
  

聴

1月 18日 ★

★

★

水森英夫作曲、45周年記念曲 ★

★

歌手生活20周年記念曲 ★

★

25日 ★

4曲入りお得盤当時発売

★

C/W「生きてみましょう」

C/W「風めぐり」／DVD付も発売
竹島　宏 ★

2

月

8

日

スも好評！ヒット中「四万十

中澤　卓也 青いダイヤモンド

山崎　ていじ 男のひとり言

金田　たつえ

ジャケット
天童よしみ 夕月おけさ

作曲に水森英夫を迎えた、王 1

月

1

8

日

道かつ新たな魅力を発見でき

画像準備中 る作品。デビュー45周年。お

買上先着特典：ハンドタオル

いのちのバトン

すぎもと　まさと 別れの日に

篁　紗をり

肱川あらし

月枕【Bタイプ】

川」に続く29年勝負の新曲が

早くも登場！AB２タイプ発売

月枕【Aタイプ】

1

月

1

8

日

愛を歌い上げる新境地！２年

画像準備中 連続の紅白出場も果たした亜

矢ちゃんの2017年勝負作!!

画像準備中 芝居で披露されるテーマ曲（

挿入歌）をシングルリリース

母ちゃんの浜唄

となる楽曲。愛媛県大洲市を

舞台に切ない女心を歌います

ジャケット
福田こうへい

今年２月に行う東京明治座で

親子の絆をテーマに、不変の

三山ひろし 男の流儀

紅白でのけん玉パフォーマン
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曲　　　名歌　手　名 備　　考

聴（右端）の★印は1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）

伍代夏子

長年の夢であった初の船村徹 1

月

2

5

日

作品。氏の文化勲章受賞後初

北川　裕二 ついておいでよ

ジャケット
島津亜矢 いのちのバトン

2

月

8

日

の特別公演。初の挑戦となる

発売日

せつな川

天童　よしみ 夕月おけさ

永井　みゆき ふるさと館山

若原　りょう 雨のジルバ

伍代　夏子 肱川あらし

瀬生　ひろ菜 だから・だから…

沖縄哀歌

島津　亜矢



聴

1月 25日 ★

★

芸能生活55周年記念曲

★

★

★

★

2月 1日 ★

C/Wに角館をテーマにした曲 ★

8日 ★

★

★

★

★

★

特別公演舞台歌唱曲 ★

4曲入りの特別盤当時発売 ★

★

C/W「純愛」

C/W「おんな泣かせ」

15日

22日 15周年記念曲

お得盤同時発売

弘前のさくら祭りモチーフの楽曲

C/W「哀愁のダナン」

C/W「北へ」

55周年第5弾（1/8から延期分）

青森・青荷温泉が舞台

デビュー10周年記念曲

4曲入りスペシャル盤同時発売

DVD付同日発売

★三山　ひろし

北川　大介

紅ひとり

黒川　真一朗 人生酒場

大木　あつし 愛終グラス

丘　みどり 佐渡の夕笛

鏡　五郎 おまえの涙

小沢　あきこ 熱海あたりで

叶　純子 男鹿のおんな唄

加納ひろし(withセレナ他) 燃える赤ヘル僕らのカープ

美川　憲一 十三夜月

三代　沙也可 江ノ島絶唱

男の流儀【Aタイプ】

男の流儀【Bタイプ】

大月　みやこ

川中　美幸 津軽さくら物語

横濱のブルース【Aタイプ】

箱崎　幸子 惜別

藤森　美予 女うたかた渡し舟

デラシネ～根なし草～

恋酔月(こよいづき)

杜　このみ タイトル未定

十勝厳冬

門戸　竜二

川奈　ルミ 貫く  愛

徳永　ゆうき

寿酒

清水　博正

祭　小春

みちのくランプの宿

赤い橋

西方　裕之 女の日本海

松原　のぶえ

北野　好美 こんな女に惚れてみろ

西川　ひとみ 望郷おんな花

パク・ジュニョン 羽田発【Cタイプ】

福田　こうへい 母ちゃんの浜唄

あさみ　ちゆき 出さない手紙を書いてます

石原　詢子 女の花舞台

人生一番

チェウニ 風のようなひと

鳥羽　一郎 人生花暦

横濱のブルース【Bタイプ】

北島　三郎 タイトル未定

佐々木　新一

塩乃　華織

聴（右端）の★印は1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）

津軽の風

新沼　謙治 [総おどり]美しき日本～「南部木挽唄」入り～

舟木　一夫 みんな旅人

雨のむこうの故郷

歌　手　名 備　　考曲　　　名発売日

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№237号（平成29年1月20日発行）

堀内　孝雄 空蝉の家／聖橋の夕陽

まつざき　幸介 かたぐるま

森　昌子 みぞれ酒

松前　ひろ子 月の帯

松本　毬

津吹　みゆ



聴

2月 22日

DVD付シングル

3月 1日

15周年記念第2弾

8日

デビュー15周年

デビュー25周年記念曲

14日 C/W「大阪ロマン」他

C/W「純烈一途」他

15日

22日

1月 25日 CD２枚組ベストアルバム

2月 22日 40周年記念、男性歌手カバー集

45周年記念カバーアルバム

3月 1日

8日 カバーアルバム第2弾

15日

発売延期となりました

2月 22日

【NEW】毎週月曜午後7から　※10月から変更になりました　　出演：あべ十全、藤原美幸

リクエスト：電話　０１８－８６３－６０００　FAX　０１８－８２４－８５６４

発売日未定

芸能生活55周年記念　舟木一夫CDコレクション:前篇
舟木　一夫

純　烈

舟木一夫　丘灯至夫を唄う

川中　美幸 美幸のおとこ唄

Kenjiro Kenjiro 1（仮）

愛でしばりたい【A】

愛でしばりたい【B】

大石　まどか 女の錦秋

大塚　浩太郎 タイトル未定

香西　かおり 香西かおり30周年全曲集～おかげさん～

CD32枚組豪華純金箔額縁セット

最新曲まで全512曲収録予定！

デビュー曲「ブンガチャ節」から

 5月24日発売（ご予約締切：3月31日）　税込￥360,000（36万円!!）

北島三郎画像準備中 北島三郎～魂の歌びと～(仮)

椎名　佐千子 タイトル未定

対馬　一誠 ありがとう～ふるさと／対馬海峡

中村　美律子 かぼちゃの花

夏木　綾子 雪舞い桜

終(つい)の恋歌（仮）

川野　夏美 オホーツク海岸

原田　悠里 35周年コンサート（仮）

備考

山口　瑠美 想い出酒場

天童　よしみ 夕月おけさ

北の絶唱 岩本公水

1月9日 水田竜子 1月30日 たそがれ綺麗 藤あや子

津軽の春

船折瀬戸

12月19日 星の川 エドアルド

かがやきのムード歌謡～永遠の中川博之メロディ～

天童　よしみ

放送日 推薦曲 歌手名 放送日 推薦曲 歌手名

発売日 歌　手　名 曲　　　名 備　　考

小田　純平 うたうたい～Only Way～

南部なおと＆紫吹淳 この愛よ、いつまでも

山口　ひろみ

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№237号（平成29年1月20日発行）

発売日 歌　手　名 アルバムタイトル 備　考

タイトル未定

小田　純平 Cover Album～散歌～

秋元　順子 Dear SongsⅡ

オムニバス

1月16日 豆桜 城之内早苗

12月26日 瀬口侑希 1月23日

杜　このみ いろはにほへと2

発売日 歌　手　名 ビデオタイトル



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

振替公演／ゲストに北山たけしが登場！前売券の販売を再開いたしました!!

平成29年2月23日（木曜）　昼の部：午後2時　夜の部：午後6時

前売券：S席￥8,500／A席￥7,000／B席￥3,500（税込）　全席指定　

会場：秋田県民会館　　主催：ABS秋田放送／細川レコード店

 北島三郎コンサートの公演延期について

 9月21日(水)に予定しておりました北島三郎芸道55周年コンサート「ありがとう」は北島氏ご本

 人の「頚椎症性脊髄症」治療のため公演延期となりました。なお、報道の通り、手術も無事終了

 し回復にむかっているとのことでした。振替公演につきましては上記通りです。よろしくお願い

 します。※ご購入済チケットは振替公演でご利用頂けます。チケットの払戻期間は終了しました

昨年の紅白は紅組の勝利でした！当日の歌唱曲をあらためて（前号の予想大幅にはずれてしまいました…）

紅組 回数 白組 回数

39 ① 46

初 ② 17

19 ③ 3

28 ④ 2

3 ⑤ 2

21 ⑥ ※回数は出場回数

14 ⑦ ※曲は当日歌唱した曲名です

紅の傘 大月みやこ

一途な女 大川栄策

みちのく ふゆほたる 松原健之 母は今でもこころの港 渡辺要

四万十川 三山ひろし おもいでの岬 ペギー葉山

心かさねて 市川由紀乃

浮世草 小桜舞子 霧の川 丘みどり

豆桜 城之内早苗 お岩木山 三山ひろし

流転の波止場 山内惠介 女は抱かれて鮎になる 坂本冬美

藤あや子 松江恋しぐれ 永井裕子

人生夢桜

たそがれ綺麗

津軽の春 瀬口侑希 大阪の街に雪が降る しいの乙吉

船折瀬戸 水田竜子 みちづれ川 小金沢昇司

霧笛の酒場 北山たけし

葵かを里

2016年12月16日～2017年1月15日　細川レコード調べ

曲名

北の出世船 福田こうへい

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№237号（平成29年1月20日発行）

2月8日(水曜)定休日／2月15日(水曜)定休日／2月23日(木曜)臨時休業　※予定

営業時間：月～日　午前10時～午後７時（平日土日とも同じ営業時間となります）

北島三郎コンサート2017　芸道55周年～ありがとう～

ふたりで一つの人生を 山本譲二 ティ・アモ～風が吹いて～ 秋元順子

幾多の恩 北島三郎 北海夫婦唄 鳥羽一郎

四万十川

流転の波止場

九頭竜川

白雲の城

東京五輪音頭福田こうへい

氷川きよし

五木ひろし

歌唱曲歌手名歌唱曲歌手名

水森かおり

今後の店休日予定　★定休日：毎月第2・第3水曜

原田悠里 九頭竜川 五木ひろし

12月31日午後7時15分～放送!!

北の絶唱 岩本公水 雪の兼六園

私の恋 森進一

歌手名 曲名 歌手名

山内惠介

三山ひろし

天童よしみ

島津亜矢

坂本冬美

香西かおり

市川由紀乃

石川さゆり

越後水原

あんたの花道

川の流れのように

夜桜お七

すき

心かさねて

天城越え


