
ＬＰ盤

歌手名（ひらがな） 歌手名（漢字） タイトル名

26 はぎわらけんいち 萩原健一 熱狂雷舞

25 はうんどどっぐ ハウンドドッグ ROLL OVER  

24 はうんどどっぐ ハウンドドッグ Wellcome to the Rock'n Roll Show

23 はうんどどっぐ ハウンドドッグ KNOCK ME TONIGHT

22 はうんどどっぐ ハウンドドッグ ROLL OVER TOUR TOKYO

21 はうんどどっぐ ハウンドドッグ Spirits

17 はいふぁいせっと ハイファイセット

20 はうんどどっぐ ハウンドドッグ Dreamer

19 はうんどどっぐ ハウンドドッグ BRASH BOY

ハイファイブレンド18 はいふぁいせっと ハイファイセット

12 はいふぁいせっと ハイファイセット

16

13 はいふぁいせっと ハイファイセット

15 はいふぁいせっと ハイファイセット

14 はいふぁいせっと ハイファイセット

ハイファイセット

11 はいふぁいせっと ハイファイセット QUARTER REST

10 はいふぁいせっと ハイファイセット ファッショナブルラバー

9 はいふぁいせっと ハイファイセット カミングアップ

8 はいふぁいせっと ハイファイセット ザ・ダイアリー

1

2 ぱーぷるしゃどうず パープルシャドウズ

はーつえこーず ハーツエコーズ HURTS ECHOES

燦めく星座灰田勝彦のすべて4 はいだかつひこ 灰田勝彦

3 NOTES

ファースト

indigo

Pasadena Park

ハイファイセット

はいふぁいせっと

スウィング

閃光

3 ばいしょうちえこ 倍賞千恵子 花・日本の詩をうたう第３集

6 はいだかつひこ 灰田勝彦 東京の屋根の下

5 はいだかつひこ 灰田勝彦 決定盤灰田勝彦のすべて

7 はいふぁいせっと ハイファイセット ラブコレクション



53 ひのてるこ 日野てる子 愛をうたう

52 ひのてるこ 日野てる子 道

日向敏文 Story

47 ひこうせん 飛行船 風の時刻表

49 ひでとろざんな ヒデとロザンナ 望むものはすべて

48 ぴっぐ ピッグ ORIJINAL FIRST ALBUM

火野正平 冬よこい

50 ひなたとしふみ

51 ひのしょうへい

46 ひかしゅー ヒカシュー ヒカシュー

44 ぴーなっつ ザピーナッツ ベスト２０

43 はるなゆり 榛名由梨 榛名由梨／安奈淳

45 ぴーる PEARL E=MC2

42 はるなゆり 榛名由梨 榛名由梨の世界

41 はらゆうこ 原由子 はらゆうこが語るひととき

40 はらだともよ 原田知世 Birthday Album

39 はやみゆう 早見優 カラフルボックス

38 はやみゆう 早見優 ディアー

37 はまだしょうご 浜田省吾 DANCE

36 はまだしょうご 浜田省吾 Sand Castle

35 はまだしょうご 浜田省吾 CLUB SNOW BOUND

34 はまだしょうご 浜田省吾 愛の世代の前に

33 はっぴーぶるー ハッピー＆ブルー 星降る街角

32 はせがわきよし 長谷川きよし 長谷川きよし

31 はせがわきよし 長谷川きよし 卒業

29 はぎわらけんいち 萩原健一 Nadja Ⅱ

28 はぎわらけんいち 萩原健一 ドンファン

27 はぎわらけんいち 萩原健一 惚れた

30 はしゆきお 橋幸夫 橋幸夫のすべて



65 ぴんくれでぃー

80

78 ふじけいこ 藤圭子 新宿の女

77 ふじけいこ 藤圭子 女のブルース

ふじじゅんこ 藤純子 渡世こぼれ花

79 ふじけいこ 藤圭子 ｵﾘｼﾞﾅﾙｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾋｯﾄ曲集

71 ふぉーりーぶす フォーリーブス ヒットヒットヒット

70 ふぉーくくるせいだーす フォーククルセイダース フォークル大百科事典

NATURALLY

74 ふきのとう ふきのとう 風来坊

73 ふきのとう ふきのとう ふこのとう

75

76 ふじいなおゆき 藤井尚之

72 ふきのとう ふきのとう

64 ぴんきーときらーず ピンキーとキラーズ ダブルデラックス

63 ぴんからとりお ぴんからトリオ 女のみち

ﾌｫｰｸｸﾙｾｲﾀﾞｰｽのすべて

68 ふぉーくくるせいだーす フォーククルセイダース はれんちりさいたる

66 ぴんくれでぃー ピンクレディー 星から来た二人

67 ぴんくれでぃー ペッパー警部ピンクレディー

69 ふぉーくくるせいだーす フォーククルセイダース

62 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 ぴんから兄弟

61 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 ひとり酒

60 ひろたみえこ 弘田三枝子 ヴァケイション

59 ひろたみえこ 弘田三枝子 ヒットアルバム

58 びりーばんばん ビリーバンバン 白いブランコから

57 びりーばんばん ビリーバンバン TWO WAY STREET

55 ひらやまみき 平山三紀 熟れた果実／荒野のならず者

54 びゅーてぃぺあ ビューティペア ビューティペアショー

ひらやまみき 平山三紀 ビューティフルアルバム

ふきのとう ふきのとう 人生・春・横断

ピンクレディー ベストヒットアルバム

ふたり乗りの電車

56



布施明

ベストアルバム１８曲

ふせあきら 布施明 ベスト２０

ふせあきら 布施明 愛すれど切なく

ふたばゆりこ 二葉百合子

ふせあきら 布施明

そろそろ布施明

ふじやまいちろう 藤山一郎

ライブ

ふせあきら

ふせあきら 布施明 シクラメンのかほりから

ベストアルバム

ベスト２０

81 ふじじゅんこ 藤純子

95

影を慕いて

ふせあきら

87 ふせあきら 布施明

86 ふせあきら 布施明

85 ふせあきら 布施明

さよなら

84

82 ふじたまさと 藤田まさと 流転など　珠玉の名曲集

83 ふじやまいちろう

ふせあきら 布施明 デラックス

全集藤山一郎

ふせあきら 布施明 傾いた道しるべ

ふせあきら 布施明 愛よ飛べ

ふたばゆりこ 二葉百合子 日本の母をうたう

布施明 マイウェイ

名調二葉百合子演歌の魅力

ふたばゆりこ 二葉百合子 二葉百合子ベスト２０

ふたばゆりこ 二葉百合子 裏町物語

ふたばゆりこ 二葉百合子 岸壁に祈る

ふらんくながい フランク永井 お前がいいと言うなら

ふらんくながい フランク永井 グランドデラックス

ふらんくながい フランク永井 ベストヒット　

ふらんくながい フランク永井 ベストコレクション

ぺぎーはやま ペギー葉山 ベスト

ふらんくながい

88

89

90

91

92

93

94

97

98

99

100

105

96

101

102

103

104

107

106 フランク永井 ベストヒットアルバム　



ぼにーじゃっくす ボニージャックス ベスト・アルバム

ぺどろ＆かぷりしゃす

ペドロ＆カプリシャス 五番街のマリーへ

ぺどろ＆かぷりしゃす

ＢＥＡＴ　EMOTION

ペドロ＆カプリシャス THE BEST OF P&C

ぺどろ＆かぷりしゃす

ぺどろ＆かぷりしゃす ペドロ＆カプリシャス POPULAR RENASCENCE

ペドロ＆カプリシャス ワンスアゲイン

ぼーい ボウィーイ インスタントラブ

ほそかわたかし 細川たかし ワイドデラックス

ぼーい ボウィーイ

ほそかわたかし 細川たかし 置き手紙

ほそかわたかし 細川たかし 心のこり

ぼにーじゃっくす ボニージャックス 女性愛唱歌ベストアルバム

ほりうちたかお 堀内孝雄 ソングフォーエバー

ほりえじゅん 堀江淳 硝子通り

ほんだみなこ 本田美奈子 OVERSEA

ほんじょうみさこ 本城未沙子 魔女から妖精に

ほんだみなこ 本田美奈子 青い週末

ほんだみなこ 本田美奈子 キャンセル

ほんだみなこ 本田美奈子 ザヴァージンコンサート

ほんだみなこ 本田美奈子 Midnight Swing

ほんだみなこ 本田美奈子 リップス

ほんだみなこ 本田美奈子 DISPA 1987

ほんだるつこ 本田路津子 本田路津子のすべて

108

109

110

111

112

114

115

116

117

119

118

113

120

122

123

124

121

125

126

127

128

129


