
  

聴

7月 18日

★

★

★

25日 ★

-

10周年記念曲 ★

-

★

カップリングに吉幾三書下ろし新曲 -

C/W「タイトル未定」

C/W「京都雪みれん」 ★

C/W「僕たちの世界」

8月 1日 ★

デビュー30周年記念シングル ★

告知解禁あり

告知解禁あり

8日 C/W「旅愁」「手紙」

C/W「旅愁」「大阪ラプソディ」 ★

C/W「旅愁」「風の盆恋歌」

聴（右端）の★印は7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）

さらせ冬の嵐【恋盤】

8

月

8

日

曲が聞きたかった!!リズムに乗って

曲　　　名歌　手　名 備　　考

黒木　じゅん おとこの夢

奈良崎　正明 ふるさとよ

大ヒット中の「天竜流し」の特別盤 7

月

2

5

日

はカップリングに吉幾三作詞作曲

画像準備中 による書下ろし作(母恋酒)を収

最上川　司 司の冷たい肉そば音頭

歌ってよし、聞いてよし。魅力を堪

ジャケット

発行：細川蓄音器店　秋田市土崎港中央1丁目15-7　　TEL 018-845-0020

細川レコード演歌新聞　平成30年８月号(30年7月20日発行)　通算:第255号

能できる久々の股旅ものシングル

金田　たつえ あらしやま～京の恋唄～

舞踊団「若竹」のメンバーが、セン

ターボーカルに民謡歌手・柴田愛

を迎えてデビュー。演歌版AKB?

若竹スペシャル どっこい恋道中

NHK民謡番組などにも出演する 7

月

1

8

日

キム・ヨンジャ

おひけぇなすって！やっぱりこんな

佐渡の鬼太鼓【特別盤A】

佐渡の鬼太鼓【特別盤B】

佐渡の鬼太鼓【特別盤C】

録。夏らしい青いジャケットが新鮮

発売日

中村美律子 弥太郎鴉

花ふたたび

野中　さおり 天の川恋歌

さらせ冬の嵐【元気盤】

岩佐　美咲

中澤　卓也 冬の蝶

橋幸夫＆林よしこ 君の手を

福田　こうへい 天竜流し[特別盤]

水に咲く花・支笏湖へ【タイプE】

水森　かおり

福田こうへい
(特別盤）

天竜流し／母恋酒

若竹スペシャル どっこい恋道中

出光　仁美 茶屋町しぐれ

伍代　夏子 宵待ち灯り【特別盤】

さくら　まや かもめ橋から

椎名　佐千子 舞鶴おんな雨～浪漫編～

水に咲く花・支笏湖へ【タイプD】

水に咲く花・支笏湖へ【タイプC】

山内　惠介 -



聴

8月 8日 ★

股旅演歌 ★

★

★

15日

北山たけし＆大江裕

-

★

湯原昌幸＆すぎもとまさと

22日

28日 なかにし礼＆杉本眞人

29日 デビュー50周年、101枚目のシングル

9月 5日 デビュー35周年記念

誘惑アモーレ

里見　浩太朗

知多半島

愛が足りなくて

乙姫川

おみき徳利

西田　あい

岩本　公水 片時雨

発売日

堀内　孝雄 みんな少年だった

聴（右端）の★印は7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）

千葉　一夫 霧雨川

徳永　淳 桜の花

歌　手　名 備　　考曲　　　名

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№255号（平成30年7月20日発行）

吉川　ひとみ

小田　純平 時にはあなたを

中村　美律子 弥太郎鴉

山口　かおる 最後の恋人

ブラザー

Kenjiro

駅から徒歩5分

石川　さゆり

灼熱の恋の物語

恋町カウンター【Cタイプ】

加門　亮 アイラブユー

ルービー・ブラザーズ 涙は熱いんだな

鏡　五郎 みれん船

松原健之＆みずき舞 カナダからの手紙

三門忠司＆永井みゆき

泉　昇太

最期の笑顔

明日への伝言

チェウニ＆ジョニ男＋アルファ

花は咲いている

エドアルド じょんがらひとり旅

小野寺　陽介

合鍵迷子チョン・テフ

浜博也＆入山アキ子

浜　博也

涙色のタンゴ

誰彼花-だかればな-（仮）

沢井明＆マッハ文朱 ラブコールは5回目で

竹島　宏

ダメなひとPartⅡ

叶　やよい

川中美幸＆ベイビー・ブー

辰巳　ゆうと 下町純情

伊達　悠太 俺とカモメの日本海

北島兄弟

プロポーズ【感謝盤～白～】

追想

服部　浩子 哀愁北岬

はやぶさ ジョー☆デッキ―!!!

北の港で待つ女

HANZO&東てる美

結城　さおり 千年街道

牧村　三枝子 歌一輪

松浦　百美子 聴かせて…

五木　ひろし VIVA・LA・VIDA！～生きてるっていいね！～

大川　栄策 男の火花

ニックニューサー

秘話

青木　美保

瀬口　侑希 女のゆりかご

プロポーズ【感謝盤～紅～】
純烈



聴

9月 5日

C/W「ソラニ」

C/W「シクラメン」

C/W「男の路地裏」

12日

19日

7月 17日

18日

8月 1日

8日

22日

29日

9月 5日

発売日

30周年記念アルバム　キム・ヨンジャ ベスト・レパートリーズ

松原健之が歌う　平尾昌晃 永遠の名曲選集

キム・ヨンジャ

歌　手　名 アルバムタイトル

夜霧よ今夜も有難う～金児憲史が歌い継ぐ裕次郎の名曲達～

岩本　公水

市川　由紀乃 最新アーティスト全曲集

入山　アキ子 哀しい悪女

佳山　明生 冬茜

美川　憲一

花咲ゆき美全曲集～港わかれ雪・おんな炎

奥山えいじベストアルバム

軌跡

ドラマチックシャンソン～生きる～

石原　裕次郎 昭和流行歌カバー特選集

石原　詢子 30周年記念アルバム　詢風

人待岬

瀬生　ひろ菜

松原　健之

発売日 歌　手　名 曲　　　名 備　　考

岩波　理恵 ベッドじゃなくても

水前寺　清子

金児　憲史

花咲　ゆき美

熊本城

Jun&シャンゴー 夢子と夢男の恋物語り

ハン・ジナ

もぐら【Bタイプ】

最新アーティスト全曲集

大江　裕 大江裕全曲集～檜舞台・のろま大将

最新アーティスト全曲集①

最新アーティスト全曲集②

もぐら【Aタイプ】

小金沢　昇司

藤原　浩 あの日のみまわり

三山　ひろし 【10周年記念盤】いごっそ魂

真田　ナオキ 酔いのブルース

鳥羽一郎全曲集～儚な宿・巨大船～

中村　美律子 最新アーティスト全曲集

岡　ゆう子 最新アーティスト全曲集

鏡　五郎 最新アーティスト全曲集

角川　博 最新アーティスト全曲集

北島　三郎 北島三郎全曲集～幸せ古希祝・兄弟仁義～

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№255号（平成30年7月20日発行）

カワセミ

角川　博 男と女の物語～昭和ムード歌謡ベスト～

奥山　えいじ

備　考

夏木　綾子 最新アーティスト全曲集

最新アーティスト全曲集西方　裕之

斬波

大月　みやこ

北野　まち子 最新アーティスト全曲集

小金沢　昇司 最新アーティスト全曲集

島津　悦子 最新アーティスト全曲集

神野　美伽 最新アーティスト全曲集

水前寺清子 水前寺清子全曲集～熊本城／三百六十五歩のマーチ

瀬川　瑛子 瀬川瑛子全曲集～白い宿・命くれない～

千葉　一夫 最新アーティスト全曲集

鳥羽　一郎



9月 5日

19日

26日

10月 3日

7月 25日

8月 29日

2018年6月16日～7月15日　細川レコード調べ

順位 順位

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

《出演》井関裕貴、藤原美幸　　毎週月曜午後6時20分～午後9時まで（4月～放送時間が変りました）

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

なみだの峠 朝花美穂

天童よしみ 道ひとすじ

天竜流し 福田こうへい いちから二人 神野美伽

みれん節 水雲-MIZUMO- 母なる海よ 大月みやこ

明日への手紙

きずな橋

7月20日(金)・21日(土)　※曳山まつり当日臨時休業　　8月8日(水)／15日(水) ※定休日(予定)

営業時間：月曜～日曜（平日・土日・休日共通）　午前10時～午後7時

福田こうへい

7月9日

雪の絶唱 岩本公水 今日という日に感謝して 山川豊

村木弾 じょっぱり　よされ 長山洋子

佐々木新一 舞鶴おんな雨 椎名佐千子

和田青児

今後の店休日予定　★定休日：毎月第2・第3水曜

うたかたの女 市川由紀乃 さらせ冬の嵐 山内惠介

津軽おとこ節 北山たけし

村木弾6月25日

上杉香緒里

放送日

歌　手　名

西方裕之

発売日 ビデオタイトル 備考

7月23日

歌手名

曲名 歌手名 曲名 歌手名

最後の乾杯 森昌子 7月30日 哀愁子守唄

鬼灯ぼたん雪

冬燕

推薦曲 歌手名 放送日 推薦曲

細川レコード店　演歌新聞「流行歌通信」　№255号（平成30年7月20日発行）

別れの港

若山かずさ 7月16日 明日への手拍子

7月2日

純烈 純烈コンサート2018

水田　竜子 25周年記念リサイタルIN浅草公会堂～旅うた～

発売日 歌　手　名 アルバムタイトル 備　考

原田　悠里 最新アーティスト全曲集

秋岡　秀治 秋岡秀治全曲集～夢落葉・男の酒～

松阪　ゆうき ゆうきの民謡紀行

真木　柚布子 最新アーティスト全曲集

美川　憲一 美川憲一全曲集～春待ち坂・さそり座の女～

三笠　優子 最新アーティスト全曲集

三代　沙也可 最新アーティスト全曲集

瀬口　侑希 瀬口侑希全曲集～雪舞い岬・不如帰～

長保　有紀 長保侑紀全曲集～お酒でワルツ・露の花～

真木　ことみ 真木ことみ全曲集～火の河・雪の華～

和田　青児 和田青児全曲集～望郷縁歌・上野発～

水田　竜子 最新アーティスト全曲集

森　昌子 最新アーティスト全曲集

水森　かおり 歌謡紀行17～水に咲く花・支笏湖へ～

こおり健太 10周年記念アルバム～女唄・涙唄～

藤原　浩 最新アーティスト全曲集


