
  

聴

9月 19日

★

★

★

デビュー30周年記念曲 ★

戸川よし乃が本名に改名し再スタート ★

－

小田純平作品 ★

26日 ★

55周年第2弾、豪華盤同時発売 ★

デビュー40周年記念曲 ★

★

故郷をテーマにした作品を収録 ★

徳間ジャパン移籍第1弾 ★

(熊野路へ)

よりそい蛍

港です 女です 涙です

杜　このみ くちなし雨情【ミント盤】

山本　譲二 残花

城之内早苗

沢井　明 嘘の積木

多岐川　舞子 京都　ふたたび

舘　ひろし ビバ！ビバ！バンビーナ

中村　仁美 冬紅葉

増位山　太志郎 港です 女です 涙です

発売日

多岐川舞子 京都 ふたたび

梓　夕子

発行：細川蓄音器店　秋田市土崎港中央1丁目15-7　　TEL 018-845-0020

細川レコード演歌新聞　平成30年10月号(30年9月20日発行)　通算:第257号

デビュー30周年記念シングル。

秋山　涼子 命ささげます

を収録した企画シングル。メイン楽

曲「熊野路へ」は吉幾三の書き下

し作品。他国体テーマ曲など収録

坂本冬美

故郷、和歌山をテーマとした4作品

約2年振りとなる待望の新作は彼

海鳴りの駅

おんなの夜曲

歩き続けて…

どうしたらいいの!?

表したメジャー三拍子の作品です

三浦　わたる 北上川慕情

ふるさとの空へ

9

月

1

9

日

女のふるさと、京都を舞台とした

曲　　　名歌　手　名 備　　考

瀬生　ひろ菜 カワセミ

佳山　明生 冬茜

歌手生活32年、心機一転、徳 9

月

2

6

日

間ジャパンに移籍し発表する第一

画像準備中 弾シングル。健気な女性の心情を

岡　ゆう子 雪の花哀歌

作風の異なる2曲の楽曲を収録。

ジャケット

9

月

2

6

日

まるでオリジナル作品のようにしっ

増位山太志郎

大月　みやこ

紅　晴美

こおり　健太

坂本　冬美 ふるさとの空へ［熊野路へ]

城之内　早苗 よりそい蛍

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）

9

月

1

9

日

くり歌い上げます。新作は昭和の

画像準備中 隠れた名作のカバーを2曲収録。

表題曲はアローナイツのカバー

ジャケット



聴

9月 26日

10月 3日 ★

★

★

★

★

★

4日

10日 ★

★

C/W「青い旅人」

C/W「野付半島」

17日

クリスマス風ジャケット －

23日 C/W「愛は腕の中」 －

24日

★

芸能活動40周年記念曲

師弟デュエット実現!!

★

31日 ★

11月 7日

デビュー30周年記念

秋田の象潟が舞台に！

14日

21日

島津　悦子

中田　久美

吹笛　もも香

ふるさと太鼓／逢えてよかった

あなたの愛に包まれながら

山内　惠介

林　るり子

立樹　みか 恋の龍

－

美山　京子

人生の挽歌HANZO

さらせ冬の嵐【旅盤】

花見橋で…

北島　三郎

水に咲く花・支笏湖へ【冬の特別盤】

福島　はじめ

望郷ひとり旅(仮)

さらせ冬の嵐【島盤】

グッチ裕三 最後のプロポーズ

大下　香奈 君のためにできること

パク・ジュニョン ブリキの玩具【Cタイプ】

岩出　和也

川崎　修二

タイトル未定

おかめひょっとこ夫婦道

長崎しぐれ

木原　たけし

女の時雨

みち乃く兄弟 帰郷

羽山　みずき

原田　悠里 恋女房

加納　ひろし 人生の楽屋

歌　手　名 備　　考曲　　　名

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№257号（平成30年9月20日発行）

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）

五条　哲也

幸せの花

哀愁のリラ

津吹　みゆ

森　昌子

永井　裕子 ねんごろ酒

ひなたみな 永遠の秘密

北野　まち子

松原　健之

望郷佐渡おけさ

伊達　めぐみ

最後の夜だから

花咲　ゆき美 ひとり象潟

ファン・カヒ 泣かせてトーキョー

水森　かおり

細川たかし＆杜このみ タイトル未定

つかさ　学 真心をありがとう

別離(わかれ)…愛の嘘

瀬川　瑛子 相生の雨

二代目　宮史郎 女ごころの道

山本　謙司

おっしゃる通り　ごもっとも

走　裕介 春待ち草

松永　ひとみ 歌の神さま!!

谷　龍介

タイトル未定

中之島純情

古いタイプの女です

望郷さんさ

発売日

罪な女と言われても

オルリコ 砂の女

河嶋　けんじ 十六夜川

川中　美幸 半分のれん

川野　夏美 なみだ雲



9月 19日

CD6枚組BOX

26日

10月 2日

3日

10日

1

0

月

1

7

日

矢ちゃんの歌唱力を堪能できるカ

前川　清

新・演歌名曲コレクション8 －冬のペガサス－勝負の花道～オーケストラ

島津亜矢 SINGER5

日本のポップ曲から洋楽まで、亜

The BEST 18singles

ザ・ベストオハコシングルス

新・演歌名曲コレクション８
−冬のペガサス−勝負の花道～オーケストラ

ジャケット

画像準備中 バー第5弾。大空と大地の中で、

木蓮の涙、22歳の別れ等収録

長保　有紀

デビュー曲から最新ヒット「さらせ冬

歌　手　名

荒木　とよひさ

発売日

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№257号（平成30年9月20日発行）

アルバムタイトル 備　考

The Last Poet

前川 清50周年 ほぼ日20周年 記念コンサート

前川清 大辞典

水森　かおり 歌謡紀行17～水に咲く花・支笏湖へ～

大月　みやこ 55周年記念企画「究極盤～スペシャルベスト」

クミコ 私の好きなシャンソン～ニューベスト～

こおり健太 10周年記念アルバム～女唄・涙唄～

氷川　きよし

蒼　彦太

里見　浩太朗 里見浩太朗全曲集～秘話・花冷え～

瀬口　侑希 瀬口侑希全曲集～雪舞い岬・不如帰～

工藤　あやの 工藤あやのファーストアルバム

菅原　洋一 歌い続けて60年～85歳の私からあなたへ～

全曲集～泥～

浅田　あつこ 全曲集～河内のからくち～

秋岡　秀治 秋岡秀治全曲集～夢落葉・男の酒～

大沢　桃子 デビュー15周年記念ベストセレクション

黒川　真一朗 全曲集～風の町哀詩～

ジャケット
山内惠介

1

0

月

1

0

日

の嵐」までを含んだ18年目、18

画像準備中 曲…彼の軌跡をまとめたオールタ

イムベスト。先着購入特典あり！

青木　美保 最新アーティスト全曲集

池田　輝郎 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

岩出　和也 最新アーティスト全曲集

長保侑紀全曲集～お酒でワルツ・露の花～

成世　昌平

ジャケット
氷川きよし

新シリーズ、早くも8作目。新曲の 1

0

月

2

日

オーケストラバージョン他オリジナル

画像準備中 曲＋ヨイトマケの唄、襟裳岬等カ

バー曲の計14曲。初回盤DVD付

成瀬昌平全曲集～江差だより・南部風鈴～

春日　八郎 最新アーティスト全曲集

藤森　美伃 全曲集～デビュー20周年記念盤～

真木　ことみ 真木ことみ全曲集～火の河・雪の華～

水沢　明美 水沢明美全曲集～一点物・二度惚れ酒～

美月　優 全曲集～デビュー10周年記念盤～

和田　青児 和田青児全曲集～望郷縁歌・上野発～

千　昌夫 千昌夫全曲集～リクエスト特選～



10月 10日

最新ベスト【特典付き】

最新ベスト

17日

POPSカバー第5弾

24日

多岐川　舞子

北見　恭子 全曲集　石に咲く花

島津　亜矢

備　考

天童　よしみ

The BEST 18singles　(ザ・ベストオハコシングルス)

全曲集　逢いたいなァあの人に

全曲集　京都　ふたたび

二葉　百合子 最新アーティスト全曲集

発売日

全曲集　あらしやま～京の恋唄～

全曲集　演歌人生

金田　たつえ

増位山　太志郎

大石　まどか

永井　みゆき

西山　ひとみ

冠　二郎

山口　ひろみ

山口　瑠美

最新アーティスト全曲集

歌　手　名 アルバムタイトル

新川　二朗 最新アーティスト全曲集

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№257号（平成30年9月20日発行）

杉　良太郎 杉良太郎2018年全曲集

全曲集「今日という日に感謝して」

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 キング最新歌謡ベストヒット2018秋

あさみ　ちゆき あさみちゆき全曲集

石川　さゆり 石川さゆり2019年全曲集

入山　アキ子 入山アキ子2019年全曲集

上杉　香緒里

山川　豊

天童よしみ2019年全曲集

永井みゆき2019年全曲集

Song of LIFE

浜　博也 浜博也ベストアルバム～北の港で待つ女～

半田　浩二

小沢　あきこ 全曲集　飯田橋

山内　惠介

上杉香緒里2019年全曲集

大泉　逸郎 大泉逸郎2019年全曲集

おおい大輔 おおい大輔2019年全曲集

川中　美幸 川中美幸2019年全曲集

北原　たけし 北原たけしベストルバム

北山　たけし 北山たけし2019年全曲集

小桜　舞子 小桜舞子2019年全曲集

島津亜矢2019年全曲集

SINGER5

増位山太志郎2019年全曲集

三門　忠司 三門忠司2019年全曲集

島倉　千代子

出光　仁美

大川　栄策

半田浩二ベストアルバム

前川　清 前川清2019年全曲集

山口ひろみ2019年全曲集

山口瑠美2019年全曲集

山本　譲二 山本譲二2019年全曲集

渥美　二郎 全曲集2019

全曲集　茶屋町しぐれ

全曲集　愛しの函館

全曲集　男の火花

永井　裕子 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

椎名　佐千子



10月 24日

31日 初回限定盤DVD＋BOX仕様

11月 7日

デビュー30周年記念アルバム

戸川よし乃時代の楽曲も収録

カバーミニアルバム

2タイトル発売

野中　さおり

水雲-MIZUMO-
歌謡抄～雲の巻～

西尾　夕紀 全曲集　歌姫

走　裕介 全曲集　北のひとり星

福田　こうへい

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№257号（平成30年9月20日発行）

発売日 備　考アルバムタイトル歌　手　名

田川　寿美 全曲集　春よ来い

新沼　謙治 全曲集　盛川

演歌名曲集（仮）

舟木　一夫 全曲集「その人は昔」のテーマ

細川　たかし 全曲集　輪！諸居にっぽん

三代　沙也可 昭和の名曲を歌う

美空　ひばり 全曲集　終わりなき旅

都　はるみ 全曲集2019

八代　亜紀 全曲集2019

山崎　ていじ 全曲集　夢の橋

横森　良造 アコーディオンは歌う～昭和歌謡名曲選～

若山　かずさ 全曲集　冬燕

和田　弘 懐かしのスチール・ギター～魅惑のメロディ～

オムニバス 決定版　OOSAKA ENKA大大全集

市川　由紀乃 唄女（うたいびと）Ⅲ

上沼　恵美子 上沼恵美子名曲を歌う

葵　かを里 全曲集～金沢茶屋街～

石原　詢子 石原詢子　全曲集2019

丘　みどり 丘みどりコンサートIN中野サンプラザ(仮）

佳山　明生 佳山明生全曲集～冬茜～

川口　哲也 川口哲也アルバム（仮）

川野　夏美 20周年記念アルバム～明日へ～

北野　まち子 タイトル未定

北原　ミレイ 北原ミレイ全曲集～バイオレットムーン～

キム・ヨンジャ キム・ヨンジャ全曲集～赤い涙・哀愁の酒～

伍代　夏子 伍代夏子　全曲集2019

桜井　くみ子 桜井くみ子全曲集～灯しもし頃・海宿～

純烈 純烈ベストVol.2　2015-2018

竹川　美子 竹川美子プレミアムベスト

竹島　宏 全曲集～おまえの隣に～

立樹　美伽 立樹みか全曲集～夢情話・おんな流転節～

知里 知里の歩みVol.1～恋うた綴り～

千葉げん太 千葉げん太全曲集～望郷三陸・望郷わらべ唄」

中村　仁美 中村仁美作品集～軌跡～

デビュー30周年記念企画アルバムⅠ

デビュー30周年記念企画アルバムⅡ

デビュー30周年記念企画アルバムⅢ

ハン・ジナ ハン・ジナ　プレミアム・ベスト

藤　あや子 藤あや子　全曲集2019

松前　ひろ子 松前ひろ子歌手生活50周年記念アルバム

歌謡抄～水の巻～

三山　ひろし 三山ひろし全曲集～いごっそ魂・男の流儀～



11月 7日

10月 24日

11月 7日

21日

2018年8月16日～9月15日　細川レコード調べ

順位 順位

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

※詳しくは店頭でご確認ください

第12回　全国ラジオ歌謡音楽祭

9月23日(日曜)　13:30開演 秋田市文化会館 前売券：￥1,500

《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

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

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№257号（平成30年9月20日発行）

吉　幾三 吉幾三45周年ファイナルコンサート

花ふたたび キム・ヨンジャ なみだの峠

勝負の花道 氷川きよし プロポーズ

哀愁北岬 服部浩子 さらせ冬の嵐

備　考発売日 歌　手　名 アルバムタイトル

山内惠介

みれん船 鏡五郎 みれん節 水雲-MIZUMO-

津軽おとこ節 北山たけし 今日という日に感謝して

純烈

天竜流し 福田こうへい 鬼灯 上杉香緒里

いごっそ魂 三山ひろし じょんがらひとり旅 エドアルド

朝花美穂

弥太郎鴉 中村美律子 くちなし雨情

吉村　明紘 吉村明紘～リクエスト12～

NHK DVD デビュー10周年記念　三山ひろし　飛翔

永井　裕子 コンサート2018　夢道 ROAD TO 2020

丘みどりコンサート IN　中野サンプラザ2018（仮）

山川豊

村井健二×高田由香

下町純情 辰巳ゆうと

VIVA・LA・VIDA! 五木ひろし 川反ブルース

杜このみ

ブラザー 北島兄弟 鳰の湖 丘みどり

みれん船 鏡五郎 10月1日 未定

男の火花じょんがらひとり旅

片時雨

推薦曲 歌手名 放送日 推薦曲

備考

9月24日

歌手名

曲名 歌手名 曲名 歌手名

岩本公水 9月17日 哀愁北岬

9月3日

雪の絶唱 岩本公水 もぐら

哀愁子守唄 和田青児 伊良湖水道

男の火花 大川栄策

舟木　一夫 LIVE BEST～「その人は昔」のテーマ～

歌　手　名

片時雨

北川裕二

斬波

野村美菜

10月10日（水曜）／10月17日（水曜）　※ただし変更の可能性あり

営業時間：月曜～日曜（平日・土日・休日共通）　午前10時～午後7時

9月10日

岩本公水 明日への手拍子 村木弾

今後の店休日予定　★定休日：毎月第2・第3水曜

花が咲いている 石川さゆり

服部浩子8月27日

大川栄策

放送日

エドアルド

伊豆しぐれ

発売日 ビデオタイトル

吉　幾三 吉幾三全曲集～男うた～

三山　ひろし

丘　みどり


