
ＬＰ盤

歌手名（ひらがな） 歌手名（漢字） タイトル名

16 さいとうもきち 斎藤茂吉 紅い光の風景

ニューホライズン

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾋｯﾄﾃﾞﾗｯｸｽ(CD-4)

サーカスブティック

ベスト２４デラックス

ララル

ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞトゥﾗﾌﾞ

さいじょうひでき 西城秀樹

青春シャワー

1

2 さーかす サーカス

さーかす サーカス

3 さーかす サーカス

4 さーかす サーカス サーカス１

5 さーかす サーカス WONDERFUL MUSIC

6 さいごうてるひこ 西郷輝彦 初恋によろしく

7 さいじょうしろう 斉条史朗 恋女房

8 さいじょうひでき 西城秀樹 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾋｯﾄﾃﾞﾗｯｸｽ

9 さいじょうひでき 西城秀樹

13 さいとうまこと 斎藤誠

10 さいじょうひでき 西城秀樹 ｵﾘｼﾞﾅﾙｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾋｯﾄ曲集

11 さいじょうひでき 西城秀樹 ビッグゲーム’７９ヒデキ

12

14 さいとうまこと 斎藤誠 Be-Gray

15 さいとうまこと 斎藤誠 Mrs.MAGIC SOMEDAY SOMEWHERE

17 さいとうやすひこ 斉藤康彦

19 さいらいじひろみ 西来路ひろみ 新しい歌懐かしい歌

20 さいらいじひろみ 西来路ひろみ なみだ船　波止場

21 さえぐさせいしょう 三枝成章 ハートカクテル

22 さかきばらいくえ 榊原郁恵 ベストアルバム

23 さかきばらいくえ 榊原郁恵 ブランニュースマイル’７９

24 さかきばらいくえ 榊原郁恵 私の先生

25 さかぐちよしこ 坂口良子 シルキー

18 さいとうゆき 斉藤由貴 風夢

26 さがらなおみ 佐良直美 世界は二人のために



ささみどり 笹みどり 笹みどりヒット曲集

27 さきみやこ 茶木みやこ うたがたり

28 さくらだじゅんこ 桜田淳子 ベストコレクション’７５

29 さくらだじゅんこ 桜田淳子 ベストコレクション’７６

30 さくらだじゅんこ 桜田淳子 スーパーデラックス

31 さくらだじゅんこ 桜田淳子 スプーン一杯の幸せ

32 さくらだじゅんこ 桜田淳子 ゴールデンデラックス２

33 さくらだじゅんこ 桜田淳子 ２０才になれば

34 ささみどり 笹みどり テレビ主題歌

35 ささみどり 笹みどり ゴールデンデラックス

38 さざんおーるすたーず サザンオールスターズ 人気者で行こう

37 さざんおーるすたーず

36

サザンオールスターズ kamakura

39 さざんおーるすたーず サザンオールスターズ Nude Man

40 さざんおーるすたーず サザンオールスターズ 私はピアノ

41 さざんおーるすたーず サザンオールスターズ １０ナンバーッズからっと

42 さだまさし さだまさし 夢供養

43 さだまさし さだまさし 帰去来

44 さだまさし さだまさし うつろひ

45 さだまさし さだまさし 私花集

46 さだまさし さだまさし 親父の一番長い日

47 さだまさし さだまさし 印象派

48 さだまさし さだまさし 風見鶏

49 さだまさし さだまさし 昨日達

50 さだまさし さだまさし 風のおもかげ

51 さだまさし さだまさし 随想録

52 さだまさし さだまさし 夢の轍

53 さだまさし さだまさし 自分症候群



72 さわだけんじ

79

80

さわだしょうこ 沢田聖子 アンジェーヌ

さわだしょうこ 沢田聖子

さわだけんじ

SHOKO LIVE

54 さだまさし さだまさし グラス・エイジ

55 さだまさし さだまさし ADVANTAGE

56 さだまさし さだまさし 夢ライブ（谷村新司）

57 さとうたかし 佐藤隆 日々の泡

58 さとうたかし 佐藤隆 Un Homme Et Femme

60 さとうひろし 佐藤博 セイリングブラスター

59 さとうちやこ 佐藤千夜子 東京行進曲

61 さとうひろし 佐藤博 LOVE ME DO

62 さとうひろし 佐藤博 THIS-BOY

63 さとうひろし 佐藤博 awakening

64 さとうむねゆき さとう宗幸 青葉城恋唄

65 さとうむねゆき さとう宗幸 さとう宗幸セカンド

66 さとうむねゆき さとう宗幸 青葉城恋唄／旅人の青春

67 さどやまゆたか 佐渡山豊 世間知らずの佐渡山豊

68 さのもとはる 佐野元春 BACK TO THE STREET

69 さのもとはる 佐野元春 Christmas time in blue

さわだしょうこ 沢田聖子 青春の光と影

76 さわだしょうこ 沢田聖子 風の予感

70 さのもとはる 佐野元春 No Damage

73 さわだしょうこ 沢田聖子 卒業

沢田研二 SAWADA KENJI RECITAL

71 沢田研二 思いきり気障な人生

77 さわだしょうこ 沢田聖子 ターニングポイント

78 さわだしょうこ 沢田聖子 Natural

74 さわだしょうこ 沢田聖子 Potential

75



しーしーびー ＣＣＢ 元気なブロークンハート85

83

84

しーしーびー ＣＣＢ

106

107

101

104

105

103

97

98

99

100

93

94

95

96

89

90

91

92

87

88

81

82

しもんず シモンズ 風はそよかぜ

しまくらちよこ 島倉千代子 花のステージ

じみーたけうち ジミー竹内 DRUM DRUM DRUM

しぶがきたい シブがき隊 THANKS

しまくらちよこ 島倉千代子 魅力のすべて

しまくらちよこ 島倉千代子 魅力のすべて

しぶがきたい

ベスト１６

しばたはつみ しばたはつみ ロッツオブラブ

しぶがきたい シブがき隊 NEXT STAGE

しぶがきたい シブがき隊 for '83

しばたはつみ しばたはつみ シンガーレディ

しぶがきたい シブがき隊 ボーイズ＆ガールズ

なおものねだりの

しーしーびー ＣＣＢ すてきなビート

しばたはつみ しばたはつみ ライブⅢ

しばたはつみ しばたはつみ 熱唱のライブ

しおみつるしあ 塩満ルシア ARPA BRILLANTE

しばたはつみ しばたはつみ ライブⅡ

さわだしょうこ 沢田聖子 流れる季節の中で

さわだしょうこ 沢田聖子 坂道の少女

しーしーびー ＣＣＢ

しーなとろけっつ シーナとロケッツ 真空パック

しーなとろけっつ シーナとロケッツ CHANNEL GOOD

しばたはつみ しばたはつみ ラブレター

しばたはつみ しばたはつみ ブルージョーク

しばたはつみ しばたはつみ

86 僕たちNo-No-No

102 シブがき隊 Honesty



114 しゃねるず シャネルズ live at whisky a go　go

133

134

129

130

131

132

125

126

127

128

121

122

123

124

115

116

117

120

118

110

111

112

113

108

109

しらいたかこ 白井貴子 PASCAL

しらいたかこ 白井貴子 COSMIC CHILD

じょーやまなか ジョー山中 JOE

じょにー＆だーりん ジョニー＆ダーリン Pop'n Roll Collection

しょうのまよ 庄野真代 ルフラン

しょうのまよ 庄野真代 るなぱあく

しょうのまよ 庄野真代 ぱすてる３３１／３

しょうのまよ 庄野真代 私旋律バラード

しょうのまよ 庄野真代 あとりえ

しょうのまよ 庄野真代 DOMESTIC MAYO LINE

しょうねんたい 少年隊 PRIVATE LIFE

しょうのまよ 庄野真代 マスカレード

じゅんひろこ 純弘子 水入らず／いたわり

じょうけんじ 城健二 日本秘演歌集

しゃねるず シャネルズ シャネルズベスト

じゅでぃおんぐ ジュディオング エーゲ海のテーマ白の幻想

しゃねるず シャネルズ Hey ブラザー／ｼｬﾈﾙｽﾞ

しゃねるず シャネルズ Heart & Soul

しもんず シモンズ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ　ﾋｯﾄ　ﾃﾞﾗｯｸｽ

じゃがーず ジャガーズ対カーナビーツ ジャガーズ対カーナビーツ

しもんず シモンズ 若草のころ

しょうじょたい 少女隊

東海林太郎のすべて

しょうじょたい 少女隊 UNTOUCHABLE

東海林太郎 ベストヒット

しょうじたろう 東海林太郎

119 しょうじたろう

Are You Ready?

しょうじょたい 少女隊 SUPER VARIO



161

155

156

157

158

160

153

154

147

148

149

150

143

144

145

146

151

152

137

138

139

140

135

136

すずきいっき 鈴木一記 ブランコの夢

すぎやまきよたか 杉山清貴ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ ANOTHER SUMMER

すぎやまきよたか 杉山清貴ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ NEVER ENDING SUMMER

すぎやまきよたか 杉山清貴ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ AQUA CITY

すぎやまきよたか 杉山清貴ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ ２nd リヴァーズアイランド

すぎやまきよたか 杉山清貴ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ beyond

すぎたじろう 杉田二郎 題名のない愛の唄

すぎたじろう 杉田二郎 前夜

すがわらよういち 菅原洋一 今日でお別れ

すぎたじろう 杉田二郎 Good News

すがわらよういち 菅原洋一 NEW PERFECT

すがわらよういち 菅原洋一 さよならサンケイホール

すがわらよういち 菅原洋一 愛のモノローグ

すがわらよういち 菅原洋一 PERFECT 20

すがわらよういち 菅原洋一 愛は想い出とともに

すがわらよういち 菅原洋一 愛ある風景

すがわらぶんた 菅原文太 男の詩

すがわらよういち 菅原洋一 魅力のすべて

すいぜんじきよこ 水前寺清子 懐かしの歌ﾍﾞｽﾄｱﾙﾊﾞﾑ

すいぜんじきよこ 水前寺清子 麦と兵隊

菅原都々子 全集

すいぜんじきよこ 水前寺清子 涙とほほえみ

すいぜんじきよこ 水前寺清子 泣いて笑ってひとり旅

じろーず ジローズ 新しい唄ジローズ２

すいぜんじきよこ 水前寺清子 船頭小唄

杉山清貴ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ FIRST FINALE

142 すがわらつづこ 菅原都々子 ＢＥＳＴ２０ＤＥＬＵＸＥ

141 すがわらつづこ

159 すぎやまきよたか



185 そるじゃーぼーい ソルジャーボーイ オリジナルアルバム

184 そりょうともこ 惣領智子 It's about time

183 そーばっどれびゅー ソーバッドレビュー ﾗｲﾌﾞｿｰﾊﾞｯﾄﾞﾚﾋﾞｭｰ

182 そうじろう 宗次郎 大黄河Ⅱ

181 せんまさお 千昌夫 演歌熱唱集

せんまさお 千昌夫 オリジナル全曲集

せんまさお 千昌夫 オリジナルデラックス全曲集

せりようこ 芹洋子 四季の歌

せりようこ 芹洋子 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽﾀｰﾍﾞｽﾄｱﾙﾊﾞﾑ

せぴあ セピア 道に落ちていた男

せぶんすへぶん セブンスヘブン BUCK-TICK

セピア 街よ、崩れるように笑いなさいせぴあ

177

178

179

180

170

173

174

176

175

171

172

165

166

167

168

162

163

164

すぱいだーす スパイダース Golden Collection

すたーだすとれびゅー スターダストレビュー トゥユー

すたーだすとれびゅー スターダストレビュー CHARMING

すたーだすとれびゅー スターダストレビュー RENDEZ-VOUS

すたーだすとれびゅー スターダストレビュー SUPER DONUTS

せのうりゅういちろう 妹尾隆一郎 ｳｨｰﾋﾟﾝｸﾞﾊｰﾌﾟｾﾉｵ

すぺくとらむ スペクトラム２ ｵﾌﾟﾃｨｶﾙｻﾝﾗｲｽﾞ

すぺくとらむ

すたーだすとれびゅー スターダストレビュー VOICE

すたーだすとれびゅー スターダストレビュー NIGHT SONGS

スペクトラム３ TIME BREAK

すずきやすひろ 鈴木康博 Sincerely

169 すちゃだらぱー スチャダラパー ｽﾁｬﾀﾞﾗﾊﾟｰﾃｰﾏPT2


