
  

聴

9月 20日 ★

★

レーモンド松屋作詞曲

DVD付同時発売 ★

コロムビア移籍第1弾

★

吉幾三作品 ★

弾厚作（加山雄三）書下ろし ★

赤黄緑に続く4タイプ目 ー

27日 ★

★

★

★

紅　晴美

ヒロシ＆ナオミ

前川　清

30年目の本気～懲りない男のPART2～

酔町しぐれ

嘘よ

杜　このみ

男の冬唄

大石　まどか ストロベリームーン

北川　かつみ 新・四谷3丁目

北山　たけし アカシアの街で

9

月

2

0

日

あわせ話題となった森山愛子、1

9

月

2

7

日る自身初のご当地ソングです

年振りの曲は水森英夫作曲によ

ド歌謡作。前作同様、仁井谷＆

徳久コンビによる、昭和歌謡の

雰囲気漂う1曲。先着特典有り

北山たけし アカシアの街で

韓国ドラマの主題歌で歌唱力も

森山愛子

好評「霧笛の酒場」に続く、ムー

大石まどか ストロベリームーン

昨年デビュー25周年を迎え、心 9

月

2

0

日

機一転!?王道の艶歌とは一線

を画すレーモンド松屋作品。新

発売日

あなたとわたしの夫婦舟

会津追分

ジャケット
福田こうへい

舞台公演のテーマとして発売した

曲　　　名歌　手　名 備　　考

秋山　涼子
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道ひとすじ

たな一面をお楽しみください…

夢美酒

日高正人＆夏恵子 めぐり逢い

泉　昇太 愛に背かれて

残んの月【青盤】

藍　ようこ

石塚　ひろし

9

月

2

7

日

「母ちゃんの浜唄」も好評な福田

画像準備中 待望の新曲はおなじみ四方章人

作曲、仁井谷俊也作詞作品です

聴（右端）の★印は9月15日現在店頭で試聴できます（今後試聴できる曲は増えていきます）

青木　美保 花海棠

戸川　よし乃 松前半島

沢井　明 おもいで蛍

清水　節子 女の酒って…なんだろうネ

ザ・ニュースペーパー がむしゃら万歳！

中村　美律子 京都二寧坂



聴

9月 27日 ★

★

★

10月 4日 ★

カバー曲、DVDを追加した特別盤

★

★

★

11日 デビュー25周年を記念して ★

演歌、歌謡曲の2曲をリリース

DVD付同時発売

18日

25日

通算100枚目のシングル

デビュー15周年記念企画盤

小林旭プロデュース ★

11月 1日

8日

29日

水森かおり

新曲「早鞆ノ瀬戸」を含む、歌で 9

月

2

0

日

旅する紀行アルバム第16弾。み

だれ髪、知床旅情などカバー曲の

他オリジナルの新曲含め全14曲
～早鞆ノ瀬戸～

歌謡紀行16

風のじょんから

北原　ミレイ バイオレットムーン

ハローアゲイン

池田　輝郎 高山本線【ふるさと盤】

瀬川　瑛子 白い宿

西方　裕之

五月　みどり 花　満開

大川　栄策 夜霧の再会橋

三船　和子 あなたが命

福田　こうへい 道ひとすじ

流川ぶるーす

港わかれ雪

桂　竜士 親子灘

浮世舟

ホテル・サンセット

雪の華

伊良湖水道

森山　愛子 会津追分

夏木　綾子

男の女の舟唄

工藤　あやの

花咲　ゆき美

福浦　隆之 津軽酒

松原　のぶえ 螢火の宿

雪舞い岬

渋谷通り雨

ロス・インディオス＆Reina タイトル未定

淡雪の人

松原　健之 今君に会いたい（仮）

石上　久美子 桜の花の散るごとく

しぐれ川

三善　英史

清水　たま希 港の走り傘

瀬口　侑希

椎名　佐千子 晩鐘

五十川　ゆき 愛はさりげなく

恋ごよみ～特別盤～

谷村　新司 嗚呼

歌　手　名 備　　考曲　　　名発売日
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しいの　乙吉

倖せ花

富士原　旭

千葉　一夫

聴（右端）の★印は9月15日現在店頭で試聴できます（今後試聴できる曲は増えていきます）

エドアルド 竜の海

木原　たけし あぁ奥入瀬に雪が舞う

出光　仁美 忘れ雨

岩波　理恵

谷　龍介

大漁男船

眉山の雨

野村　美菜

八木橋　つよし

真木　ことみ

内田あかり

川口　哲也



9月 20日 POPSカバーの第4弾

10月 4日

11日

JAZZアルバム第2弾

13日

18日

島津亜矢 SINGER4

大好評カバーアルバム第4弾が登 9

月

2

0

日

場。山口百恵、平原綾香、いき

ものがかり等、新旧ポップスの名

曲を抜群の歌唱力で歌い上げる

最新アーティスト全曲集

北見　恭子 北見恭子全曲集　おんな夢

島倉　千代子 島倉千代子全曲集　東京だヨおっ母さん

清水　博正 オリジナル・スーパーベスト

八代　亜紀

大石まどか全曲集　女の錦秋

小沢　あきこ 小沢あきこ全曲集　熱海あたりで

タイトル未定

小桜　舞子 2018年全曲集

島津　亜矢 2018年全曲集

北山　たけし 2018年全曲集

キング最新歌謡ベストヒット2017秋

チャン・ウンスク 2018年全曲集

2018年全曲集

大石　まどか

入山　アキ子

出光　仁美 出光仁美全曲集2017

永井　みゆき 2018年全曲集

西尾　夕紀 西尾夕紀全曲集　恋の里唄

日野　美歌 日野美歌全曲集　いのりうた

舟木　一夫

備　考

夜のつづき

椎名　佐千子 最新アーティスト全曲集

島津　亜矢 SINGER4

川野　夏美 川野夏美全曲集〈オホーツク海岸／悲別～かなしべつ～〉

繋ぐ Vol.1～カバー・ソングス 7つの歌心～

水森　かおり

冠　二郎 冠二郎全曲集2017

池田　輝郎 最新アーティスト全曲集

北川　大介 北川大介全曲集～横濱のブルース・横濱の踊り子～

北島　三郎 北島三郎全曲集～夢千里・風雪ながれ旅～

キム・ヨンジャ キム・ヨンジャ全曲集～哀愁の酒・暗夜航路～

森　昌子

岩出　和也 最新アーティスト全曲集

鳥羽　一郎 鳥羽一郎全曲集～海賊の舟唄・兄弟船～

青木　美保 最新アーティスト全曲集

井上　由美子 最新アーティスト全曲集

北川　裕二 最新アーティスト全曲集

佐々木　新一 最新アーティスト全曲集

発売日 歌　手　名 アルバムタイトル

石川　さゆり 2018年全曲集

中澤　卓也

舟木一夫全曲集　みんな旅人

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№245号（平成29年9月20日発行）

小田　純平 ON MAY WAY

歌謡紀行16～早鞆ノ瀬戸～

山本　あき 最新アーティスト全曲集

三橋　美智也 最新アーティスト全曲集

オムニバス

永井　裕子



10月 18日 全曲集とカバーアルバム同時発売

25日

11月 8日

15日

22日

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№245号（平成29年9月20日発行）

発売日 歌　手　名 アルバムタイトル 備　考

2018年全曲集

My Favorite Songs～oldies～３

増位山　太志郎 2018年全曲集

美空　ひばり 美空ひばり全曲集2017

南　一誠 南一誠全曲集　男の栄光

都はるみ全曲集2017

山口　ひろみ 2018年全曲集

山口　瑠美 2018年全曲集

山本　譲二 2018年全曲集

若山　かずさ 若山かずさ全曲集　俄か雨

葵かを里全曲集～雪の兼六園～

丘　みどり 丘みどりファーストアルバム（仮）

加納　ひろし 加納ひろし全曲集～おんな海峡物語～

北原　ミレイ 北原ミレイ全曲集～バラよ　咲きなさい～

こおり　健太 こおり健太全曲集～風花～

千昌夫全曲集～古希記念盤～

松原　のぶえ 松原のぶえ全曲集～十勝厳冬～

石原　詢子 石原詢子全曲集2018

市川　由紀乃 唄女Ⅱ～昭和歌謡コレクション

佳山　明生 佳山明生～わが青春の歌～

伍代夏子全曲集2018

純烈 恋して　ときめいて～純列が綴るムード歌謡の世界！～

藤　あや子 藤あや子全曲集2018

三山　ひろし 三山ひろし全曲集～男の流儀・四万十川～

オムニバス 名曲発掘　船村徹

田川寿美全曲集　心化粧

多岐川　舞子 多岐川舞子全曲集2017

中条　きよし 艶歌仕事人～中条きよしベスト・アルバム～

上杉　香緒里 2018年全曲集

浜　博也 ベストアルバム

三門　忠司 2018年全曲集

三丘　翔太 三丘祥汰～祥汰のお品書き2～

扇　ひろ子 扇ひろ子全曲集

新沼謙治全曲集　たろうの初恋

大泉　逸郎 2018年全曲集

川中　美幸 2018年全曲集

杉　良太郎 2018年全曲集

竹島　宏 ベストアルバム

天童　よしみ 2018年全曲集

オムニバス 阿久悠メモリアル・ソングス

梓　夕子 梓夕子全曲集～冬恋かなし～

渥美　二郎 渥美二郎全曲集　涙色のタンゴ

大川　栄策 大川栄策全曲集　忍ぶの乱れ

大沢　桃子 大沢桃子全曲集～すずらんの道～

金田　たつえ 金田たつえ全曲集　瀬戸内みれん

前川　清

新沼　謙治

田川　寿美

伍代　夏子

千　昌夫

葵　かを里

都　はるみ



11月 22日

12月 13日

1月 24日 他者への提供曲を本人が歌唱

9月 20日

10月 25日

11月 29日

順位 順位

1 18

2 19

3 20

4 21

5 22

6 23

7 24

8 25

9 26

10 27

11 28

12 29

13 30

14 31

15 32

16 33

17 34

香西　かおり 映像作品全集Vol.3

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№245号（平成29年9月20日発行）

備考

走　裕介 走裕介全曲集　男の駅

畠山　みどり 畠山みどり全曲集2017

細川　たかし 細川たかし全曲集　縁結び祝い唄／人生夢将棋

宮　史郎

八代亜紀全曲集2017

エドアルド 未定

山本　譲二 大全集

松原　健之

発売日 歌　手　名 アルバムタイトル

宮史郎全曲集2017

八代　亜紀

吉　幾三 吉幾三セルフカバー作品集～歌ってごめん～（仮）

KANA 姉御列伝～ALL TIME KANA～

備　考

発売日

コンサートツアー2017　in 磐田市民文化会館

川中　美幸 ベストシングル映像集　出逢いに感謝 ～人・うた・心～Vol.3

天童　よしみ 天童よしみ 歌人生45年の軌跡

ビデオタイトル歌　手　名

大全集

島津　亜矢 大全集

城之内　早苗 2018年全曲集

天童　よしみ 大全集

前川　清 大全集

岩本公水 帰って来やれ 水城なつみ

命の花よ 藤あや子 母ちゃんの浜唄 福田こうへい

岩佐　美咲 3rdコンサート～笑顔・心・感謝で繋ぐ…至福の2日間～

香西　かおり 30周年記念リサイタル～風薫り　清しく　歌が舞いおりる～

森　昌子 デビュー45周年記念コンサート（仮）

2017年8月16日～2017年9月15日　細川レコード調べ

曲名 歌手名 曲名 歌手名

島津亜矢 雨のむこうの故郷 津吹みゆ

愛が信じられないなら 山内惠介 標ない道 香西かおり

海賊の舟唄

男の流儀 三山ひろし 佐渡の夕笛 丘みどり

男の夢 北島三郎 縁結び祝い唄 細川たかし

望郷縁歌 和田青児 残んの月 杜このみ

女の雪国 小桜舞子 肱川あらし 伍代夏子

服部浩子 盛り場たずね人 浜博也

恋のダンスがとまらない 加川明 人生酒場 黒川真一朗

早鞆ノ瀬戸 水森かおり 黄昏 山川豊

氷川きよし 心化粧 田川寿美

新庄恋しや 水田竜子 夕月おけさ 天童よしみ

わすれ宿 五木ひろし ホタルの恋 真木柚布子

鳥羽一郎 夫婦みち 三門忠司

はぐれ花 市川由紀乃 檜舞台 大江裕

都会のカラス 村木弾 オホーツク海岸 川野夏美

男の絶唱

波の花海岸

心

北の絶唱

川中　美幸



《出演》井関裕貴、藤原美幸　　毎週月曜午後6時20分～午後9時まで　※4月から放送時間変更になりました

♪リクエストはコチラ → 電話　０１８－８６３－６０００／FAXは→　０１８－８２４－８５６４

★9月18日の放送で長年司会を務められた「あべ十全」さんが、番組開始30周年を機にMCをご卒業されました。

★十全さん、長い間お疲れ様でした。ありがとうございました…

※25日の放送からはABSの井関アナウンサーと藤原美幸さんによる新コンビでの放送となります。

※詳しくは店頭でご確認ください

早鞆ノ瀬戸

放送日 推薦曲 歌手名 放送日 推薦曲

川野夏美 9月18日 アカシアの街でオホーツク海岸

和田青児

8月28日

9月4日

北山たけし

新庄恋しや 水田竜子 9月25日 佐原雨情

歌手名

営業時間：月曜～日曜（平日・土日・休日共通）　午前10時～午後7時

今後の店休日予定　★定休日：毎月第2・第3水曜

10月11日（水曜）／10月18日（水曜）　※予定（変更になる可能性がございます）

出会いに感謝

40th Anniversary

藤原美幸コンサート

北島ファミリーコンサート

原田悠里／北山たけし／

大江裕（ゲスト山川大介他）
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原田悠里

8月21日 水森かおり 9月11日 望郷縁歌

全席自由前売￥2,500

秋田市文化会館

13時開演

10月14日（土曜）

S指定席￥5,500

秋田県民会館

12時開演

9月27日（水曜）


