
ＬＰ盤

歌手名（ひらがな） 歌手名（漢字） タイトル名

かしやまふみえ 樫山文枝 私の子守唄23

17 かさいきみこ 葛西きみこ TOKYO SPECIAL

21 かしおぺあ カシオペア アイズ・オブ・マインド

カシオペア ジャイブ・ジャイブ

20 かしおぺあ カシオペア クロス・ポイント

25 かぜ 風 ファーストアルバム

24 かしわばらよしえ 柏原芳恵 Monument

22 かじめいこ 梶芽衣子 はじき詩集

破れたハートを売り物に

11 かいばんど 甲斐バンド 地下室のメロディ

12

15 かぐやひめ かぐや姫 かぐや姫ＬＩＶＥ

14 かぐやひめ かぐや姫 三階建の詩

9 かいばんど 甲斐バンド

かぐやひめ かぐや姫

13 かぐやひめ かぐや姫

10 かいばんど 甲斐バンド

かいばんど 甲斐バンド MILLION DOLLARS NIGHT

3 かいえんたい 海援隊 海援隊が行く

8 かいばんど 甲斐バンド 英雄と悪漢

7 かいばんど 甲斐バンド ガラスの動物園

6 かいばんど 甲斐バンド LOVE MINUS ZERO

1

2 かいえんたい 海援隊

かいえんたい 海援隊 望郷篇

マイ　ジェネレーション

一場春夢／武道館ライブ

はじめまして

さあどＰＡＮＡＭ

かぐやひめ かぐや姫

5 かいばんど 甲斐バンド Kai Band Story

4

カシオペア ミント・ジャムス

ALL SONGS 116

26 かぜ 風 セカンドアルバム

18 かしおぺあ

19 かしおぺあ



葛城ユキ ボヘミアン30 かつらぎゆき

53 かやまゆうぞう 加山雄三 加山雄三

52 かまやつひろし かまやつひろし Best Collection

51 かねこゆかり 金子由香利 夜よさようなら

50 かねこゆかり 金子由香利 BEST COLLECTION

49 かねこゆかり 金子由香利 時は過ぎてゆく

48 かねこまり 金子マリ WE GOT TO

47 かないゆうこ 金井夕子 チャイナローズ

46 かどまつとしき 角松敏生 AFTER 5 CLASH

44 かとうときこ 加藤登紀子 加藤登紀子リサイタル

43 かとうときこ 加藤登紀子 1971年3月30日ｻﾝｹｲﾎｰﾙ

42 かとうときこ 加藤登紀子 夢の人魚

41 かとうときこ 加藤登紀子 灰色の瞳／黒の舟唄

40 かとうときこ 加藤登紀子 愛はすべてを赦す

加藤登紀子 回帰船

38 かとうときこ 加藤登紀子 愛のくらし／知床旅情　             　

37 かとうときこ 加藤登紀子 ロシアのすたるじい

いく時代かがありまして

35 かとうときこ 加藤登紀子 日本哀歌集／知床旅情

34 かとうときこ 加藤登紀子 悲しみの集い

色即是空

32 かとうときこ 加藤登紀子 OUT OF BORDER

31 かどあさみ 門あさ美 麗

寡黙

28 かたひらなぎさ 片平なぎさ 愛のセレナーデ

27 かぜ 風 海風

29 かつらぎゆき 葛城ユキ

33 かとうときこ 加藤登紀子

36 かとうときこ 加藤登紀子

39 かとうときこ

45 かとうときこ 加藤登紀子 私の中のひとり



78 きしようこ 岸洋子 ベスト２０

77

カンツォーネ全集

きしようこ 岸洋子 ダブルデラックス

76 きしようこ 岸洋子 希望

75 きしようこ 岸洋子

74 きしださとし 岸田智史 パーマネントブルー

73 きしださとし 岸田智史 僕が通り過ぎた日々

72 きしださとし 岸田智史 モーニング

71 きくちももこ 菊池桃子 テラ戦士ＢＯＹ

70 かわなかみゆき 川中美幸 あなたひとすじ

69 かわしまえいご 河島英五 仁醒

68 かわしまえいご 河島英五 てんびんばかり

67 かわしまえいご 河島英五 信望

66 かわさきけいぞう 川崎敬三 ふれあいの海

65 がろ ガロ がろ２

64 かるめんまき カルメン・マキ 閉ざされた町

63 かるめんまき カルメン・マキ カルメンマキ＆オズ

62 かりゅうど 狩人 出逢った人に

61 からすませつこ 烏丸せつこ Kiss me

59 かやまゆうぞう 加山雄三 ハワイの休日

58 かやまゆうぞう 加山雄三 加山雄三のすべて

57 かやまゆうぞう 加山雄三 インユアハートVol.２

56 かやまゆうぞう 加山雄三 インユアハートVol.１

55 かやまゆうぞう 加山雄三 海その愛

54 かやまゆうぞう 加山雄三 １９７６武道館ライブ

Chanson Golden Albumきしようこ 岸洋子80

きしようこ 岸洋子 岸洋子ベスト　79

60 かやまゆうぞう 加山雄三 加山雄三全曲集



北島三郎 心の旅路98

きすぎたかお 来生たかお Biography Ⅱ

きすぎたかお 来生たかお Visitor

きすぎたかお 来生たかお 夢の途中

きすぎたかお 来生たかお オーディナリィ

きすぎたかお 来生たかお ONLY YESTERDAY

きすぎたかお 来生たかお Natural menu

きたじまさぶろう 北島三郎 その女をたずねて

きたじまさぶろう 北島三郎 その女をたずねて２

きたじまさぶろう 北島三郎 なみだ船から盃まで

きたじまさぶろう 北島三郎 魅力のすべて

きたじまさぶろう 北島三郎 仁義

きたじまさぶろう 北島三郎 これが艶歌だ

きたじまさぶろう 北島三郎 人生の並木路

きたじまさぶろう 北島三郎 艶歌ひとすじ２

きたじまさぶろう 北島三郎 艶歌ひとすじ６

きたすみせい 北炭生 ページ９９

きたじまさぶろう 北島三郎 ソーラン仁義から・・・

きたじまさぶろう

きたはらみれい 北原ミレイ 失われた時を求めて

きたやまおさむ 北山修 ピエロのサム

きたろう 喜多郎 シルクロード天竺

きたろう 喜多郎 飛雲

きたろう 喜多郎 絲綢之路

きたろう 喜多郎 絲綢之路Ⅱ

きたろう 喜多郎 敦煌

きたろう 喜多郎 気

81

82

83

84

85

86

88

89

90

91

92

93

94

95

96

99

100

101

97

102

103

104

105

106

107

87 きすぎたかお 来生たかお SPARKLE



120 きゃろる キャロル FUNKY MONKEY BABY

きりしまのぼる 霧島昇 旅の夜風

くーるす クールス ベストセレクション

きゃんでぃーず キャンディーズ 春一番

きゃんでぃーず キャンディーズ 早春譜

きゃんでぃーず

きたろう 喜多郎 OASIS

きたろう 喜多郎 １０００年女王

きたろう 喜多郎 天界

きっかわこうじ 吉川晃司 MODERN TIME

きっかわこうじ 吉川晃司 GLAMOROUS JUMP

きっかわこうじ 吉川晃司 MAIN DISH

きっかわこうじ 吉川晃司 INNOCENT SKY

きっかわこうじ 吉川晃司 beat goes on

きっかわこうじ 吉川晃司 LA VIE EN ROSE

きゃろる キャロル GOOD BYE

きっかわだんじゅうろう 吉川団十郎 吉川団十郎一座

きっかわこうじ

キャンディーズ キャンディーズベスト

きゃんでぃーず キャンディーズ 危ない土曜日

きょうもとまさき 京本政樹 虚飾のカサノバ

きょうもとまさき 京本政樹 My Present

くーるふぁいぶ クールファイブ 逢わずに愛して

くーるふぁいぶ クールファイブ 内山田洋とｸｰﾙﾌｧｲﾌﾞ

くーるふぁいぶ クールファイブ 内山田洋とｸｰﾙﾌｧｲﾌﾞⅡ

くーるふぁいぶ クールファイブ 夜のバラード

くーるふぁいぶ クールファイブ 愛の扉

くーるふぁいぶ クールファイブ ｸｰﾙﾌｧｲﾌﾞｵﾝｽﾃｰｼﾞｱﾝｺｰﾙ

108

109

110

111

112

113

114

115

116

119

118

117

121

122

123

124

125

126

129

130

128

127

131

132

133

134

吉川晃司 RAIN-DANCEが聞こえる



くーるふぁいぶ クールファイブ クールファイブベスト２８

くーるふぁいぶ クールファイブ クールファイブ第７集

くーるふぁいぶ クールファイブ 演歌の旅路

くーるふぁいぶ クールファイブ 心がわり

くーるふぁいぶ クールファイブ 内山田洋とｸｰﾙﾌｧｲﾌﾞ

くさかりまさお 草刈正雄 草刈正雄セカンド

くーるふぁいぶ クールファイブ ｸｰﾙﾌｧｲﾌﾞﾘｻｲﾀﾙ

くさかりまさお 草刈正雄 華麗なる刑事

くすのせせいしろう 楠瀬誠志郎 冒険者たち

くすのきしげお 楠繁夫 全集

ぐっばい ALL YOU NEED IS THE GOOD-BYE にくめないのがにくいのさ

ぐっばい The Good-Bye Good Vibrations

くぼたさき 久保田早紀 夢がたり

くぼたさき 久保田早紀 天界

くぼたさき 久保田早紀 エアメールスペシャル

くぼたとしのぶ 久保田利伸 SHAKE IT PARADISE

くぼたとしのぶ 久保田利伸 GROOVIN

ぐりーんれくいえむ グリーンレクイエム オリジナルアルバム

くりすたるきんぐ クリスタルキング ファースト

ぐれーぷ グレープ グレープ／三年坂

ぐれーぷ グレープ グレープ／せせらぎ

ぐれーぷ グレープ 精霊流し

グレープ コミニュケーション

くわたばんど 桑田バンド NIPPON NO ROCK BAND

ぐれーぷ

かもめはかもめ

こいずみきょうこ 小泉今日子 Today's Girl

けんなおこ 研ナオコ

Celebrationこいずみきょうこ 小泉今日子

140

145

146

147

148

135

136

137

138

139

149

150

151

152

157

158

141

142

144

143

161

153

159

160

154

155

156



ヤマトナデシコ七変化

艶姿ナミダ娘

郷ひろみ HIROMI ON STAGE

167 ごうひろみ 郷ひろみ ヒーロー

166 ごうひろみ

こいずみきょうこ

小泉今日子

太陽の誘惑小泉今日子

こいずみきょうこ

169 こがまさお 古賀政男 古賀政男と共に・明大マンドリン

179

180

163

164

165

168

181

182

178

171

172

173

174

175

176

177

183

185

187

186

188

ごうひろみ 郷ひろみ マイコレクション

８０スペシャルリサイタル

こしばたいぞう 小柴大造 ビリーブミー

こしじふぶき 越路吹雪

ごだいご ゴダイゴ マジックカプセル

ごだいご ゴダイゴ 西遊記

こいずみきょうこ 小泉今日子 メロディーズ

想い出まくら

ロングリサイタル’７９

こしじふぶき 越路吹雪 越地吹雪のすべて

こさかきょうこ 小坂恭子

こしじふぶき 越路吹雪

こがまさお 古賀政男 ｺｶﾞｷﾞﾀｰ、ﾛﾏﾝﾃｨｶのすべて

こさかあきこ あなた小坂明子

こどもばんど KODOMO BAND ノーギミック

ごだいご ゴダイゴ DEAD END

ごだいご ゴダイゴ OUR DECADE

こときよの 古都清乃 加茂川ブルース

こばやしあきこ 小林明子 FALL IN LOVE

古賀政男 我が心の歌唱

こばやしあきこ 小林明子 TRUE LOVE

170 こがまさお

いちばん星184 ごだいみちこ 五大路子

162

おもちゃの箱第一幕

ごだいご ゴダイゴ CMｿﾝｸﾞｸﾞﾗﾌｨﾃｨ

越美晴 オンザストリートこしみはる

こしみはる 越美晴



215

こばやしあきら 小林旭 さすらいの道

191

194

189

192

190

193

こんどうまさひこ 近藤真彦 サマーインティアーズ

こんどうまさひこ 近藤真彦 Shining

こばやしあきら 小林旭 北へ・昔の名前で出ています

こばやしあきら 小林旭 北帰行／黒い傷跡のブルース

こばやしさちこ 小林幸子 おもいで酒

春夏秋冬

こひるいまきかほる 小比類巻かほる アイムヒア

こひるいまきかほる 小比類巻かほる Heart on Parade

こばやしあきら 小林旭 ﾏｲﾄｶﾞｲｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾋｯﾄ

ｷﾞﾝｷﾞﾗｷﾞﾝにさりげなく

こんどうまさひこ 近藤真彦 WINNING

こんどうまさひこ 近藤真彦 1987 LIVE SINGLES

207 こんどうまさひこ 近藤真彦 嵐を呼ぶ男

BANZAI

こんどうまさひこ 近藤真彦 THE  MATCHY

こんどうまさひこ 近藤真彦 ブルージーンズ　メモリー

こんどうまさひこ 近藤真彦 Blue City /Kizuna

こんどうまさひこ 近藤真彦

Thank 愛 You

こんどうまさひこ 近藤真彦 Rising

204

195

196

こんどうまさひこ 近藤真彦

ヒットアルバム

205

206

199

200

こばやしあきら 小林旭

201

昨日・今日・明日

ころんびあろーず コロンビアローズ リンゴの花は咲いたけど

こやなぎるみこ 小柳ルミ子 あたらしい友達

こやなぎるみこ 小柳ルミ子 愛に甦える

こばやしさちこ 小林幸子 幸子抄

春のおとずれ

こやなぎるみこ

202

197

198

こやなぎるみこ 小柳ルミ子

こやなぎるみこ 小柳ルミ子

214

211

212

213

203

こんどうまさひこ 近藤真彦

208

209

210

小柳ルミ子


