
  

聴

2月 21日 ★

★

★

★

★

★

★

阿久悠作詞による12年振りの新曲

師匠・船村徹最後のメッセージ ★

★

DVD付パッケージで再登場 ★

27日 初回盤はDVD付

28日 ★

デビュー15周年！ ★

★

★
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細川レコード演歌新聞　平成30年3月号(30年2月20日発行)　通算:第250号

ディングしていた最後の師弟共作

孔雀の純情

岩出　和也 咲いてみないかもう一度

岩佐　美咲 佐渡の鬼太鼓(おんでこ)

澤　敬子

北川　大介 菜七子／本当のしあわせ

蒼　彦太 泥

黒川　真一朗 風の町哀詩(エレジー)

好評の「ららばい」に続く、歌手生

澤田　慶仁 泊大漁ソーラン２０１８

夏海　ありさ 東京にくちづけ

藤森　美伃 あなたに贈るララバイ

人生がまん坂

人生思い出橋

聴（右端）の★印は2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）

発売日 曲　　　名歌　手　名 備　　考

沖田　真早美 雪炎岬

小沢　あきこ 飯田線

桂木　龍 幸せとまれ…赤とんぼ

川野　夏美

小林　旭

村木弾 親父の手紙

秋田出身、ナイスガイの3曲目。 2

月

2

1

日

昨年他界した師匠・船村徹氏た

っての希望で、師・存命時にレコー

3

月

7

日

活45周年記念曲第2弾。今作も

本人作詞曲。男心の本音を吉幾

三らしい視点で描いた作品です。

吉幾三 男うた

ジャケット
丘みどり 鳰の湖／伊那のふる里

昨年、紅白出場を果たした、今
3

月

7

日

最も注目の女性歌手、新曲は琵

画像準備中 琶湖を歌ったミステリアス演歌と

伊那を舞台にした楽曲の両A面。

水に咲く花・支笏湖へ

A・B2タイプのカップリング曲含め 3

月

2

0

日

新作の舞台はALL北海道！タイ

トル曲は最北の湖が舞台、情景

浮かぶスケール感の大きい作品。

増田　恵子 最後の恋

村木　弾 親父の手紙

六本木　ヒロシ 何があってもあきらめない

森山　愛子 会津追分【スペシャルパッケージ】

水森かおり



聴

2月 28日 ★

★

★

3月 7日 ★

TV「歌唱王」からデビュー ★

両A面シングル

★

★

C/W「はやぶさロッキンGOGO！」

C/W「さよならモード」

C/W「新地ワルツ」

45周年記念第2弾 ★

14日 A・Bの2タイプ同時発売

20日 C/W「宗谷本線 比布駅」

C/W「定山渓」

21日 デビュー10周年記念

32年振りのリメーク作品

新作の舞台は九州有明海

話題のHANZO、作曲作品

28日

★

DVD付バージョン

C/W「夢追い人」

C/W「お楽しみはこれからだ！」

4月 4日

デビュー15周年記念曲

吉　幾三 男うた

千花　有黄 涙街ブルース

天草　二郎 天草情歌

三条　摩耶 ソウルの恋

大月　みやこ

竹島　宏 恋町カウンター

水に咲く花・支笏湖へ【Aタイプ】

小田　純平 タコツボ

窪田　みゆき 望郷乙部港

桜井　はやと てっぺん

瀬戸　香月

女の演歌

綱木＆真理 愛のメリーゴーランド～ふたりの山手線～

原田　悠里 無情の波止場

多島　恋

夕陽川新川　めぐみ

聴（右端）の★印は2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）

ふたりの始発駅

丘　みどり 鳰の湖(におのうみ)／伊那のふる里

クミコ 最後だとわかっていたなら

静　太郎 おふくろ えれじぃ

中条　きよし つくづく一途

水に咲く花・支笏湖へ【Bタイプ】

YOSHIMI サヨナラ・ロード

知里 あなたの女です

水田　竜子 有明月夜

山口　瑠美

冠　二郎

北野　まち子

俺に咲かせてくれた花

藤　みち子 タイトル未定

タイトル未定

北山　たけし

中嶋　美保 他人の背中

大江　裕 大樹のように

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№250号（平成30年2月20日発行）

竹村　こずえ 十六夜月の恋女房

モングン 黒の漁歌

浅田　あつこ

演歌人生【2018年バージョン】

歌　手　名 備　　考曲　　　名発売日

河内のからくち

一条　貫太

絆

さらせ冬の嵐【夢盤】

さらせ冬の嵐【笑顔盤】

さらせ冬の嵐【唄盤】

蜘蛛男のダンス(シングルバージョン)【Aタイプ】

冬酒場

津軽おとこ節（仮）

黒川　英二

紅殻情話

西島　三重子 目黒川

島津　亜矢

蜘蛛男のダンス(シングルバージョン)【Bタイプ】

蜘蛛男のダンス(シングルバージョン)【Cタイプ】

はやぶさ

ほろ酔い月夜

平　浩二 最終便

山内　惠介

水森　かおり



聴

4月 4日

母の鞄、三毳山に続く新曲

水森英夫作詞作曲

11日 デビュー30周年記念曲

お得盤同時発売

18日

ふるさとをテーマとした作品

25日

歌手生活45周年記念曲

徳間ジャパン移籍第1弾

2月 21日

3月 14日

4月 4日 キング春の恒例、2枚組ベスト

水城なつみ

デビュー5周年。シングル「帰って

西片　裕之

備　考発売日

2

月

2

1

日

来やれ」「逢ってみたい人」を含む

カバーアルバム第2弾。故郷、家族

鏡　五郎

美唄の風

三丘　翔大 面影今いずこ

石原　詢子

ジェロ

等をテーマに昭和の名曲をセレクト

歌　手　名 アルバムタイトル

ベストセレクション2018

角川　博 ベストセレクション2018

市川　由紀乃 ベストセレクション2018

～アルバム～私が選んだ作品集～

大月　みやこ ベストセレクション2018

艶歌～つやうた～

三沢　あけみ

ジェロ／BEST&MV

人生旅列車

岡田　旬子 風の盆夢三夜

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№250号（平成30年2月20日発行）

タイトル未定

キム・ランヒ タイトル未定

新沼　謙治 蜩の里（仮）

山川　豊 今日と言う日に感謝して

えひめ　憲一

発売日 歌　手　名 曲　　　名 備　　考

寺本　圭佑 夕顔～ふるえる花～

夏木　綾子 金沢しぐれ

Nobby おにぎり

真木　柚布子

ウタツグミⅡ

小田　純平 61

織田　みさ穂 愛こそすべて

北見　恭子 石に咲く花

松阪　ゆうき

井上　由美子 ベストセレクション2018

岩本　公水 ベストセレクション2018

タイトル未定

青木　あき 想い出に乾杯

大津　美子 北斗星(ほし)に祈りを

俺の空

藤　あや子

こおり　健太 泣きみなと

田川　寿美 春よ来い

永井　裕子 タイトル未定（オリジナルアルバム）

水城　なつみ ウタツグミⅡ

吉　幾三

五木　ひろし　

小金沢　昇司 ベストセレクション2018

椎名　佐千子 ベストセレクション2018

70歳記念アルバム「日本の名曲」昭和から平成へ（仮）

感謝を込めて～あの人が歌ってくれた詩－吉幾三セルフカバー集－

神野　美伽 ベストセレクション2018



4月 4日

2月 21日

3月 7日

2018年1月16日～2月15日　細川レコード調べ

順位 順位

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

※詳しくは店頭でご確認ください

島津亜矢コンサート2018

4月13日(金曜)　14:00／18:00　昼夜2回 秋田県民会館 S席￥6,500／A席￥5,500

三山ひろしコンサート2018

5月24日(木曜) 14:00開演 秋田県民会館 S席￥6,000／A席￥5,000

《出演》井関裕貴、藤原美幸　　毎週月曜午後7時～午後9時まで（冬期間）

♪リクエストはコチラ → 電話　０１８－８６３－６０００／FAXは→　０１８－８２４－８５６４

1月22日 神野美伽 2月12日 恋歌酒場千年の恋歌

放送日 推薦曲 歌手名 放送日 推薦曲

1月29日

2月5日

三山ひろし

雪の絶唱 岩本公水 2月26日 くちなし雨情 杜このみ

鳥羽一郎 2月19日 いごっそ魂千島桜

歌手名

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№250号（平成30年2月20日発行）

五木ひろし

備考

よされ三味線

発売日 歌　手　名 ビデオタイトル

発売日 歌　手　名

丘　みどり

曲名 歌手名 曲名 歌手名

勝負の花道

営業時間：月曜～日曜（平日・土日・休日共通）　午前10時～午後7時

金沢茶屋街 葵かを里 会津追分 森山愛子

恋歌酒場 五木ひろし サムライ 杉本健太郎

酒暦 香西かおり 伊良湖水道 野村美菜

いごっそ魂

氷川きよし 愛が信じられないなら 山内惠介

ファーストコンサート～感謝～丘みどり

椎名　佐千子 15周年記念コンサート　浅草公会堂

純烈 純烈祭！全員集合

今後の店休日予定　★定休日：毎月第2・第3水曜

2月21日(水曜)／3月14日(水曜)　※定休日(予定／変更の可能性あり)

三山ひろし 幸せ古希祝 北島三郎

雪の絶唱 岩本公水 女のなみだ 角川博

道ひとすじ 福田こうへい 夜霧の再会橋 大川栄策

うたかたの女 市川由紀乃 はなびらの雪 鏡五郎

永井　裕子 ベストセレクション2018

中村　美律子 ベストセレクション2018

アルバムタイトル 備　考

小桜舞子 東京ダンシングナイト HANZO

くちなし雨情 杜このみ 泣き虫 増位山太志郎

水田　竜子 ベストセレクション2018

オムニバス キング最新歌謡ベストヒット2018春

西方　裕之 ベストセレクション2018

原田　悠里 ベストセレクション2018

真木　柚布子 ベストセレクション2018


