザリング

Takeo Moriyama

Fumio Karashima

Hush-a-bye

Gathering

数ある森山作品のなかでも
特に人気が高い、70年代和
ジャズ屈指の名盤。夭逝し
Including standard jazz number
た小田切一巳のテナーが多
"Hush A Bye".
くのジャズ・ファンを虜に
吉良
した。
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グルーヴィーなジャケット
とは真逆で黒っぽさがない
きらめくピアノの繊細なフ
レーズ。次の展開を期待さ
What a cool jacket！ Flowing &
せるベースとドラムスが刻
elegant melody.
むリズム。すべてが完璧。
中村

25

菅野邦彦

生活向上委員会

酒とバラの日々

生活向上委員会
ニューヨーク支部

Kunihiko Sugano

Seikatsu Kōjyō Iinkai

The Days Of Wine And Roses

A track with Latin taste of
"Autumn Leaves",
very uplifting!

1曲目「グッド・モーニン
グ・ハートエイク」の優美
なバラードと、メンバーと
観客のきらめきわたる興奮
と躍動感がひとつになった
2曲目「枯葉」は、数ある
ライヴ盤の中でも屈指の名
中村
演の一つだ。

Her voice perfectly fits for jazz,
huskier, richer than
Helen Merrill's.

Meet todays current Japanese
& US jazz giants,
the miracle tracks.

フリージャズ以降、より「誠
実」にジャズを志した70年代
のロフトジャズシーンに乗り
込んだ梅津和時と原田依幸
と、後のNYフリー界を背負う
ウィリアム・パーカーらが邂逅
有馬
した奇跡の音源。

川崎燎
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～気がつけば別れ～

ミラー・オブ・マイ・マインド

Mina Aoe

Ryo Kawasaki

The Shadow Of Love

Mirror Of My Mind

ゆったりと軽やかに歌う感
じといい天性のスウィング
感といい、このアルバムの
全てが洒脱。青江美奈の声
はブルースだけでなくジャ
ズによく似合うのです。

FUSION全盛期1979年の本
作はその洗練された心地よ
いグルーヴで、抜きんでた
傑作として今尚愛されてい
る。また#4のソロギターに
おける一演奏者としての凄
羽根
みも聴き逃せない。

中村

村岡実・沢井忠夫
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男の世界

大野えり
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えり、マイ・ディア

Minoru Muraoka/
Tadao Sawai

Eri Ohno
Eri My Dear

Shakuhachi & Koto Mandom
尺八と琴でボサノヴァを演奏
した異色作。極上のメロディ
とオリエンタルなグルーヴが
一体となり個性的なサウンド
Bossa Nova collection with
を生み出す。ジャケはタイト
Japan's instrumental
（Shakuhachi,
ル曲使用のCMで人気だった
Koto）
, C. Bronson appears
on the jacket.
チャールズ・ブロンソン。 中島

中山英二

The best crossover by the
world's top guitarist,
it will never be outdated.
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アヤのサンバ

82年、ビリー・ハートとセ
シル・マクビーを迎えた人
気作。中音域から低音域が
心地いいボーカル、特に4
曲目以降からのアレンジが
A popular female vocal cover
本人の声質によく合うソウ
song of "Norwegian Wood".
ル・ジャズテイスト溢れる
堀
作品です。

中本マリ

マリ・ナカモトIII

Eiji Nakayama

Mari Nakamoto

Aya's Samba

Mari Nakamoto III

まずはタイトル曲を聴いて
頂きたい。日本人好みの哀
愁溢れるフレーズでこの作
品の虜になってしまうは
ず。他楽曲も期待を裏切ら
ず濃密で充実した作品となっ
板橋
ている。
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TBM創成期からレーベルを
支えた鈴木勲、そして若き
日の渡辺香津美。中本マリ
Hearing the essence of singing,
の魂の歌唱が、ふたつの灯
One of the best vocal albums
火の中から生々しく浮かび
among TBM.
吉良
上がる。
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尺八 & 琴

Electric jazz album with a
unique Japanese tone.

Seikatsu Kōjyō Iinkai
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青江三奈
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渡辺香津美
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渡辺貞夫

エンドレス・ウェイ

A new generation jazz guitarist
Kazumi Watanabe,
came up big with this album.

6

Sadao Watanabe

Endless Way

Mbali Africa

音楽家として、ライブとは
違うスタジオ・レコーディ
ングへの意気込みを感じ
る。即興だけでない、作曲
の才も開花した名作。新世
代ジャズ・ギタリスト、渡
辺香津美の快進撃はここか
四浦
ら始まった。

強力な面々が、アフリカ音楽
を軸に思い思いのプレイをと
ことん聴かせてくれるライブ
作品。個人的に初めて聴いた
時の驚きと感動を今でも鮮明
板橋
に覚えています。
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土岐英史

トキ

Sadao Watanabe

Hidefumi Toki

Sadao Watanabe

Toki

アフリカへの旅で感銘を受
け、自身の音楽にそのアフ
リカを投射していく最初の
作品。高柳昌行（g）や板
橋文夫（p）の盟友や若手
を従えて「サダオ・ミュー
ジック」の新たなページが
四浦
開かれた名盤。
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日野皓正

JAPANESE JAZZ GUIDE BOOK

メイ・ダンス

Motohiko Hino

Terumasa Hino

Sailing Ice

May Dance

70年代のわが国のジャズ
が非常にハイレベルだった
ことを物語る絶好のサンプ
ル。山口真文と清水靖晃の
両氏を煽る日野のドラムが
雄大な北の大地をも揺るが
吉良
したことだろう。
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渡良瀬

Fumio Itabashi
Watarase
第一級のジャズピアノソロ演
奏でありながら、日本古来の
伝統的な美意識が瑞々しく
輝き、情念のみで叩き込む左
手と美しいメロディしか認め
ない右手が二重人格的に共
羽根
存する奇跡の傑作。
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弱冠25歳での初リーダー
作。M1のソプラノソロの
音色が素晴らしい！また
M2以降は全てワンテイク
His first bandleader album（At
での録音と絶好調の記録で
the age of 25!）,
with an irresistible soprano solo す。若き日の渡辺香津美の
on M1!
藤本
プレイにも注目！

流氷＋2

板橋文夫

Piano solo with a Japanese
mood that includes the top
2 tunes in Japan's jazz history.

Sadao Watanabe's new chapter
began after his impressive
African trip.

SADAO WATANABE

日野元彦

The best work of Motohiko
Hino（Terumasa Hino's younger
brother）.
An amazing & dynamic live act!

ムバリ・アフリカ

Kazumi Watanabe

渡辺貞夫

Japan's top expert devoted
himself to African music.
A passionate live!

34

38

元マイルス・クインテット
のロンとトニー、そして後
にマイルス・グループに加
入するジョンスコを迎えた
A certain disc with acoustic style
硬派アコースティック・ジャ
that meets Miles connected
ズ。切り裂くようなトラン
rhythm section.
吉良
ペットが冴え渡る！

美空ひばり
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ひばりジャズを歌う～
ナットキング・コールをしのんで

Hibari Mirora
Hibari Sings Jazz Songs
日本人ジャズボーカルで1番
おススメしたい。彼女が愛し
て止まなかったのがナット・
キング・コール。発音も黒人
Japan's top music singer,
訛りで、尚且つ歌謡曲で培っ
sings with a great quality of jazz.
たその個性を見事に崩さない
ボーカリゼーションです。 堀

武田和命
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福居良

ジェントル・ノヴェンバー

シーナリー

Kazunori Takeda

Ryo Fukui

Gentle November

Scenery

武田コルトレーンという言
葉が共感と反感を呼び起こ
す名盤。スタイルを伝える
には便利な言葉だ。だが単
なるエピゴーネンなら、こ
A magnificent ballad album by a
れほど我々日本人の心を突
legendary tenor sax player who
き動かす理由をとうてい説
died young.
羽根
明出来ない。

本田竹曠

A man from Hokkaido with a
heartingly delicate touch.
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ブロー・アップ

Isao Suzuki

This Is Honda

Blow Up

天才本田竹曠の真髄。日本
人離れした黒く迫力のある
ピアノ、国内最高コンボ渡
辺貞夫カルテットを共に務
めたリズム陣による傑作ス
タンダード集。菅野沖彦に
よる優秀録音盤としても一
中島
級品。

日本を代表するベーシスト、
鈴木勲。ジャズ・メッセンジャー
ズの一員となり全米、欧州ツ
アーを終え、帰国後に録音し
た作品。ベースも素晴らしい
ですが、チェロが生み出すメ
和田
ロウな音にも注目。

Japan's leading bassist with a
great uptempo & mellow gems.
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峰厚介

ダグリ

Kohsuke Mine

Cat

Daguri

伝説のグループ、フリーダ
ム・ユニティと同メンバー
で録音された本作。メロウ
～ダイナミックな楽曲まで
を網羅した日本人ジャズの
中でも重要作品の1つ。 板橋
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菊地雅章のグループを経てソ
プラノ・サックスの鍛錬から
コルトレーンへの探求とつな
がり、日本人としてのスピリチュ
A new world of Japan's spiritual
アル・ジャズの新たな世界を
jazz was created by this
創造した名作。板橋文夫のピ
immortal.
四浦
アノもディープだ。
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沖至

完全版「緑色革命」

48

幻想ノート

Keiki Midorikawa

Itaru Oki

Complete Grune
Revolution

Genso Note

高 柳昌行、佐 藤允彦それぞ
れとのデュオを収めたレコー
ドに新たに発掘された富樫
雅 彦とのデュオを加えた完
全 版 。静と動の揺らぎの空
間で生 成される極上の響き
に身を浸してください！ 佐藤源

まさに幻想と呼ぶに相応し
い、沖至の幽かなトランペット
の熱を帯びた響きと詩人、
吉増剛造の全身的叫びがぶ
つかりあう名演「古代 天 文
台」ほか、むせかえるように
佐藤源
ハードな一枚！

A great evidence, Japan's free
jazz of modern poetry.
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キャット

Hiroshi Suzuki

翠川敬基

Feel quality, depth,
richness of Japan's free jazz.

44

Takehiro Honda

鈴木弘

Wide range with the highest
quality jazz.

本作品の魅力は“イット・クッ
ド・ハプン・トゥ・ユー”“枯葉”
などスタンダードを収録して
いる点もあるが何といっても
福居の繊細なタッチが郷愁
感を誘発し、各人の心に響く
大野
のだろう。

鈴木勲

ジス・イズ・ホンダ

The best 70s piano trio.
A great recording!
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http://diskunion.net/jazz/

JAZZ SPECIALTY SHOPS
JAZZ新品商品取扱い店舗のご案内

1

ディスクユニオンJazzTOKYO
JazzTOKYO STORE

〒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
New Surugadai Bldg. 2F, 2-1-45 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062
E-mail ： do12@diskunion.co.jp
TEL ： 03-3294-2648
OPEN 11:00-21:00（Sunday / Holiday -20:00）

2

吉祥寺
3

ディスクユニオン新宿ジャズ館
SHINJUKU JAZZ STORE

〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-31-2
丸江藤屋ビル／大伸第 2 ビル 3F
3-31-2 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
E-mail ： ds2@diskunion.co.jp
TEL ： 03-5379-3551
OPEN 11:00-21:00（Sunday / Holiday -20:00）

3

新宿

京王
井の頭線

池袋 山手線

御茶ノ水
2

4

中央線

1

渋谷

東京

東急東横線

京浜東北線

ディスクユニオン吉祥寺ジャズ館
KICHIJOJI JAZZ STORE

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-8-24 小島ビル 2F
Kojima Bldg. 2F, 1-8-24 Kichijoji Honcho,
Musashino-shi, Tokyo 180-0004
E-mail ： dkk@diskunion.co.jp
TEL ： 0422-23-3533
OPEN 11:00-20:00

4 ディスクユニオン渋谷ジャズ／レアグルーヴ館

関内
5

馬車道
5

HEP FIVE

線
町
谷
鉄 ドンキ

下

地

新御堂筋（高架）

阪急
梅田駅

九条
至西
駅
大阪
JR

JR 環状線

線
道
海
東

ファミリー
マート
ツタヤ

ACTⅢ 1F

■日本人ジャズ太鼓判特集ページはこちら

大阪店

http://diskunion.net/jazz/ct/news/article/0/70606

梅田

大丸百貨店
ディスクユニオン大阪店
阪神梅田
東梅田

〒231- 0014 神奈川県横浜市中区常盤町 4- 45 アートビル 2F
Art Housyoku Bldg., 4- 45 Tokiwa-cho,
Naka-ku, Yokohama 231- 0014
E-mail ： dy1@diskunion.co.jp
TEL ： 045- 661-1541
OPEN 11:00 -20:00

掲載商品はジャズ専門館店頭または
オンラインショップにてご購入いただけます。

中崎

通り
島
都

ホーテ

ディスクユニオン横浜関内ジャズ館
YOKOHAMA-KANNAI JAZZ STORE

〒150 - 0042 東京都渋谷区宇田川町 30 -7 アンテナ 21 BF
Antena21 Bldg. BF, 30 -7 Udagawa-cho,
Shibuya-ku, Tokyo 150 - 0042
E-mail ： dp3@diskunion.co.jp
TEL ： 03-3461-1161
OPEN 11:00 -21:00（Sunday / Holiday -20:00）

JR

品川

横浜
みなとみらい線

SHIBUYA JAZZ/RARE GROOVE STORE

地
下
鉄
御
堂
筋
線

秋葉原

OSAKA STORE

〒530-0027
阪神百貨店 大阪府大阪市北区堂山町 15-17 ACTⅢ 1F
ACTIII Bldg. 1F, 15-17 Douyama-cho Kitaku Osaka-shi,
Osaka 530-0027
E-mail ：dok@diskunion.co.jp TEL ： 06-6949-9219
OPEN 11:00-21:00（Sunday/Holiday -20:00）

■買取についての詳細はこちら
http://diskunion.net/st/kaitori.html

／ LP から高額廃盤まで、50 年以上の中古査定実績を有する
ジャズの買取なら、
ディスクユニオン。定番CD
当社ならではの価値あるプライスをご提示させていただきます。

専門知識・経験豊富なスタッフが1点 1点丁寧に査定させていただきます。
宅配便買取システムの場合

下記の各ジャズ専
門館の買取専用フ
リーダイヤルまで
お電話ください。

CD ／ レコ ード ／
DVD ／ Blu-ray／
書籍10点以上から
宅急便着払いでお
受けいたします。

直接お持込の場合

査 定 終 了 後、
1枚
ごとの金額が分か
る査 定 明 細 書を
E-MAILか郵送にて
お送りいたします。

お客様のご承諾確
認後、3～5日でお
客様の銀行口座に
査定金額をお振込
いたします。

金額がご不満の場合は1点からキャンセルできます。キャンセル品は送料無料でご返送いたします。
※全品キャンセルの場合のみ返送料はお客様負担とさせて頂きます。
ご了承ください。

無料・全国出張訪問買取

大好評!

弊社スタッフが
ご自宅まで
お伺いいたします!!
買取ご希望のお品
物とご本人確認書
類を下記の各ジャ
ズ専門館までお持
ちください。

お品物の点数を確
認し、お預かりいた
します。査定終了見
込みのお時間をお
知らせいたします。

ジャズ専門スタッ
フが1点1点丁寧に
査定をして明細を
発行いたします。

金額にご納得いた
だけ れば、
その場
で現金でお支払い
たします。

ご満足いただけないお品物は単品ごとにキャンセルも可能です。

枚数・内容・訪問先によりましては弊社専門ス
タッフが直接お伺いいたします。その場で現金
でお支払いすることも可能です。詳細はお問い
合わせください。

