
ＬＰ盤

歌手名（ひらがな） 歌手名（漢字） タイトル名

竹田の子守唄19 あかいとり 赤い鳥

9 あおいひろこ 葵ひろ子 ひるの民謡

26 あさおかめぐみ 麻丘めぐみ

8 あおいひろこ 葵ひろ子 思い出は水色の詩

6 あーるしーさくせしょん ＲＣサクセション BEAT POPS

24 あぐねすちゃん アグネスチャン やさしさ知らず、ハート通信

ベストコレクション

25 あぐねすちゃん アグネスチャン あなたにありがとう

22 あぐねすちゃん アグネスチャン ファミリーコンサート

23 あぐねすちゃん アグネスチャン アグネスの小さな日記

20 あきもとなおみ 秋本奈緒美 THE 20th ANNIVERSARY

21 あぐねすちゃん アグネスチャン フラワーコンサート

17 あおやまかずこ 青山和子 花のステージ

18 あかいとり 赤い鳥 美しい星

13 あおえみな 青江三奈 ブルースを唄う

14 あおえみな 青江三奈 スーパーデラックス

15

12 あおえみな 青江三奈

あおえみな 青江三奈

16 あおえみな 青江三奈

10 あおえみな 青江三奈 池袋の夜

11 あおえみな 青江三奈 豪華盤

5 あーるしーさくせしょん ＲＣサクセション MIX & MIX-ER

7 あいど 愛奴 愛奴

3 あーるしーさくせしょん ＲＣサクセション EPLP-2

4 あーるしーさくせしょん ＲＣサクセション OK

1

2 あーるしーさくせしょん ＲＣサクセション

あーるしーさくせしょん ＲＣサクセション FEEL SO BAD

盛り場の女を唄う

EPLP

長崎ブルース

恍惚のブルース



48

27

あらいゆみ 荒井由実 MISSLIM

あさおかめぐみ 麻丘めぐみ ベストコレクション'75

29 あすかぐみ あすか組 音楽編あるばむ

52 ありす アリス 限りなき挑戦

53 ありす アリス アリスⅡ

50 ありす アリス 栄光への脱出

51 ありす アリス エンドレスロード

47 あらいゆみ 荒井由実 ユーミンブランド

49 あらきゆみこ 荒木由美子 ﾕﾐｺｲﾝﾚｲﾆｰﾌﾞﾙｰ

45 あらいゆみ 荒井由実 １４番目の月

46 あらいゆみ 荒井由実 コバルトアワー

43 あゆかわまみ 鮎川麻弥 夢色チェイサー

44 あらいゆみ 荒井由実 ひこうき雲

41 あまちまり 天地真理 恋する夏の日

42 あまちまり 天地真理 デラックスシリーズ

39 あまちまり 天地真理 水色の恋／涙から明日へ

40 あまちまり 天地真理 ちいさな恋／ひとりじゃないの

37 あほうどり 阿呆鳥 ドラマチック

38 あまざきかつじ 尼崎勝司 LE BACCARAT

35 あべやすひろ 安部恭弘 SLIT

36 あほうどり 阿呆鳥 壁にかけた地図

33 あべしずえ あべ静江 みずいろの手紙

34 あべやすひろ 安部恭弘 Hold Me Tight

30 あずさみちよ 梓みちよ グラスにうつる愛の詩

32 あべしずえ あべ静江 DISCOGRAPHY

演歌熱唱31 あつみじろう 渥美二郎

28 あさくらみき 麻倉未稀 Dancin' M



80 あんなじゅん 安奈淳 安奈淳の世界

77 あんぜんちたい 安全地帯 安全地帯Ⅲ

78 あんぜんちたい 安全地帯 安全地帯Ⅳ

75 あんぜんちたい 安全地帯 Remember to Remember

76 あんぜんちたい 安全地帯 安全地帯Ⅱ

73 あるふぃー アルフィー ALMIGHTY

74 あろーないつ アローナイツ 熱唱集

71 あるふぃー アルフィー 讃集詩

72 あるふぃー アルフィー 駆け抜けろアルフィー

69 あるふぃー アルフィー THE BEST SONGS

70 あるふぃー アルフィー doubt,

67 あるふぃー アルフィー FOR YOUR LOVE

68 あるふぃー アルフィー AGES

65 あるふぃー アルフィー THE RENAISSANCE

66 あるふぃー アルフィー PAGE ONE

63 あるふぃー アルフィー ALFEE'S LAW

64 あるふぃー アルフィー TIME AND TIDE

60 ありす アリス 結成１０周年記念

62 あるふぃー アルフィー UKBreakfast

58 ありす アリス アリスⅧ

59 ありす アリス ﾒﾓﾘｱﾙ1976-1979

56 ありす アリス アリスⅥ

57 ありす アリス アリスⅦ

54 ありす アリス アリスⅢ

55 ありす アリス アリスⅤ

アリスIX 謀反61 ありす アリス

安全地帯ﾗｲﾌﾞ　ｴﾝﾄﾞﾚｽ79 あんぜんちたい 安全地帯



82 あんべみつとし あんべ光俊 オリンポスの果実

81 あんべみつとし あんべ光俊 碧空と海のすき間から

メディテイションあんり 杏里

あんり 杏里 SUMMER FAREWELLS

あんり 杏里 TIMELY

あんり 杏里 COOOL

杏里 APRICOTJAM

い　そんえ 李　成愛 納沙布岬

あんり 杏里 MYSTIQUE

アンルイス あヽ無情

い　そんえ 李　成愛 リサイタル

いいじままり 飯島真理 ロゼ

いいじままり 飯島真理 ブランシュ

いえろーまじっく イエローマジック SOLID STATE SURVIVOR

飯島真理いいじままり 遥かな微笑み

いいじままり

いえろーまじっく イエローマジック YELLOW MAGIC ORCHESTRA

いえろーまじっく イエローマジック XOO MULTIPLIES

いえろーまじっく イエローマジック Ｘ∞マルティプライズ

いがらしひろあき 五十嵐浩晃 愛は風まかせ

いけださとし 池田聡 JOY AND PAIN

いしいあけみ 石井明美 Mona Lisa

いしかわさゆり 石川さゆり 暖流

92

83

84

85

86

87

91

93

94

100

101

95

102

103

104

105

90 あんるいす

106

107

いいじままり 飯島真理

ソングブック

ｍｉｄｏｒｉ

ＶＡＲＩＥＥ

98 いいじままり 飯島真理 ﾏｸﾛｽ・SONGSｺﾚｸｼｮﾝ

飯島真理96

97

いいじままり 飯島真理99

89 あんり 杏里 ﾄﾗﾌﾞﾙｲﾝﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

88

あんり



134 いつきひろし 五木ひろし

117

石野真子

いしのまこ 石野真子 マイコレクション

いしのまこ MAKOⅡ

いしはらゆうじろう 石原裕次郎

いつきひろし 五木ひろし

ひろしとギター６

いしかわさゆり 石川さゆり 演歌一直線

いしかわさゆり 石川さゆり 沈丁花

いしかわせり 石川セリ ときどき私は

いしかわさゆり 石川さゆり 能登半島

MY FIRST RECITAL

いしかわゆうこ 石川優子 FLY AWAY

いしかわゆうこ 石川優子 YUKO THE BEST

石原裕次郎 ヒット歌謡ベスト３０

いしはらゆうじろう 石原裕次郎 魅惑のベストヒット３０

いしかわゆうこ 石川優子 LOVE FEELING

いしだあゆみ いしだあゆみ

五木ひろし

大谷直子ナレーションで綴る

いしはらゆうじろう

いしはらゆうじろう 石原裕次郎 ヒット全集魅惑の歌声２

いしはらゆうじろう 石原裕次郎 演歌競演

石原裕次郎 甦る太陽

ひろしとギター４

ひろしとギター５いつきひろし133

115

118

119

121

120

123

131

125

126

122

130

110

111

112

116

127

124

113

108

109

114

魅惑のデュエットベスト１２

128

129

石原裕次郎

いしはらゆうじろう

いしはらゆうじろう

いしはらゆうじろう

いしはらゆうじろう

石原裕次郎

ヒット全集魅惑の歌声１

二人の旅路

時間よお前は

五木ひろし

いしはらゆうじろう

132

石原裕次郎

いしはらゆうじろう 石原裕次郎

いつきひろし

ファーストリサイタル

いつきひろし 五木ひろし 古賀政男作品集

石原裕次郎 郷愁

ゴールデンヒット全２０曲

いしはらゆうじろう

石原裕次郎



いつきひろし 五木ひろし 愛の始発

いつきひろし 五木ひろし ライブ３　浜昼顔

いつきひろし 五木ひろし ゴールドディスク１２枚

昭和歌謡史５０年

いつきひろし 五木ひろし なつかしの歌アルバム

いつきひろし 五木ひろし

五木ひろし 長崎、よこはま、みなと唄

いつきひろし 五木ひろし 謳いあげる演歌の真髄

いつきひろし

いつきひろし 五木ひろし 哀恋歌

いつきひろし 五木ひろし 夜空、別れの鐘の音

いつきひろし 五木ひろし 流転

いつきひろし 五木ひろし 幸せさがして

いっせいふうびせぴあ 一世風靡セピア 道に落ちていた男

いつつのあかいふうせん 五つの赤い風船 ラストアルバム

いつつのあかいふうせん 五つの赤い風船 ﾌｫｰｸｱﾙﾊﾞﾑ第一集

いつつのあかいふうせん 五つの赤い風船 ﾌｫｰｸｱﾙﾊﾞﾑ第二集

いつつのあかいふうせん 五つの赤い風船 ベストアルバム

いつわまゆみ 五輪真弓 恋人よ

いっぷうどう 一風堂 RADIO FANTASY

いつわまゆみ 五輪真弓 残り火

いつわまゆみ 五輪真弓 マリオネット

いつわまゆみ 五輪真弓 岐路

いつわまゆみ 五輪真弓 さよならだけは言わないで

いつわまゆみ 五輪真弓 窓ーせめて愛をー

いつわまゆみ 五輪真弓 少女

いつわまゆみ 五輪真弓 THE BEST

いつわまゆみ 五輪真弓 蒼空

いつわまゆみ 五輪真弓 風の詩

139

140

141

142

135

136

137

138

143

146

147

148

144

145

154

155

156

157

149

150

152

153

151

158

159

160

161



暁に祈る

いとうひさお 伊藤久雄 イヨマンテの夜・全２４曲

いつわまゆみ 五輪真弓 えとらんぜ

五輪真弓 時の流れに

いとうさきこ 伊藤咲子 ベストコレクション

いつわまゆみ

いつわまゆみ 五輪真弓 熱いさよなら

伊藤麻衣子 不良少女とよばれて

いとうみなこ 伊藤美奈子 Tenderly

いとうゆかり

稲垣潤一 Shylights

いながきじゅんいち 稲垣潤一 J.I／稲垣潤一

いとうゆかり 伊東ゆかり ゆかりデラックス

何か言い忘れたようで

いながきじゅんいち 稲垣潤一 ２４６：３ＡＭ

いながきじゅんいち 稲垣潤一 Personally

因幡晃 暮色

いなばあきら 因幡晃 うすあかり

いながきじゅんいち 稲垣潤一 COMPLETE

いなばあきら 因幡晃

因幡晃 静炎

いのうえあきら 井上鑑 予言者の夢

いなばあきら 因幡晃 セレナーデ

いのうえあきら 井上鑑 SPLASH

いなばあきら

いなばあきら

いながきじゅんいち

いとうまいこ

162

163

165

166

164

167

171

173

174

169

172

168

170

180

181

182

183

176

177

178

179

184

185

187

188

186

伊藤敏博 サヨナラ模様

伊藤久雄 湖上の尺八

いとうとしろう いとう敏郎

いとうとしひろ

いとうひさお 伊藤久雄

伊藤咲子 乙女のワルツ

いとうひさお

175

いとうゆかり 伊東ゆかり ゆかりとともに

いとうさきこ

魅せられしギター

伊東ゆかり ゆかりのすべて



203 いのうえようすい 井上陽水 GOOD PAGES

いのうえようすい 井上陽水 氷の世界

いのうえたかゆきばんど 井上尭之バンド 太陽にほえろ

いのうえようすい 井上陽水 "WHITE"

いのうえようすい 井上陽水 断絶

いのうえようすい 井上陽水 陽水Ⅱセンチメンタル

いのうえようすい

189

191

192

193

190

199

200

201

202

194

195

196

198

197

いのうえようすい

いのうえようすい 井上陽水 ９．５カラット

いのうえようすい 井上陽水 二色の独楽

井上陽水 東京ワシントンクラブいのうえようすい

いのうえようすい 井上陽水 招待状のないショー

いのうえようすい 井上陽水 陽水スペシャル

204 いるか イルカ イルカライブ

いのうえようすい 井上陽水 あやしい夜をまって

206 いるか イルカ いつか冷たい雨が

205 いるか イルカ あしたの君へ

208 いわさきひろみ 岩崎宏美 ベストヒットアルバム

207 いるか イルカ 植物誌

210 いわさきひろみ 岩崎宏美 ウイズベストフレンズ

209 いわさきひろみ 岩崎宏美 岩崎宏美のすべて

212 いわさきひろみ 岩崎宏美 夕暮れからひとり

211 いわさきひろみ 岩崎宏美 飛行船

214 いわさきひろみ 岩崎宏美 タッチミー

213 いわさきひろみ 岩崎宏美 思秋期から男と女

215 いわさきひろみ 岩崎宏美 ロマンティックコンサート

井上陽水 ライオンとペリカン

井上陽水 スニーカーダンサー

いのうえただお 井上忠夫 DANCING SHADOWS



219 いわさきもとよし 岩崎元是 ＨＥＡＲＴ　ＷＡＳＨ

えぬえすぴ ＮＳＰ ライブ235

うえだちか 上田知華

いわぶちまこと221 岩渕まこと スパームーン

218

241

242

239

237

222

224

いわさきひろみ 岩崎宏美 あおぞら

えぽ ｅｐｏ COMPACT CLUB

240 えぽ ｅｐｏ うわさになりたい

えぽ ｅｐｏ グッディーズ

DOWN TOWN

えぽ ｅｐｏ JOEPO

238 えぽ ｅｐｏ HI-TOUCH-HI-TECH

えぽ ｅｐｏ ビタミンＥＰＯ

236 えぽ ｅｐｏ

KARYOBIN(4)

223 うえだまさき 上田正樹 ぼちぼちいこか

プライベートファイル

225 うえだまさき 上田正樹 抱きしめたい

うえだまさき

みゆき

227 うざきりゅうどう 宇崎竜童 BLOSSOM-35

226 うえだまさき 上田正樹 SOUTH TO SOUTH

おいろなおし

230 えぬえすぴ ＮＳＰ シャツのほころび　涙のかけら

229 えぐちようすけ 江口洋介 レディトゥゴー

ＮＳＰ

231 えぬえすぴ ＮＳＰ

228 えいちつーおー Ｈ2Ｏ

上田正樹

234 えぬえすぴ ＮＳＰ 青春のかけら達

233 ＦＩＲＳＴ

232 えぬえすぴ ＮＳＰ 彩雲

えぬえすぴ

いわさきひろみ 岩崎宏美

１０カラットダイヤモンド

パンドラの小箱

岩崎宏美

220 いわさきよしみ 岩崎良美 タッチ

216

217 いわさきひろみ



260

261

262

263

264

265

266

267

269

254

255

256

257

258

259

248

249

250

251

252

253

243

246

247

おおえせんり 大江千里 Bedtime Stories

おおたひろみ 太田裕美 Best of Best

おおたひろみ 太田裕美

旅先からの手紙大谷直子おおたになおこ

おおたたかこ 太田貴子

おおたたかこ 太田貴子 GENKI200%MANZOKU

HIROMI OHTA

おおたたかこ 太田貴子

BACKSEAT LOVERS

みんなGENKI

おおたたかこ

おおたたかこ 太田貴子 WANT

おおたたかこ 太田貴子 ロンググッドバイ

TRUTH

おおさわよしゆき 大沢誉志幸 BEYOND INFINITY

おおさわよしゆき 大沢誉志幸 SCRAP STORIES

おおさわよしゆき 大沢誉志幸 SCOOP

おおさわよしゆき 大沢誉志幸 CONFUSION

おおかわえいさく 大川栄策 ゴールデンスターワイドデラックス

おおさわよしゆき 大沢誉志幸 まずいリズムでベルが鳴る

おおかわえいさく 大川栄策 路傍の花

おおかわえいさく 大川栄策 孤独の唄

おおかわえいさく 大川栄策 ふるさとの演歌

おおかわえいさく 大川栄策 大川栄策の流し唄２

おおかわえいさく 大川栄策 目ン無い千鳥

おおかわえいさく 大川栄策 有線ヒット

おおがみるりこ 大上留利子 Typhoon Lady

おおかわえいさく 大川栄策 大川栄策の流し唄

太田貴子 POP STATION

おおたたかこ 太田貴子

268

AVEC

244 おおえせんり 大江千里 OLINPIC

245 おおえせんり 大江千里



太田裕美 手作りの画集

おーやんふぃーふぃー 欧陽非非 MY LOVE AGAIN

大原麗子 愛のつづれ織りおおはられいこ

大橋純子 HOT LIFE

おおはしじゅんこ 大橋純子 フラッシュ

大橋純子 ペイパームーン

おおはしじゅんこ

おおはしじゅんこ

おおはしじゅんこ 大橋純子 大橋純子の世界Ⅱ

大橋純子 ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞｱﾙﾊﾞﾑ

おおはしじゅんこ 大橋純子 クリスタルシティー

おおはしじゅんこ

大橋純子 たそがれマイラブ

おおはしじゅんこ 大橋純子 大橋純子の世界

大橋純子 フルハウス

おおはしじゅんこ

おおはしじゅんこ

おおばくみこ 大場久美子 春のささやき

おおばくみこ 大場久美子 微笑のメロディー

おおつきみやこ 大月みやこ 雨がやんだら

おおともゆうこ 大友裕子 絆

おおつきみやこ 大月みやこ ダブルデラックス

おおつきみやこ 大月みやこ ナツメロベストアルバム

太田裕美 １２ページの詩集

おおつかはくどう 大塚博堂 もう子供でも鳥でもないんだから

おおたひろみ 太田裕美 １２月の旅人

おおたひろみ

おおたひろみ

おおたひろみ 太田裕美 まごころ

おおたひろみ 太田裕美 心が風邪をひいた日

おおたひろみ 太田裕美 青春時代～木綿のハンカチーフ

おおたひろみ 太田裕美 ヒット全曲集

おおたひろみ

295

296

270

271

272

273

294

277

288

289

290

291

292

284

おかざきゆき

283

274

285

281

275

278

279

280

293

岡崎友紀

286

287

花びらの涙

276

282

太田裕美 Coquettish



おぐらけい 小椋佳 初恋地獄編

おぐらけい 小椋佳 心の壁

おぐらけい 小椋佳 マルコポーロの冒険

おぐらけい 小椋佳 10月は黄昏の国

おぐらけい 小椋佳 泣かせて

おぐらけい 小椋佳 雨

おぐらけい 小椋佳 長距離電話

おぐらけい 小椋佳 夢追い人

おぐらけい 小椋佳 風の鏡

おぐらけい 小椋佳 ほんの二つで死んでゆく

おぐらけい 小椋佳 渡良瀬逍遥

おぐらけい 小椋佳 遠ざかる風景

おぐらけい 小椋佳 543210

ノンストッパー

小椋佳 帰っちゃおうかな

おぐらけい 小椋佳 道草

おかもとあきお 岡本章生 想い出のサンフランシスコ

おぎのめようこ 荻野目洋子

おかむらたかこ 岡村孝子 夢の樹

おぐらけい 小椋佳 残された憧憬

おぐらけい 小椋佳 彷徨

おぐらけい

おかむらたかこ 岡村孝子 After Tone

おかむらたかこ 岡村孝子 ソレイユ

おかばやしのぶやす 岡林信康 狂い咲き

おかはるお 岡晴夫 ベスト

おかばやしのぶやす 岡林信康 街はステキなカーニバル

おかばやしのぶやす 岡林信康 ベストコレクション

おかばやしのぶやす 岡林信康 岡林信康の世界

298

299

300

301

297

306

307

308

309

302

303

304

305

314

315

316

317

310

311

312

313

322

323

318

319

320

321



おざきゆたか 尾崎豊 卒業

おざきゆたか

350

おざきゆたか

おふこーす オフコース MADE IN LOVE

おふこーす オフコース Only Just Begun

おふこーす オフコース スリーアンドトゥ

おふこーす オフコース Back Streets of Tokyo

おふこーす オフコース フェアウェイ

おふこーす オフコース The Best Year of My Life

おふこーす オフコース We are

おふこーす オフコース 秋ゆく街で

おふこーす オフコース SONG IS LOVE

おふこーす オフコース I LOVE YOU

おふこーす オフコース セレクション

おふこーす オフコース この道をゆけば

おのけんじ 小野健児 ORUSH

おふこーす オフコース ジャンクション

おばたみのる 小畑実

おとこぐみ 男闘呼組 ファーストアルバム

おにゃんこくらぶ おニャン子クラブ PANIC THE WORLD

尾崎豊 Tropic of Graduation

おざききよひこ 尾崎紀世彦 ベストアルバム

おざききよひこ 尾崎紀世彦 また逢う日まで

尾崎豊 through the broken door

おざききよひこ 尾崎紀世彦 KIYOHIKO OZAKI No3

おざききよひこ 尾崎紀世彦 ふたりは若かった

おざきあみ 尾崎亜美 MERIDIAN MELON

おざきあみ 尾崎亜美 ストップモーション

おざきあみ 尾崎亜美 PRISMY AMII324

325

330

331

332

334

326

327

328

329

340

341

342

343

335

336

338

339

337

348

349

333

344

345

346

347



およげたいやきくん およげたいやきくん

僕の贈りもの

ワインの匂い

おふこーす オフコース as close as possible

おふこーす

オフコース

オフコース

351

352

353

およげたいやきくん

354

357

おふこーす

おふこーす

355 おふこーす オフコース

356

オフコース NEXT

LOVE I

おめがとらいぶ オメガトライブ Navigator


