


ガール・ポップ・ファンからソフト・
ロック好きの方まで人気の高いレス
リー・ゴアの1964-69年間のヒット
&レア・ナンバーを全18曲最新リマ
スターで収録したBEST的な編集
盤！なんと未発表音源が 4曲、
M-10、13、14以外がCD初出しステ
レオ音源となっておりコレクターの
方も絶対に見逃せないタイトルで
す。ポップでキュートで心地よいみ
んな大好き胸キュンソング満載で
す！

オールディーズ作品のリリースに定
評のあるTEENSVILLEよりPAUL & 
BARRY RYANの60年代アンソロ
ジーが登場！時代は花のスウィンギ
ン・ロンドン真っ只中。双子である
BARRYとPAUL RYANによる息ピッ
タリのポップ・デュオ。アレンジも時
代を象徴した、ストリングスを多用
した英国版ウォール・オブ・サウンド
といえる内容で、フィル・スペクター
ファンも必聴です。

3-67年のTHE FOUR SEASONS風の
ヴォーカル・ハーモニー・サウンドの
曲を32曲収録したコンピレーショ
ンアルバム。FOUR-EVERSの64年
ヒット曲「BE MY GIRL」をはじめ
CASTELLSやCLASSICSなど初CD化
されたレア曲も多く収録されており
お買い得な内容。場所や時間を選ぶ
ことなく魅了してくる心地良いハー
モニーの名曲の数々を思う存分ご堪
能下さい！

表舞台ではDAVID & JONATHANで
も活動していた英国のソングライ
ティング・チーム・ロジャー・グリー
ンウェイとロジャー・クック。自身ら
のオブスキュアなハーモニー・ポッ
プ②"OH MY WORD"でもわかるよ
うにその洗練されたハーモニーを武
器に数多くのアーティストに楽曲を
提供していました。このコンピレー
ションではとにかくニッチなアー
ティストまで、珠玉の32曲を厳選！

1 9 6 0年代のポップス黄金時代、
ちょっとした理由で人知れず消えて
埋もれていった名曲を掘り起こした
ポップス・ファン必聴の特集盤！
ポップス黄金時代、数多くのヒット
曲/名曲が世に送り出されました
が、4曲録音したがシングルに必要
なのは2曲だから泣く泣くお蔵入り
にせざるを得なかった、タイミング
が合わない等の理由で多くの曲が人
知れず消えていきました。そんな極
め付きの名曲30曲収録！

英国ビート～モッズ好きにはお馴染
みRIOT SQUADのヴォーカル。ソロ
作66年のヒット曲""SUPER GIRL""か
ら始まる65～70年音源シングルコ
レクション集。ブルース･ジョンスト
ン楽曲""THANK YOU BABY""も収録
の、グラアム･ボニーにメロメロでモ
テモテ期なコンプリート盤。ドイツ
で人気が出たことからドイツ語での
ヒットが多いものの、このコンピは
英語歌唱音源集です。

英国在住ののち、1959年にオースト
ラリアに移住してきたという一家。
オーストリアを代表する歌手となる
ジョン・ハーナムは1967年に小気味
良い P O P  T U N E② " S A D I E "でデ
ビュー。そのデビュー曲がいきなり
の大ヒットを記録し一挙にスターダ
ムへ。現在に至るまでも国民的歌手
として活躍しますが、本盤ではデ
ビュー期のティーン・ポップでソフ
ト・ロッキンな楽曲をまとめて収
録！

数多の作曲家に愛され、骨太でダイ
ナミックな歌唱で聴衆を魅了した
ポップス界のサラブレッドSTEVE 
LAWRENCE全盛期のティーン・ポッ
プ集が登場！スウィングやミュージ
カル調の曲で懐の深さを見せたかと
思えば、ブギーやロックンロール調
の曲で盛り上げる。ジャズやロカビ
リーファンも唸る26曲に妻であり
デュオとしても活動したE Y D I E  
GORME楽曲7曲をボーナス追加！



第2のBUDDY HOLLY、BOBBY VEEの
フォロワーたちの音源をコンパイル
した、TEENSVILLEらしい切り口の音
源集。CLIFF  R ICHARDや J IMMY 
GRIFFINといった大物からノーヒッ
トで儚く散った名もなきティーンま
で、当時BOBBY VEEスタイルがいか
にバズっていたのかを追体験できる
グッドジョブ。これをきっかけに
BOBBY VEEの作品を追うもよし。

時代に埋もれてしまった輝かしい極
上60年代ガールズものを集めた人
気シリーズ、『GIRLS ON 45』の記念
すべき第1弾! フィル・スペクター・
フォロワー的ティーンポップのTHE 
BO-BELLSや、ソフト・ロック・ファン
おなじみのロー・クレインが手掛け
たLIZ VERDIなど、ガールズポップ～
ソフト・ロック～ノーザン・ソウル好
きの方必聴のレア&オブスキュアな
音源集！

マニアは必聴!!Teensville Recordsよ
り1962年-1967年のレア・シングル
のガールズ・ポップを集めたコンピ
盤。VOLUME 4では、ソウル色強く
モータウンサウンドの良曲多し！マ
イナーな歌手ばかりだが、極上の
ポップ・ソングが存分に堪能できる
ことは間違いなし！個人的には
JEAN DUSHON「 I t  Won ' t  S top  
Hurtin' Me」は名曲です！

極上60年代ガールズものを集めた
コンピレーションシリーズ『GIRLS 
ON 45』の第3弾! 骨太なソウルフ
ル・ヴォーカルから、ささやくウィス
パー・ヴォイス。哀愁感抜群のメロ
ディから、野太いブラス・セクション
突き抜ける一風変わったサウンドま
で、60年代ガールポップ～ノーザン
ソウルファンの心を鷲掴む隠れ名曲
を多数収録。今回もほとんどが初CD
化音源ばかりの激レア音源ばかりで
す!!

現代においてGIRLS POP人気が高ま
り続ける一方、歴史の陰に隠れがち
なGUYS POPを特集したコンピレー
ションアルバム第二弾！'66～'67年
という短い期間にリリースされた
3 1曲はスマッシュヒットやマニ
アックなものまで密度の濃いものと
なっております。当時の空気感を閉
じ込めつつも、力強い曲や女々しい
曲など多種多様な男性オールディー
ズ・ポップスの世界をご堪能あれ！

もしかしたらここに収録されている
数々の楽曲がビルボードのヒット
チャートを賑わせたかも、そんな
1965年の輝かしいポップミュー
ジックにスポットライトを当てたコ
ンピ盤がTeensville Recordsから登場
です！実験的な要素を取り入れ始め
る以前のポップシーンの空気を味わ
えるマニアも納得の決定版。Robbie 
& The Revelationsが一押しです！

オープニングのM-①から60年代へ
とタイムスリップさせてくれる様な
ゴキゲンなガール・ポップのレア音
源を集めたコンピ。何と言ってもス
テレオ・ミックスを大量に収録して
いるのが嬉しい。M-②や32のような
お馴染みの曲でもオルタネイト・テ
イクなのが心憎い。ビーチ・ボーイズ
のカヴァーM-⑲などカヴァー曲も
切れ味抜群。ジャケも本作の世界観
が絶妙にリンクされオシャレでイ
イ！充実の32曲収録。

アラン・クラーク、トニー・ヒックス、
グラハム・ナッシュを擁したホリー
ズの面々のソングライティングの素
晴らしさを改めて再発見する名企画
コンピ！ビートリッシュなものにサ
イケ・ポップ..R&Bナンバーまで、エ
ヴリ・ブラザーズからマイナー・ガ
レージバンドまで、幅広く提供した
彼らの楽曲をじっくりとまとめて堪
能できる一枚で、弾ける胸を掴む彼
らのポップ・センスに惚れ惚れする



ガール・ポップ好きにはマストな男
性シンガーを集めた第3弾!スペク
ター～ノーザン・ソウル・サウンドの
M-①、Charlie Calelloのストリング
ス・アレンジがこれぞオールディー
ズ・ポップなM-⑪、ソフト・ロック的
なハーモニーが垣間見えるM-㉖、後
にThree Dog Nightに加入するChuck 
Negronが歌う甘いティーン・ポップ
M-㉙など、ボリューム満点33曲。

主に50年代～60年代初頭に活躍し
たポップス歌手が実験的な音作り
ブームに乗って出した曲のガレージ
/サイケデリック実験集。逃れ得な
かった時代の潮流、西海岸のアー
ティストなどの影響を受けたスタジ
オの裏方によって、普段とは違った
様相の曲を出すことが多かったよう
です。彼らの歴史的な名曲や名盤へ
のスポットライトの陰中にあり発表
年が集中したこれらの曲もなかなか
に魅力的です！

初CD化音源に特化した60年代の希少音源再発レーベル「TEENSVILLE  
RECORDS」を徹底解説！ピンポイントで好事家に向けて特化した本レーベル
は、少ないながらも同じく好事家らのバックアップによって成立するミニマル
な音楽レーベル。希少で珍しい、それでいて内容が優れた珍しい音源ばかりを
少ロットで生産する「by Music Lovers.... for Music Lovers」をスローガンに掲げ
た良質なレーベルです。
お問い合わせはディスクユニオンのロックお取り扱い各店まで!

冒頭からハイセンスでシャレオツな
TEENSVILLEのソフト・ロック・コン
ピレーション第3弾！!キラキラまば
ゆい宝石箱みたいなナンバーにスク
リーンの中から飛び出して来たよう
な珠玉のポップチューン満載！！
ノーザン・ソウル・ポップ、サンシャ
イン・ポップを筆頭に、変名バンド、
ビートル遺伝子継承バンド、ソフロ
コンピの常連からニッチなものまで
どこを切り取っても魔法がかってま
す！

人気のガール・ポップ・コンピ待望の
第二弾 !  内容が良くレアでオブス
キュアという難題を今回もなんなく
こなす大量全35曲収録。タイトル曲
にもなった哀愁のキラー・カヴァ
M-①、のちのESSRA MOHAWKが別
名 義 で 放 っ た M - ⑳ 、E L L I E  
GREENWICH、LYNETTE WEST、
BERNADETTE PETERSの未発曲等な
ど・・・2019年も文句のつけようがな
い仕事が続きます。

なんてきゃわゆいジャケ!!ジャケを
楽しむ醍醐味も T E E N S V I L L E  
RECORDは味わわせてくれる、ソフ
トロック人気コンピ第4弾。これぞ
ハーモニーポップ＆オルガンコーラ
スがGOODなM-3や、一風変わって
フォーク要素有のせつな系ソフト
ロックM-7などオススメ。個々でこ
れらの音源を探すのはそりゃもう大
変なので、ぜひともこの1枚でオブ
スキュアなソフトロックを堪能して

いわゆるソフトロックからハーモ
ニーポップ、サンシャインポップと
呼ばれる作品から王道を微妙に外し
た選曲の妙。とはいえ、CRITTERS、
YELLOW BALLOON、MILLENNIUM
といった有名どころのメンバーが絡
んだ、ファンなら気になる作品を盛
り込んであるところがポイント。3
分間ポップス時代の恩恵か、たっぷ
り32曲を詰め込んだお得盤。ジャケ
も可愛くて良いです。


