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アラン・パーソンズ・プロジェクト
イヴの肖像
ビクター / BVCM34456
SHM-CD

¥3,000買取価格

イギー・ポップ
ラスト・フォー・ライフ
ユニバーサル / UICY76649
SHM-CD

¥2,300買取価格

イッツ・ア・ビューティフル・デイ
イッツ・ア・ビューティフル・デイ
ヴィヴィッド・サウンド / RATCD4283

¥5,000買取価格

エルトン・ジョン
ヒア・アンド・ゼア
ユニバーサル / UICY94404
2枚組 / SHM-CD

¥4,000買取価格

カーペンターズ
ライヴ・イン・ロンドン
ユニバーサル / UICY94228
SHM-CD

¥3,500買取価格

クイーン
ライヴ・キラーズ
EMIミュージック / TOCP67461
2枚組

¥2,500買取価格

グレイトフル・デッド
ヨーロッパ’72
ワーナー / WPCR15143
SHM-CD / ステッカー付

¥2,000買取価格

グレッグ・オールマン
グレッグ・オールマン・ツアー
ユニバーサル / UICY77869
SHM-CD

¥2,000買取価格

クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤング
デジャ・ヴ
ワーナー / AMCY2726

¥6,000買取価格

ジョージ・ハリスン
オール・シングス・マスト・パス
ユニバーサル / UICY78137
2枚組 / SHM-CD / 帯2種 / ポスター付

¥3,700買取価格

ジョー・ジャクソン
ナイト・アンド・デイ〈デラックス・エデョション〉
ユニバーサル / UICY94435
2枚組 / SHM-CD

¥3,000買取価格

ジョナサン・リッチマン
モダン・ラヴァーズ
ユニバーサル / POCE1037

¥2,000買取価格

スージー・アンド・ザ・バンシーズ
香港庭園〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY94074
2枚組 / SHM-CD

¥3,000買取価格

ステッペンウルフ
ライヴ
ユニバーサル / UICY75559
SHM-CD

¥2,200買取価格

スリッツ
カット〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY94437
2枚組 / SHM-CD

¥4,000買取価格

ソフト・セル
ノン・ストップ・エロティック・キャバレー
〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY94428
2枚組 / SHM-CD ¥2,200買取価格

デヴィッド・ボウイ
デヴィッド・ボウイ〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY94402
2枚組 / SHM-CD

¥4,000買取価格

デペッシュ・モード
ヴァイオレーター
ソニー / SICP30541
Blu-spec CD2

¥3,300買取価格

ドゥルッティ・コラム
リターン・オブ・ザ・ドゥルッティ・コラム
ヴィヴィッド・サウンド / VSCD9715
SHM-CD / 初回ヤスリジャケット

¥4,000買取価格

トーキング・ヘッズ
スピーキング・イン・タング
ワーナー / WPCR13295
SHM-CD / 特殊ジャケット / ステッカー付

¥2,000買取価格

バート・バカラック
ライヴ・イン・ジャパン
ユニバーサル / UICY75215
SHM-CD

¥2,500買取価格

ビー・ジーズ
オデッサ
ワーナー / WPCR15264
SHM-CD

¥2,200買取価格

ピーター・フランプトン
フランプトン・カムズ・アライヴ!
〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY93601
2枚組 / SHM-CD ¥3,000買取価格

ブライアン・アダムス
レックレス
ユニバーサル / UICY94822
SHM-CD

¥2,800買取価格

Rock

ディスクユニオンでは日本の
オリジナル・プロダクツである

ディスクユニオン 
買取センター

（全国宅配受付）紙ジャケを高価買取しております 0120-111-649
まずは

お電話
ください
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フリー
ファイアー・アンド・ウォーター
〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY93843
2枚組 / SHM-CD ¥2,500買取価格

ブロンディ
妖女ブロンディ
EMIミュージック / TOCP67891

¥2,000買取価格

ベイ・シティ・ローラーズ
青春に捧げるメロディー
ソニー / BVCM35531

¥3,200買取価格

ベンチャーズ
ノック・ミー・アウト
EMIミュージック / TOCP95136
SHM-CD

¥2,500買取価格

ポール・コゾフ
バック・ストリート・クロウラー
〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY93850
2枚組 / SHM-CD ¥2,800買取価格

モット・ザ・フープル
モット・ザ・フープル
ユニバーサル / UICY93102

¥2,200買取価格

U2
ヨシュア・トゥリー
ユニバーサル / UICI9059
SHM-CD / 外貼ステッカー付

¥2,200買取価格

ロジャー・ニコルズ＆ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ
ロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・サークル・
オブ・フレンズ〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY75172
SHM-CD ¥2,000買取価格

V.A.（OST）
トップガン
ソニー / SICP2281

¥2,500買取価格

V.A.（OST）
ゴーストバスターズ
ソニー / BVCP40050

¥2,000買取価格

V.A.（オリビア・ニュートン・ジョン）
グリース
ユニバーサル / UICY94719
2枚組 / SHM-CD

¥2,700買取価格

カンサス
パワー
ユニバーサル / UICY75137
SHM-CD

¥2,200買取価格

キャメル
ムーンマッドネス～月夜の幻想曲
ユニバーサル / UICY94134
SHM-CD / 2枚組 / デフジャケット付

¥2,500買取価格

ゴブリン
ローラー
マーキー・インコーポレイティド / BELLE101664
SHM-CD

¥2,000買取価格

ジェネシス
セカンズ・アウト（眩惑のスーパー・ライヴ）
東芝EMI / VJCP68901
2枚組

¥3,000買取価格

ジェントル・ジャイアント
オクトパス
ユニバーサル / UICY94273
SHM-CD

¥2,000買取価格

ピーター・ガブリエル
プレイズ・ライヴ
東芝EMI / VJCP68849
2枚組

¥2,000買取価格

ピンク・フロイド
P・U・L・S・E
ソニー / MHCP689
2枚組 / インナー×4枚 / ラベル×8枚

¥2,200買取価格

フラッシュ
イン・ザ・キャン
アルカンジェロ / ARC8022
SHM-CD+通常CD / 2枚組

¥2,000買取価格

マイク・オールドフィールド
呪文
ユニバーサル / UICY91795
3枚組（2SHM-CD+DVD）

¥5,000買取価格

リチャード・トンプソン
ヘンリー・ザ・ヒューマン・フライ
ユニバーサル / UICY94605
SHM-CD

¥2,200買取価格

アクセプト
ブレイカー～戦慄の掟
ユニバーサル / UICY94522
SHM-CD / レーベルカード付

¥2,000買取価格

ヴェノム
ウェルカム・トゥ・ヘル
ユニバーサル / UICY93684
SHM-CD / レーベルカード付

¥2,000買取価格

ストラトヴァリウス
フォース・ディメンション
ユニバーサル / UICY94276
SHM-CD

¥3,000買取価格

Progressive
Hard Rock
Punk

※掲載価格は2019年7月現在の買取価格で、盤質・状態が良好、帯ほか付属品完品の場合になります。※買取価格は状態や各店舗の在庫状況により大きく変動する場合がございます。
※廃盤商品は再発状況によって買取価格が大幅に変更される場合がございます。※表示の規格とご依頼いただいたお品物の規格が異なる場合は、提示金額での買取は不可となります。
※許可なく複製・転載することを禁じます。 期間： 2019年9月30日（月）受付分まで有効
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ハート
バッド・アニマルズ
東芝EMI / TOCP70619

¥2,000買取価格

モーターヘッド
エース・オブ・スペーズ～デラックス・エディション
ユニバーサル / UICY93908
SHM-CD / 2枚組 / ブックレット付

¥5,000買取価格

ユーライア・ヒープ
ヘッド・ファースト
ユニバーサル / UICY94754
SHM-CD / レーベルカード付

¥4,000買取価格

ラット
リーチ・フォー・ザ・スカイ
ワーナー / WPCR13569
SHM-CD / ジャケット・カード付き /
インナースリーブ付 ¥3,000買取価格

Y&T
テン
ユニバーサル / UICY94057
SHM-CD / レーベルカード付き /
インナースリーブ付 ¥2,000買取価格

ジェネレーションX
ジェネレーションX
東芝EMI / TOCP67971

¥1,300買取価格

シャム69
テル・アス・ザ・トゥルース
ユニバーサル / POCE1061

¥1,300買取価格

セックス・ピストルズ
勝手にしやがれ!!
ユニバーサル / UICY75937
帯×2 / SHM-CD / ミニポスター付き /
ステッカー付 ¥1,100買取価格

ダムド
地獄に墜ちた野郎ども
テイチク / TECI24405
シュリンクステッカー付

¥1,100買取価格

デッド・ボーイズ
登場!!～ヤング・ラウド・アンド・スナッティ
ワーナー / WPCR15373

¥1,000買取価格

ヘレン・メリル ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・
ブラウン録音60周年記念シングル・ボックス
ユニバ－サル / UCCM9336
SHM-CD / 3枚組 / スリップケース付

¥3,500買取価格

プレミアム紙ジャケ復刻シリーズ
「プレミアム紙ジャケ復刻シリーズRIVERSIDE編」
ボックスセット
ユニバ－サル / 1007109466
SHM-CD 10タイトル ¥20,000買取価格

V.A.（タクトピアノトリオ）
「タクト・ピアノ・トリオ」ボックスセット
日本コロムビア / 1006178009
7タイトル

¥9,000買取価格

ジュリー・ロンドン
「ジュリー・ロンドン30タイトル」ボックスセット
EMIミュージック / JULIELONDONBOX
30タイトル / 特典ボックス2種付

¥30,000買取価格

V.A.（BLACK JAZZ BOX）
ブラック・ジャズ・ボックス
Pヴァイン / PCD18580/99
20枚組 / ポスター、ブックレット付

¥20,000買取価格

渡辺香津美
アーリー・イヤーズ・ボックス
日本コロムビア / COCB53917
16枚組（15HQCD+1DVD）

¥11,000買取価格

鈴木宏昌
プリムローズ
THINK！ / THCD79

¥2,200買取価格

ジョン・クレマー
ブローイング・ゴールド（紙）
ユニバ－サル / UCCC9034

¥2,200買取価格

パーラメント
Pファンク・アース・ツアー
ユニバーサル / UICY94286
SHM-CD / 2枚組 / アイロンプリント+
ミニポスター付 ¥3,800買取価格

スティーヴィー・ワンダー
ミュージックエイリアム
ユニバーサル / UICY93986
SHM-CD / 2枚組

¥2,800買取価格

プリンス
サイン・オブ・ザ・タイムズ
ワーナー / WPCR13538
SHM-CD / 2枚組 / ステッカー+
ミニポストカード付 ¥4,000買取価格

アイザック・ヘイズ
シャフト
ユニバーサル / UCCO9514
SHM-CD

¥2,000買取価格

Jazz
Soul
Latin
Hip Hop
Techno

TNT
インテュイション
ユニバーサル / UICY94511
SHM-CD / レーベルカード付

¥2,000買取価格

トライアンフ
サヴェイランス
エアー・メイル・レコーデイングス / AIRAC1438

¥2,000買取価格

ディスクユニオンでは日本の
オリジナル・プロダクツである

ディスクユニオン 
買取センター

（全国宅配受付）紙ジャケを高価買取しております 0120-111-649
まずは

お電話
ください
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オーティス・クレイ
ライヴ・アゲイン
ユニバーサル / UPCH20122
2枚組

¥2,500買取価格

フィフス・ディメンション
輝く星座
ソニー / BVCM35588

¥2,200買取価格

バリー・ホワイト&グロディーン・ホワイト
バリー・アンド・グローディーン
日本クラウン / MECI25051

¥2,500買取価格

エグベルト・ジスモンチ
エグベルト・ジスモンチ
THINK！ / THCD270

¥1,200買取価格

エウミール・デオダート
イヌチル・パイサージェン
THINK！ / THCD280

¥1,000買取価格

ハウル・ヂ・ソウザ
ヴォンターヂ・メズモ
BMG JAPAN / BVCM35331

¥1,000買取価格

アルトゥール・ヴェロカイ
アルトゥール・ヴェロカイ
Pヴァイン / PCD17749

¥1,000買取価格

ア・トライブ・コールド・クエスト
「ロウ・アンド・セオリー」ボックスセット
ソニ / BVCM34490BOX
SHM-CD / 5タイトル

¥8,000買取価格

ビートナッツ
ビートナッツ
ソニー / SICP2399

¥1,000買取価格

フージーズ
ザ・スコア
ソニー / SICP2395

¥1,000買取価格

デトロイト・エスカレーター・カンパニー
サウンドトラック［313］
スパイラル / XQAW1010

¥900買取価格

ラリー・ハード
シーナリーズ・ノット・ソングス2
スパイラル / XQAW1008

¥700買取価格

808ステイト
エクセル（デラックス・エディション）
サード・イヤー / XECZ1003
2枚組

¥600買取価格

浅川マキ
ライヴ 夜
EMIミュージックジャパン / TOCT27049

¥2,000買取価格

飯島真理
Rose（ロゼ）
ビクター / VICL62217

¥2,500買取価格

ガールズ
野良猫
ユニバーサル / UPCH20038

¥3,000買取価格

門あさ美
麗 urara
ビクター / VICL62615

¥3,000買取価格

川口真
象物語 オリジナル・サウンドトラック
ソニー / MHCL536

¥5,000買取価格

黒住憲五
スティル
ヴィヴィッド・サウンド / RATCD4329

¥2,000買取価格

小泉今日子
Betty＋5
ビクター / VICL62438
インサート付

¥4,000買取価格

桜田淳子
ナチュラリー+4
ビクター / VICL62529
インサート付

¥3,500買取価格

さだまさし
随想録
テイチク / WDCN38124
2枚組

¥8,000買取価格

讃岐裕子
メリー・ゴー・ラウンド
ワーナー / WPC68359

¥3,500買取価格

スペースサーカス
FUNKY CARAVAN
ソニー / BVCK17044

¥4,500買取価格

Japanese

※掲載価格は2019年7月現在の買取価格で、盤質・状態が良好、帯ほか付属品完品の場合になります。※買取価格は状態や各店舗の在庫状況により大きく変動する場合がございます。
※廃盤商品は再発状況によって買取価格が大幅に変更される場合がございます。※表示の規格とご依頼いただいたお品物の規格が異なる場合は、提示金額での買取は不可となります。
※許可なく複製・転載することを禁じます。 期間： 2019年9月30日（月）受付分まで有効
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東北新幹線
THRU TRAFFIC
ヴィヴィッド・サウンド / RATCD4324

¥2,000買取価格

中村晃子
アタックシューベルト
ディスクユニオン / DSKA9
ポスター封入

¥4,000買取価格

中森明菜
BEST III
ワーナー / WPCL11151
SACD（ハイブリッド）

¥3,500買取価格

BARBEE BOYS
BLACK LIST
ソニー / MHCL967
2枚組 / 元々帯なし

¥3,500買取価格

萩原健一
ANDREE MARLRA
徳間コミュニケーションズ / TKCA10169
2枚組

¥2,500買取価格

松本伊代
センチメンタルI・Y・O+3
ビクター / VICL63481

¥3,000買取価格

MIE
I MY MIE
ビクター / VICL62617

¥4,000買取価格

ミッチー・サハラ
聞いてよお願い～キング・イヤーズ・コレクション
昭和歌謡ジュークボックス / DSKA31

¥3,000買取価格

八神純子
コミュニケーション
ワーナー / WPCL11124

¥2,500買取価格

山下達郎
FOR YOU
ソニー / BVCK37011
元々帯なし

¥3,000買取価格

オールマン・ブラザーズ・バンド
「オールマン・ブラザーズ・バンド」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY94001BOX
SHM-CD 8タイトル

¥25,000買取価格

アバ
「アライヴァル」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY93889BOX
SHM-CD 8タイトル

¥20,000買取価格

アラン・パーソンズ・プロジェクト
「イヴの肖像」 ボックスセット
ソニー / BVCM34456BOX
SHM-CD 10タイトル

¥30,000買取価格

イギー・ポップ
「イディオット」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY76648BOX
SHM-CD 5タイトル

¥15,000買取価格

ウィッシュボーン・アッシュ
「ライヴ・デイト」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY94488BOX
SHM-CD 13タイトル

¥30,000買取価格

エルトン・ジョン
「蒼い肖像」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY94406BOX
SHM-CD 13タイトル

¥35,000買取価格

エレクトリック・ライト・オーケストラ
「オーロラの救世主」 ボックスセット
ソニー / SICP30895BOX
Blu-spec CD2 9タイトル

¥15,000買取価格

ガンズ・アンド・ローゼズ
「アペタイト・フォー・ディストラクション」
ボックスセット
ユニバーサル / UICY94334BOX
SHM-CD 6タイトル ¥10,000買取価格

キッス
「地獄からの使者」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY93650BOX
SHM-CD 10タイトル

¥13,000買取価格

ゲイリー・ムーア
「バック・オン・ザ・ストリーツ」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY75040BOX
SHM-CD 5タイトル

¥10,000買取価格

Box

ザ・タイガース
THE TIGERS 1982
ユニバーサル / UPCH9024

¥8,000買取価格

竹内まりや
MISS M
ソニー / BVCK37015

¥2,000買取価格

ちあきなおみ
あまぐも
日本コロムビア / COCP31131

¥3,000買取価格

津々井まり
愛すれど心さびしく+5
ウルトラヴァイブ / CDSOL1191

¥3,000買取価格

ディスクユニオンでは日本の
オリジナル・プロダクツである

ディスクユニオン 
買取センター

（全国宅配受付）紙ジャケを高価買取しております 0120-111-649
まずは

お電話
ください
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ジェファーソン・スターシップ
「フリーダム・ポイント・ゼロ」 ボックスセット
BMGファンハウス / BVCM35245BOX
11タイトル

¥25,000買取価格

ジョー・ウォルシュ
「ソー・ホワット」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY94064BOX
SHM-CD 8タイトル

¥18,000買取価格

ジョン・クーガー・メレンキャンプ
「アメリカン・フール」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY94795BOX
SHM-CD 8タイトル

¥12,000買取価格

ジョン・メイオール&ザ・ブルースブレイカーズ・ウィズ・エリック・クラプトン
「ジョン・メイオール&ザ・ブルースブレイカーズ・ウィズ・
エリック・クラプトン」ボックスセット　ユニバーサル / 
UICY93705BOX　SHM-CD 9タイトル /
特典帯1種付 ¥18,000買取価格

スージー・アンド・ザ・バンシーズ
「香港庭園」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY94074BOX
SHM-CD 8タイトル

¥30,000買取価格

スティーリー・ダン
「彩（エイジャ）」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY93520BOX
SHM-CD 7タイトル

¥12,000買取価格

ステイタス・クオー
「パイルドライヴァー」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY75692BOX
SHM-CD 5タイトル

¥12,000買取価格

ステッペンウルフ
「ワイルドでいこう! ステッペンウルフ・
ファースト・アルバム」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY75554BOX
SHM-CD 8タイトル ¥23,000買取価格

ダリル・ホール＆ジョン・オーツ
「プライベート・アイズ」 ボックスセット
エアーメイル / SICP20277BOX
Blu-spec CD 14タイトル

¥25,000買取価格

デレク・アンド・ドミノス
「イン・コンサート」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY93961BOX
SHM-CD 3タイトル

¥12,000買取価格

パーラメント
「チョコレート・シティ」ボックスセット
ユニバーサル / UICY94283BOX
SHM-CD 9タイトル

¥18,000買取価格

バッド・カンパニー
「バッド・カンパニー」 ボックスセット
ワーナー / WPCR13902BOX
6タイトル

¥18,000買取価格

B.B.キング
「ライヴ・アット・ザ・リーガル」ボックスセット
ユニバーサル / UICY94836BOX
SHM-CD 12タイトル

¥17,000買取価格

ピーター・フランプトン
「フランプトン・カムズ・アライヴ！」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY93601BOX
SHM-CD 9タイトル

¥25,000買取価格

ブライアン・アダムス
「レックレス」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY94822BOX
SHM-CD 9タイトル

¥23,000買取価格

ブラック・サバス
「マスター・オブ・リアリティ」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY94183BOX
SHM-CD 8タイトル

¥35,000買取価格

フリー
「フリー・ライヴ」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY93846BOX
SHM-CD 9タイトル

¥20,000買取価格

ベンチャーズ
「ノック・ミー・アウト」 ボックスセット
EMIミュージック / TOCP95136BOX
SHM-CD 10タイトル

¥18,000買取価格

ボブ・マーリー（・アンド・ザ・ウエイラーズ）
「バーニン」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY94587BOX
SHM-CD 11タイトル

¥20,000買取価格

ホワイトスネイク
「ライヴ…イン・ザ・ハート・オブ・ザ・シティ」ボックスセット
ユニバーサル / UICY93740BOX
SHM-CD 9タイトル

¥25,000買取価格

マイケル・フランクス
「アート・オブ・ティー」 ボックスセット
ワーナー / WPCR14428BOX
SHM-CD 10タイトル

¥16,000買取価格

ママス&パパス
「夢のカリフォルニア」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY75703BOX
SHM-CD 6タイトル

¥12,000買取価格

Y&T（YESTERDAY & TODAY）
「ブラック・タイガー」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY94051BOX
SHM-CD 8タイトル

¥35,000買取価格

ユーライア・ヒープ
「ファイアフライ」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY94749BOX
SHM-CD 10タイトル

¥30,000買取価格

V.A.
「ロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・
サークル・オブ・フレンズ」 ボックスセット
ユニバーサル / UICY75172BOX
SHM-CD 13タイトル ¥18,000買取価格

※掲載価格は2019年7月現在の買取価格で、盤質・状態が良好、帯ほか付属品完品の場合になります。※買取価格は状態や各店舗の在庫状況により大きく変動する場合がございます。
※廃盤商品は再発状況によって買取価格が大幅に変更される場合がございます。※表示の規格とご依頼いただいたお品物の規格が異なる場合は、提示金額での買取は不可となります。
※許可なく複製・転載することを禁じます。 期間： 2019年9月30日（月）受付分まで有効
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135mm×135mmの「紙ジャケ」で、
A式のUSオリジナル盤を再現している。

ペーパースリーヴ仕様だが単にジャケットが紙
製なだけで「紙ジャケ」の基準からは外れる。

135mm

13
5m
m

  　  紙ジャケとは何か 情報の混乱を糾弾する
　　最近、紙ジャケットと称し“紙ジャケ”とは言えないものが横行している。紙ジャケ探

検隊としては、これは黙ってはいられない状況である。事実、隊員の中にも、通販サイト

の「紙ジャケット」表記に釣られ購入、開封してみたら、なんじゃこりゃ！！と激怒する事態

がたびたび発生している。カール・リヒターや小澤征爾のSACD復刻、2017年のス

ロッビング・グリッスルのデビュー40周年リイシュー、そして、2019年のECMのお買い

得盤「TOUCHSTONES」シリーズなど、枚挙にいとまがない。（ちゃんと店に行って買

えばよいのだが、人気タイトルは売り切れが怖いので、ついつい予約しちゃうのだ。）

　オールド紙ジャケファンは、通販で購入する際、“紙ジャケ”と“紙ジャケもどきの紙製

ジャケット”を慎重に見極め、地雷を踏まないようにしているが、探検隊のように粗忽で

そそかっしいと上記のようなミスをしでかす。

　実際、若い音楽ファン、特にデータから入った者の中には「パイセン、紙ジャケと紙

製ジャケットって、違いあるんすか？紙は紙、音源は音源じゃないっすか」などと言い出

すやつも出てくる。

　というわけで、今回はディスクユニオンさんから是非紙ジャケ探検隊にこうした生ぬ

るい状況をぶった切ってほしい、という依頼ではなく、近年、紙ジャケに目覚めた若い

ファンや、外国から来て新宿や御茶ノ水のレコ屋を渉猟する海外の音楽ファンにも分

かるように、紙ジャケのいろは、あ、ABCね、を書いてほしいということになったわけだ。

         再び、紙ジャケとは何か
　前置きが長くなった。“紙ジャケ”とは、その名の通り、紙製ジャケットなわけだが、レ

コード業界もとい、探検隊が言うところの“紙ジャケ”とは、「横135ミリ×縦135ミリ、１

対１の縦横比の紙製ジャケット」で、「アナログ盤時代の意匠をできる限り再現し、ミニ

チュア化した音楽ＣＤ」ということになる。

　なので、新譜で“紙ジャケ”と称して販売されているものもあるが、それらについては再

現とか関係ないので、少なくとも探検隊では除外している。

　また、P.I.Lの「メタルボックス」の缶や、トーキング・ヘッズの「スピーキング・イン・タン

グス」の透明プラスチックジャケを再現したものなどは、紙製ではないが、オリジナル再

現への情熱という点で“紙ジャケ”に含めて評価することにしている。

          リマスターにも注目
　探検隊では“紙ジャケ”の評価に際して「最新リマスター」を使用しているかどうかも

重視している。「え、ジャケの再現だけじゃダメなの？」当たり前である！紙ジャケは音楽

ファンの夢であり、ロマンなのだ。それは“紙ジャケ”の歴史を紐解くことで分かるだろ

う・・・。

　若い人には信じられないかもしれないが、日本のものづくりはここ20年ほど劣化して

いる。技術的には進化しているかもしれないが、採算に合わないものは、作らないよう

になってきているのだ。

　“紙ジャケ”が誕生したのは、今から25年前、1994年のこと。土地や株価のバブル

は既に崩壊していたが、まだ、バブル期の良いプロダクツ、クオリティの高いものを作れ

ば売れるはずという「ものづくり」のプログレッシブかつ楽観的精神が、現場ではまだ生

きていた。

　ジャケを再現するだけでなく、インナースリーブもレーベルも、当時封入されていたオ

マケもという流れの延長で「音にも」こだわったと想像する人もいると思うが、それは実

は違う。

　1994年最初に商品化されたのは、ビクターから出た「マスターズ・オブ・ジャズ～20

ビットK2・ハイクオリティーCDシリーズ」。型番の第1号はVICJ-5069、ソニー・ロリン

ズの「サキソフォン・コロッサス」で、同時にプレスティッジ、リヴァーサイドのジャズの超

名盤20タイトルが発売された。94年3月2日のことであった

　プレスティッジ、リヴァーサイドの名盤は、ギミックもなく、オマケもない。ここから分か

る通り、ギミックジャケを再現する面白味よりも、高音質CDを売るための付加価値とし

て、“紙ジャケ”というアイデアは生まれたのだ。

　今のようにネットでポチれば、オリジナル盤が気軽に手に入る時代ではなく、ジャズ

喫茶やディスクユニオンの壁に飾られたオリジナル盤を、遠くから眺めるしかなかった

時代。プラケースに収まり素っ気なくなったジャケを、再び手に取り、眺め、愉しみたい

というオールド音楽ファンの願いをシンプルに形にしたものであり、『この音がいいね』

と君が言ったから3月2日は紙ジャケ記念日、なのだ。

　ロック最初の商品は、やはりビクターからで、ELPの紙ジャケ。ただし、この時は「恐

怖の頭脳改革」の紙ジャケ化は見送られる。コストの問題なのか、直前にデジバックの

リマスター盤が出たからなのか、恐らく両方であろう。とにかく、ロックも最初は仕掛け

ジャケもオマケもほとんどなかったのだ。

               それはZEPからはじまった
　　ギミックの再現に火が付いたのは、ワーナーが97年に出した「レッド・ツェッペリン

オリジナル・ジャケット・コレクション」からだ。ツェッペリンは、「Ⅲ」の回転ジャケ、「フィジ

カル・グラフィティ」の窓あきジャケ、「インスルー～」の外袋など、再現のし甲斐のある

バンド。しかもファンの数も多い。「なんとか採算とれるかなー」と考えたのか、「えーい、

採算度外視でやっちゃえ」という担当者の暴挙なのか、分からない。

　探検隊の隊員たちが、紙ジャケの存在に気づき、どっぷりとはまっていったのもツェッ

ペリンがきっかけだった。そこから、先程のビクターのジャズ、ソニーから95年12月に出

た「SBMマスターサウンドシリーズ」（ディラン、キャロル・キング、スプリングスティーンな

ど18タイトル）の必死の探索が開始された。（実際に中古CD屋を探索して回ったから

探検隊ということになったわけだ。）

　ツェッペリンのギミックが可能なら、ストーンズの「スティッキー・フィンガーズ」のジッ

パーを再現したいと思うのは、ファンの性（さが）。ここに「ファンの要望」と「現場担当

者のものづくりへの情熱」との幸せな協働関係が生まれる。探検隊も、随分と無礼極

まりないことを書いて、メーカーの担当さんをビビらせたこともあったようだが、この場を

借りてお詫び申し上げたい。

　ジャズでは、96年にマイルスが登場。発売前日にレコ屋に行っても売り切れという

現象が発生。そして98年、ルディ・ヴァン・ゲルダーがリマスターを手掛けたブルーノート

で、ジャズの紙ジャケは頂点を極める。ロックも、さらに再現度がエスカレート。1回目の

紙ジャケ化で再現が足りない部分は、ファンの要望とメーカー担当者の熱意で改善を

重ねていく。2008年ごろまでに、ジャケの再現性に関して、もはやこれ以上のものは、

と思わせる領域まで到達。紙ジャケは世界に誇るべき日本の文化となった。

     未来への音楽文化の継承のために
　　リーマンショック以降は、紙ジャケも少しおとなしくなっている。主要アーティストの

紙ジャケが一巡どころか、二巡、三巡したからだが、実は、最高の音質（SACDなど）と

紙ジャケの組み合わせの夢は、まだほんの僅かしか実現していない。令和の時代に

入った。ここはひとつ、ものづくりニッポンの心意気を発揮し、最高のブツ（＝紙ジャケ）

を音楽ファンに届けてほしいものだ。

素晴らしき紙ジャケの世界

紙ジャケ探検隊 W隊員  渡邉修也


