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近年作品 ジャズ新定番！

ディスクユニオン各店スタッフが、10年、20年後も
聴き続けられるであろう近年作品CDをセレクト！
人気盤はもちろん、隠れ名盤まで太鼓判選定作品を発表！

CONTEMPORARY JAZZ GUIDE BOOK

凡例

アーティスト名

アルバム・タイトル

アルバム・ジャケット

〈コメント〉スタンダード満載の王
道ボーカル作品。か細くもなく、か
といって力が入っているわけでもな
label : レーベル
release : リリース年

現代ジャズ新定番 2018

A~D

しい。まさに“Old Feeling"なムード
文責者

01

02

ALESSANDRO
GALATI

That Old Feeling

On a Sunny Day

スタンダード満載の王道ボーカル作

ピアノトリオと言えばこの方。アレン

品。か細くもなく、かといって力が入っ

ジ豊か、誰もが歌いたくなってしまう

ているわけでもない、絶妙な加減の

ような聴きなじみのいいメロディ。優

歌唱は飽きることがない！スウィン
release : 2017

がない！スウィンギーな演奏もすばら
全開だ。

ALA
MICIC

label : WHALING CITY SOUND

い、絶妙な加減の歌唱は飽きること

ギーな演奏もすばらしい。まさに“Old
Feeling” なムード全開だ。

しさあふれるピアノの唄があなたを
label : VIA VENETO JAZZ
release : 2015

癒す。オリジナルやアレンジ作品まで
さすがと言わんばかりのアレッサン
ドロの実力が滲み出ています。

檜山

2

関口

03

AMBROSE
AKINMUSIRE

Imagined Savior Is Far
Easier to Paint

Live In Healdsburg

アンブローズ・アキンムシーレは、国

コーエンファミリーは毎回素晴らし

際的なコンペティションで優勝経験

い作品のリリースが続きますが、今

のある気鋭のトランペッターで、同

回も耳が、もとい目が離せない極上

作品はブルーノート第2弾。サックス
label : BLUE NOTE
release : 2014

04

ANAT
COHEN

にウォルタースミス3世やヴォーカル
にベッカ・スティーヴンズ、テェオ・

のデュオ作となりました。伸びやか
label : ANZIC RECORDS
release : 2018

で独特な響きを持つクラリネットを
支える美メロピアノ、耳が幸せです。

ブレックマンを迎えた意欲作となっ
ている。

久保

日比

05

ANDY
SHEPPARD
Trio Libero

From Darkness

ベース、ドラムを従えたサックス・ト

前作「GENTLY

リオはどうしてもサックスが主体にな

ピアノトリオの概念を変えたアヴィ

りがちだが、こちらは三位一体で抑
label : ECM
release : 2012

06

AVISHAI
COHEN

DISTURBED」で

シャイが、更に進化した変拍子を聴

制された演奏が、サックスのラインの

label : RAZDAZ

かせてくれます。ピアノはニタイ・ハー

美しさを際立たせるという、実は比

release : 2015

シュコヴィッツ（名前の響きもピアノ

類なき逸品。音も良いなと思ったら

と同じくらい素敵）です。

案の定のアメリオ録音。
山田

笹山

BAD PLUS ＆
JOSHUA REDMAN

label : NONESUCH
release : 2015

07

Bad Plus Joshua
Redman

Union Square

バッドプラスとジョシュア。「こんな

ダウンビートの評論家投票でも常連

コラボあったらいいな…」と、夢思い

の実力派ベーシストとバンドで共演

描いたのが実現した作品。一聴だけ

するマイケル･ブレイク、ルディ･ロイ

だと、美しさだけが際立っているよう
に感じるが、楽しさ、悲しさ、喜び、
怒り…など様々な表情が見える。各々

ストンによる強烈なワンホーントリ
label : ABEAT FOR JAZZ
release : 2012

の楽曲の力と演者の懐の幅広さを改
めて感じる。

プロが一体となった硬派な現代ジャ
ズ名作。
中島

09

10

CAMILA
MEZA

Hydra

Traces

圧巻のギターワークで幕を開ける今

チリ出身のシンガー／ギタリストのカ

作。セオ・ブラックマンらのコーラス

ミラ・メザ。躍動感のある伸びやかな

ワークとギターが螺旋状に絡み合い
release : 2013

オ。独創的なコンポジションとイン

川村

BEN
MONDER

label : SUNNYSIDE

08

BEN
ALLISON

静かなエモーションを増幅させ、各方
面から声がかかるのも頷ける圧倒的

歌声の印象が強いのですが、ビクト
label : SUNNYSIDE
release : 2017

ル・ハラら南米のSSWから影響を受
けたコンテンポラリーなギター演奏
も要注目です。

な創造性を魅せる。ECMデビュー作
も合わせてチェック。

中村

神谷
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CARLA
BLEY

label : ECM
release : 2013

12

CHARLES
LLOYD

Trios

Passin' Thru

かつてWATTからも同メンバーによる

彼が創り出す新しい音を聴けるだけ

トリオ作があったが、印象は大きく異

でもファンとしてはたまりませんが、

なる。巨大な何かを捕らえようとする

ジェイソン・モラン（p）にエリック・

かの如く張り巡らされる音の輪郭は

ハーランド（ds）まで参加されては

緩やかで、かつ広く深い。個人的に
はエレキ・ベースの有用性に今さら

label : BLUE NOTE
release : 2017

聴かない理由を探すほうが難しいの
では。

気付かされた作品。
三橋

吉良

13

DANNY
GRISSETT
Remembrance

Bastion Of Sanity

1曲目からアレンジ、メンバーとのコ

NYで最も尖った層の中心人物の一

ンビネーションも絶妙で、一気に全

人。バップ、モードに潜む0 0年代ブ

曲聴かせてくれます。全 体通して「

ルックリンのエチケット、メタルド

静」と「動」のバランスが 素晴らし
label : SAVANT
release : 2017

14

DAVID
BINNEY

い。現代的な音を取り入れつつ、伝
統も重んじるスタイルに思わず脱帽
です。

ラミング、ただでは済まないコンポ
label : CRISS CROSS
release : 2005

ジション、正気とは思えない演奏感
覚など、スター達が軽く捻り出した
傑作。

板橋

有馬

3

15

DAVID
GILMORE
Numerology - Live at
Jazz Standard

複雑ながらも鋭く安定感のあるビー
トにそっと重ねるピアノのバッキン
グ、その上をユニゾンで流暢に乗せる
アルトサックスとギターのミニマル的
label : EVOLUTIONARY MUSIC
release : 2013

現代ジャズ新定番 2018

D~J

label : SUNNYSIDE
release : 2014

していく展開はいい意味で緊張感が
走り心が熱くなる。
齋藤

16

DAYNA
STEPHENS

旋律が心地良い。曲中に拍子が変化

17

DIANA
KRALL

Peace

Turn Up The Quiet

ブラッド・メルドー、ジュリアン・レイ

スタンダーズ・ナンバーで散りばめら

ジの無駄な音がないスーパープレイ

れた作品は2017年ジャズ10 0年の

も感動的だが、主役デイナの自信に

節目を祝福するかのようだ。これぞ

満ち溢れた堂々たる吹きっぷりが最
高。しかしこんなに隙のない内容な
がら、何故か異様にリラックスした

メジャーの力、大変充実した内容で
label : VERVE
release : 2017

雰囲気。謎である。

す。ハスキーなヴォイスはコンボで
もオーケストラでもゴージャスに輝
いてます。

山田

4

西川

18

EDDA
MAGNASON

19

ENEMY
Enemy

Monica Z
スウェーデンの大スターであるモニ

ピープル・アー・マシーンズへの参加

カ・ゼタールンドの伝記的映画のサ

で頭角を現し、ジャンゴ・ベイツのト

ントラCDである。エダ・マグナソンは

リオで活躍するベーシストが、話題

それまでのスタイルとはまったく別人
label : UNIVERSAL
release : 2013

のごとく、モニカになりきって演じた、
そして歌った。後世に語り継がれる

のイギリス出身ピアニスト、鍵盤奏
label : EDITION
release : 2018

名盤となった。

者とその盟友ドラマーと共に結成し
た、
「今」を表現する強力ピアノ・ト
リオ。

山本

四浦

20

ENRICO
PIERANUNZI

Monsieur Claude - A Travel
with ClaudeDebussy

Esperanza

没後100年となるドビュッシーへの

バークリー音楽大学で史上最年少講

トリビュート作。“もしも”なんてよく

師となったことでも有名なベーシスト

ないかもしれませんが、それでも「も

兼ボーカリスト。彼女の代表作とい

しこれを聴いたドビュッシーは一体
label : BONSAI
release : 2018

21

ESPERANZA
SPALDING

どんな表情を浮かべるのか。」とい
う愉しみをこのジャケットは教えてく

える今作は、オリジナルを中心にラテ
label : HEADS UP
release : 2008

ンスタンダードを彼女の解釈で演奏
する。Ambrose

Akinmusire、Leo

Genovese等、名手が参加。

れます。
三橋

堀

22

FLY

23

FRANK
KIMBROUGH

Fly

Rumors
ピアノレス・ワンホーンで編成された

数多くの名盤／名演を生み出してき

トリオ作品の1st。メンツは申し分な

たピアノトリオというフォーマットの

し。名手たちが織りなす圧巻とも言え

中で、個人的に今も傑作と信じて疑

るインタープレイは流石の一言。惜し
label : SAVOY JAZZ
release : 2004

げもなく披露されたテクニック、そし
てコンビネーションの面白さが詰まっ

わない作品。冒頭を飾る「SIX」にて
label : PALMETTO
release : 2010

た本作。

聴かれる儚く官能的な美しさの秘
訣は、“毒”の絶妙な含有率にあるよ
うだ。

板橋

吉良

24

FRED
HERSCH
Floating

Piece Of Theb Apple

メルドーを始め多くのピアニストに

M5「THAT'S ALL」をミディアムファ

影響を与え続けるピアノトリオによる

ストで軽快に演奏するのが新鮮！エ

14年作。右手と左手で違うメロディ
を奏で交差させ、まるでオーケストラ
label : PALMETTO
release : 2014

のようにピアノを響かせる。もはや誰

リックアレキサンダーとマイクルドー
label : LOSEN RECORDS
release : 2017

ンが、アルバム全編に快活さを与え
ている。ストレートアヘッドながら、

の再来でもない、現行ピアノトリオ

どのミュージシャンのプレイも歌心

の一つの到達点。

があり！
神谷

檜山

26

GABRIEL
LATCHIN

release : 2017

Introducing Gabriel
Latchin Trio

Rain Or Shine

正統的な演奏スタイルやジャケット

王道スウィングに、R＆Bや12／8の

のイメージが期待以上の評 価を受

ソウルフルでブルージーな曲まで、激

けピアノ・アルバムとしては久々の大

渋テナーを聴くならこれで決まり！

アンツに影響を受けたエレガントな
演奏、解釈は大物の風格すら感じら

その渋い演奏の中で、M8「Our Day
label : HIGH NOTE
release : 2017

れます。

Will Come」の様に、リズムをボッサ
でメロウに聞かせてくれたりもする。
ニクい。

西川

檜山

28

JAKOB
BRO

release : 2012

29

JANE
MONHEIT

Bro / Knak

Home

電子音楽家トーマス・ナックとの共

9 8 年 にモンクの 主 催コンペで 優

作。豪華メンツを操り作曲家ヤコブ・

勝。99年にはマンハッタン音楽学校

ブロとして創 造 性の高さを魅せる

を首席で卒業するなど、ルックスはも

Disc1と、それぞれの楽曲がナックの
label : LOVELAND

27

HOUSTON
PERSON

ベストセラー。往年のジャズ・ジャイ
label : ALYS JAZZ

25

FRODE
KJEKSTAD

再編集によりエレクトニカとしても
機能することを証明するDisc2とい
う濃厚な90分。

ちろん、実力を伴うアメリカのボーカ
label : EMARCY
release : 2010

リスト。アップテンポからバラードま
でバランスの良い選曲で、いい意味
で癖がなく聴きやすい声。

神谷

堀

5

30

JELLE
VAN
GIEL
Journey

ピアノトリオを軸にやわらかな管楽
器とギターのアンサンブルが絡む、
ハービー・ハンコックの『スピーク・
label : HEVHETIA
release : 2017

現代ジャズ新定番 2018

メロウネスが光る。
山田

31

release : 2003

32

JOAN
CHAMORRO

Insight

Presenta Elia Bastida

真っ直ぐな音色を鳴り響かせるトラ

もはやお馴染みとなったJ・チャモロ

ンペット奏者のジェレミー・ペルト。

のプレゼンタシリーズ。アンドレア・

ストレートアヘッドな三管セクステッ

モティスに続けという感じではない

トによる、フレッシュな響きが爽快。
label : CRISS CROSS

良作。ドラマーがリーダーのためリズ
ムはヴァラエティに富むが、通底する

J~M

JEREMY
PELT

ライク・ア・チャイルド』を想起させる

ドラムのラルフ・ピーターソンの活躍
も聴きどころ。

ですが今回もとっておき！マルチにこ
label : JAZZ TO JAZZ
release : 2018

なす才女: エリア・バスティーダの歌
心溢れるプレイが満載の心地よい1
枚。歌もGOOD！

木村

6

JOHN
NAZARENKO

label : 自主制作
release : 2018

日比

33

Some Other Time

A Moment's Peace

N Yの ベテランピ アニ ストによる

最高のバッキングで2011年にリリー

2018年最新作。ありがちなトリオ作

スされたバラード作品集。言わずも

品とは違い、メランコリックに歌心溢

のがな傑作。一音一音の音色がとて

れる演奏、アレンジが素晴らしい。
まさにピアノトリオの魅力が凝縮さ
れた1枚といっても過言ではないで

も心地よい。確かなブルースフィーリ
label : EMARCY
release : 2011

しょう。

ングも随所に感じられ、聴き手を全
く飽きさせない。さすが！の一言に
尽きる。

板橋

JON
IRABAGON

板橋

35

release : 2015

36

KAMASI
WASHINGTON

Behind the Sky

Epic

実力はあるが作風が突飛なきらいが

大ボリュームの内容ですが展開も目

あり好みが割れるサックス奏者イラ

まぐるしく変化していきあっという間

バゴン、唯一無二のハード・バップ

の時間が流れます。間違いなく我々

作。演奏もむちゃくちゃ最高だが曲
label : IRABBAGAST RECORDS

34

JOHN
SCOFIELD

がまたいい。さらにこれを名盤たらし
める中村恭士の熱いプレイには天国
のミンガスも真っ青だろう。

は時代の変革期を目の当たりにして
label : BRAINFEEDER
release : 2015

いると感じます。“現代ジャズを象徴
する存在”という肩書きに一歩も負け
ず劣らずの圧巻の作品。

山田

日比
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label : ECM
release : 2014

KENNY
BARRON

Last Dance

Concentric Circles

前作、
「Jasmine」も素晴らしい作

個人的にケニー・バロンにハズレな

品だが、こちらも捨て難い…捨て難

し！ハード・バップ〜ワルツはもちろ

いというのは、このレジェンド達に対

ん、ブラジル、ラテンなど確かなテク

して失礼か。音数の無駄を削ぎ落と
し、シンプル過ぎるぐらいシンプルな
プレイは、逆に緊張感と包容力を引

ニックとキャリアに裏打ちされたバ
label : BLUE NOTE
release : 2018

き立てさせている。

ラエティ溢れる楽曲群が並ぶ。2018
年リリースながらすでに「名盤」の
貫禄。

川村

板橋

39

KENNY
WHEELER

release : 1990

40

LAGE
LUND

Music For Large And
Small Ensembles

Owl Trio

ケニー・ホイーラーがアンサンブルで

まるでデスモンドとジム・ホールのコ

紡ぐ透明な8楽章の物語。ビッグバ

ンビを想起させる、静謐で思索的か

ンドとラージアンサンブルで織り成
label : ECM

38

KEITH JARRETT
＆ CHARLIE HADEN

つ詩的な演奏。コンテンポラリー・

す壮大さに引き込まれます。ノーマ・

label : LOSEN

ジャズの先端で活躍してきた名手同

ウィンストンの清涼感あるヴォイス

release : 2013

士が、実にリラックスした姿を見せた

もバンドに絡まり、オトナな一枚。

ドラムレス・トリオの傑作。あなたも
きっと好きになります。

関口

吉良
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LEO
RICHARDSON
Chase

Cale Mnostwo Milosci

2017年にリリースされたワンホーン

繊細、耽美、前衛的といったポーリッ

もので最も勢いを感じた1枚。この内

シュ・ジャズのイメージを根底から覆

容で初リーダー作というのだから、今
後の作品も恐ろしいくらい楽しみで
label : UBUNTU MUSIC
release : 2017

42

LUKASZ
KORYBALSKI

す。音が鳴った瞬間「カッコイイ!!」と

すド直球、爽快な一枚。元々映画の
label : ALLEGRO（POLAND）
release : 2017

もれてしまう感動を是非。

ために書かれた曲をアルバムにした
もの、つまりシネ・ジャズでもあるら
しい。生ける伝説ナミスロフスキのソ
ロ②も泣ける。

三橋

山田

43

MAMMAL
HANDS

（SIMPLE ACOUSTIC TRIO）

Floa

Lullaby For Rosemary

UK発の変則トリオによる2ndは、ミ

ポーランドを代表するピアニストが

ニマルなメロディを積み上げ、時にヤ

20歳の時に奇才クシシュトフ・コメダ

ン・ガルバレクのように幽玄かつ雄

の名曲をピアノ・トリオで構築し直し

弁な情感をのせてsaxが唄う。綿密
label : GONDWANA
release : 2016

44

MARCIN
WASILEWSKI

に作りこまれたアンサンブルはトリオ
という枠組みを越え良質な室内楽
ジャズとしても響く。

た名演集。硬質でひんやりとした空
label : NOT TWO
release : 2001

気感を出しつつも、フリーの要素も
垣間見られる絶品。美しすぎて恐ろ
しくなる。

神谷

中村
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45

MARCO
GUIDOLOTTI
S' Wonderful

マリガン＆ベイカーのピアノレス・カ
ルテット・トリビュート盤。単なる焼
き増しになりがちな企画だが、4人の
インタープレイがコードレス空間を駆
label : TOSKY RECORDS
release : 2014

現代ジャズ新定番 2018

M~T

山田

release : 2007

47

MARY
HALVORSON

Evanescence

Away With You

現代最高の作、編曲家と言っても過

細身メガネ女子、しかも美人というい

言ではない、マリア・シュナイダーの

で立ちと変態ギターソロとのギャッ

記念すべき第一作目。当時から彼女

プに一発KO。クリーン・トーンでド

の世界観は、ほとんど完成されてお
label : ARTIST SHARE

人はカルテットで演奏しなかった名
曲⑦も聴きどころ。

46

MARIA
SCHNEIDER

け巡る、スリリングで痛快な内容。本

り、メンバーもそれに100％応えてい
る。中でも「My Lament」は後世に

ルフィーのような圧倒的個性を聴か
label : FIREHOUSE 12 RECORDS
release : 2016

残したい大名曲であり、大名演。

せる。曲も自由かつ突拍子もなくて
◎。キレッキレなドラマー、チェス・ス
ミスの怪演にも注目。

川村

8

MAYTE
ALGUACIL

山田

48

49

NICOLAI
MUNCH
HANSEN

Trav' Lin' Light

Chronicles
今やスペイン・ジャズ・ヴォーカル界

ヤコブ・ブロの「バラッディアリング」

で大活躍する1人となった、首都マ

で創造された「ニュー・デニッシュ・

ドリード出身のマイテ・アルグアシル
label : FRESH SOUND NEW TALENT

（vo）がビリー・ホリデイの愛唱歌

release : 2017

など米国産の名曲をどこか物悲しく

サウンズ」が、デンマーク・ジャズ・
label : STUNT
release : 2011

シーンのホープらによって確立され
た傑作。リーダーの奥方が歌う「マ

も温かい美声で歌った、宝石のよう

イ・マン」が本作を更なる高みへとい

な一作。

ざなう。
丸山

NICOLE
HERZOG

四浦

50

That's Life

Sketches

エッジの効いた歌唱が特徴のニコ

一聴したときに、現代チェコ・シーン

ル・ヘルツォグ。この作品ではドン・

にこんな良作があったとは?！という

メンザのテナーとの情熱的に絡み合

のが率直な感想。過去にもリリース

いに目が行くものの、トロンボーン
label : MUSIQUES SUISSES
release : 2016

51

ONDREJ
STVERACEK

の朴訥な演奏も実に味があって面白
い。時折見せるピアノのブルースフィー
リングもたまらない！

はあったものの、恥ずかしながら、
label : STVERY RECORDS
release : 2017

全くノーマークでした。モーダルなア
レンジ、楽曲が並ぶワンホーン作品
の傑作！

檜山

板橋

52

PAT
MARTINO

53

PHIL
STEWART

Undeniable

Melodious Drum

トニー・モナコが参加したパット・

「つかみはOK！」とばかりに畳み掛

マルティーノのオルガン・トリオ＋エ

けるど頭のドラミングから存分につ

リック・アレキサンダー。この一文だ

かまれちゃってください。ホーン陣も

label : HIGH NOTE

けで、ご機嫌なハード・バップが饒

release : 2011

舌なフレージングが聴こえてくるよ
うです。

グラント・スチュワート、ジョー・マグ
label : CELLAR LIVE
release : 2018

ナレリなど豪華絢爛。ストレートア
ヘッドな内容も素晴らしく万人にオ
ススメできます！
笹山

中村

RALPH
TOWNER

label : ECM
release : 1997

54

Ana

Earfood

ECM黎明期からレーベルを支える

良作揃いのROY HARGROVEの中

孤高のギタリストが、ソロギターの

でも、本作はGERALD CL AYTON

フォーマットで成し遂げた 最 高傑

がポイント。しかも王道のクインテッ

作。ただ音楽を聴いて純粋に“美し
い”と感じることは、実は貴重な体
験なのだと改めて教えてくれる数少

ト編成だ。シンプルで聴きやすくも深
label : EMARCY
release : 2008

ない作品のひとつ。

く印象的で、技量とセンスの良さを
感じさせるアレンジとプレーに注目
したい。

吉良

SCOTT
HAMILTON

label : ORGANIC MUSIC
release : 2018

55

ROY
HARGROVE

小堺

56

57

SHINYA
FUKUMORI

Meets The Piano
Players

For 2 Akis

5名のピア二ストが2曲ごとに入れ替

何処の国の民族音楽としてECMか

わるという変わったスタイルでリリー

ら世界に昭和歌謡／フォークが届け

スされた本作。ピアノは各々個性が

られた。核心にある美しさやフォー

発揮され、スコット・ハミルトンは安
定感溢れるいぶし銀でいて、まろや
かなプレイを披露。個人的に何度も

キーさ浮き彫りにするアレンジで、耳
label : ECM
release : 2018

聴いた作品の1つ。

なじみのある曲ですら新鮮に響かせ
る。聞こえないはずの詩すら聴こえて
くる感動的な作品だ。

板橋

STEVE
LEHMAN

神谷

58

59

TARBABY
Fanon

Selebeyone

label : PI
release : 2016

ビッグバンドとフリージャズを融合さ

超 強力ピアノトリオ TA R B A B Y＋

せたスティーヴ・リーマンが、まさか

超個性派フロント2名から生まれた

のHIP HOPに挑戦。ただこのグルー

超傑 作。シリアスで濃密な“ FR EE

ヴ感は唯一無二！本人のブロウも冴
えまくり！まさに革新的な作品です！

笹山

JAZZ”を最高の録音で突詰めて来た
label : ROGUEART
release : 2014

ROGUEARTの緒作の中でも際立つ
1枚です。
佐藤

9

60

TOM
HARRELL
Roman Nights

図抜けた叙情性と高い演奏技術、
有能な若手・中堅を絶妙に配したメ
ンバーを構成など、近年のトム・ハレ
ル・バンドの凄味を語る上で、特に注
label : HIGH NOTE
release : 2010

現代ジャズ新定番 2018

T~ ダ

羽根

release : 2017

With Just My Dreams
But Not Alone

Rising Grace

表情豊かなピアノと軽快なギターと

ヨーロッパの弦楽の素養を背景に

力強い低音を響かせるベース。たっ

世界最高のジャズギタリストの一人

たこれだけの楽器でこんなにも豊か

となった男。かねてから共演してい

ら驚くはず。スペインの人気スウィン
ガー、BERNAT FONT（p）が参加

たラリーやブライアンに加え、遂に
label : ECM
release : 2016

したとびっきりご機嫌なトリオ作品
です。

10

メルドーが参加してしまい、史上最
高の組織プレーが約束された贅沢
な一枚。

中村

有馬

63

アリ・
ホーニグ
ライブ・アット・スモールズ

シンバイオシス

現代ジャズの一つの完成形を見せた

やはりこの二人が加わると違う。人

歴史的瞬間。ティグラン、J.クライス

気のサイド・メン参加が話題を呼ん

label : オフマイナー

ンバーを起用し纏め上げたドラマー=

release : 2010

リーダーとしての手腕が光る傑作ラ
イブ。

だ。豊かな音楽性に加え抜群のテク
label : DISK UNION
JAZZ／FONARTE LATINO
release : 2014

ニックはこれぞ職人技の極致と言わ
んばかりのコンテンポラリー・ピア
ノ・ジャズが堪能できる一枚。

中島

西川

65

キアラ・
パンカルディ

release : 2016

64

アレックス・
メルカド

バーグ、W.ヴィンソンら先進的なメ

label : キングインターナショナル

62

WOLFGANG
MUTHSPIEL

な音楽が生まれるのかと、1曲目か
label : TEMPS RECORDS

さ。それは本アルバムのタイトル曲に
も凝縮されている。聴くべし。

61

TRIPLE
TREAT

目したいのが、作・編曲の素晴らし

66

ダニー・
マッキャスリン

アイ・ウォーク・ア・リトル・
ファースター

ビヨンド・ナウ

イタリアの歌姫による2nd作で、ジャズ

サックスの可能性を追求しつづける

オーディオ・ディスク大賞2015ヴォー

マッキャスリンはボウイの『★』への

カル部門金賞を受賞した一枚がこ

参加を通じてさらなる高みへ。エレ

ちら。サイラス・チェスナットら米ジャ
ズメンのサポートを受け、透明感と
感受性にあふれる歌声を披露してい
ます。

クトロニクスに強いメンバーとサック
label : AGATE、インパートメント
release : 2016

スを特殊奏法により対等に響かせ、
ロックやHIPHOPなどの影響も華麗
に落とし込んだ力作だ。

丸山

神谷

11

／ 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。

〒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
営業時間 11:00～21:00（日祝11:00～20:00）
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-34-1 ジュラクツインＢビル 3F
営業時間 11:00～21:00（日祝11:00～20:00）
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-24
営業時間 11:00～20:00
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町30-7 アンテナ21 BF
営業時間 11:00～21:00（日祝11:00～20:00）
〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町4-45
営業時間 11:00～20:00
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町15-17 ACTⅢ 1F
営業時間 11:00～21:00（日祝11:00～20:00）

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

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。

0120-620-567
0120-602-677
0120-273-537
0120-168-192
0120-231-543
0120-946-300

携帯電話からは 03-3294-2648
E-mail : do12@diskunion.co.jp
携帯電話からは 03-5379-3551
E-mail : ds2@diskunion.co.jp
携帯電話からは 0422-23-3533
E-mail : dkk@diskunion.co.jp
携帯電話からは 03-5489-8192
E-mail : dp3@diskunion.co.jp
携帯電話からは 045-661-1542
E-mail : dy@diskunion.co.jp
携帯電話からは 06-6949-9217
E-mail : dok@diskunion.co.jp

http://diskunion.net/jazz/

JAZZ SPECIALTY SHOPS
JAZZ新品商品取扱い店舗のご案内
1

2

ディスクユニオン新宿ジャズ館

〒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

3

池袋

山手線

ディスクユニオン吉祥寺ジャズ館

〒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

4

ディスクユニオンJazzTOKYO

〒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

吉祥寺
京王
井の頭線

〒155-0031 東京都世田谷区北沢 1-40-6 カシワサードビル 1F
TEL : 03-3467-3231
［買取専用フリーダイヤル］0120-478-301
※携帯電話からは 03 -3467-3268
e-mail：dsk@diskunion.co.jp
営業時間 11:30～21:00（日･祝 11:30～20:00）年中無休

横浜

※携帯電話からは 03 -5489 - 8192
e-mail：dp3@diskunion.co.jp
営業時間 11:00～21:00（日・祝 11:00～20:00）年中無休

HEP FIVE

線
町
谷
鉄 ドンキ

下

地

ホーテ

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

中崎

通り
島
都

ファミリー
マート
ツタヤ

渋谷

1

秋葉原

東京

東急
東横線

京浜東北線

品川
みなとみらい線

馬車道

6

ディスクユニオン横浜関内ジャズ館

〒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

ACTⅢ 1F

大阪店

梅田
大丸百貨店
阪神梅田

5

御茶ノ水
中央線

関内
6

5 ディスクユニオン渋谷ジャズ／レアグルーヴ館
〒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

JR

4

下北沢

ディスクユニオン下北沢店

地
下
鉄
御
堂
筋
線

新宿
2

3

本冊子掲載の商品は、
オンラインショップでもお取扱いしております

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

東梅田

ディスクユニオン大阪店
阪神百貨店

〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町 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

現代ジャズ新定番 2018
特集ページはこちら

買取についての詳細は
こちら

