
「世界の快適音楽セレクション」　2010年 9 月 25日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 活力回復の音楽 － 

  

「楽しみな週末」 (ゴンチチ) 

(4分 15秒) 

 ＜ポニーキャニオン PCCA-02230＞ 

 

「アイ・ヤム・ワット・アイ・ヤム～ポパイ宣言」  

(ロビン・ウィリアムス) 

(2分 19秒) 

 ＜TAMT THCD-126＞ 

 

「ゲッティング・ベター」 (ビートルズ) 

(2分 48秒) 

 ＜東芝 EMI CDP764422＞ 

 

「リトリビューション」 (エリック・ゲイルズ) 

(3分 57秒) 

 ＜BLUES BUREAU BB2065-2＞ 

 

「アンノウン」 (パート・タイマー) 

(3分 08秒) 

 ＜FLAU FLAU:02＞ 

 

「オクラ」 (オル・ダラ) 

(4分 48秒) 

 ＜ATLANTIC AMCY-2634＞ 

 

「リヴ・トゥ・ウィン」 (モーターヘッド) 

(3分 34秒) 

 ＜UNIVERSAL UICY-60137＞ 

 

「クッキン・アット・ザ・コンティネンタル」  

(ランバート、ヘンドリックス&ロス) 

(3分 07秒) 

 ＜SONY REC. SRCS7147＞ 

 

「ジャンプン・ムーヴ」 (ブランニュー・ヘヴィーズ) 

(3分 18秒) 

 ＜POLYDOR POCD1948＞ 



「ケアロハ」 (スティーヴ&テレサ) 

(4分 04秒) 

 ＜ON THE BEACH OBCB-0002＞ 

 

「パセ・デ・ジュール」 (ソイ・ウン・カバジョ) 

(4分 35秒) 

 ＜matamore mtm09＞ 

 

「フィーヴァー」 (ラ・ルーベ) 

(2分 46秒) 

 ＜コロムビアミュージック V2CP 5011＞ 

 

「愛の営みは楽し」 (エス・イー・ロージー) 

(4分 14秒) 

 ＜リスペクトレコード RES-70＞ 

 

「休暇届」 (ゴンチチ) 

(3分 25秒) 

 ＜EPIC REC. ESCL2430,2431＞ 

 

「アフロ・ブルー」 (アビー・リンカーン) 

(3分 20秒) 

 ＜RIVERSIDE OJCCD-069-2＞ 

 

「エヴリバディ・ラヴズ・サンシャイン」  

(セウ・ジョルジ&アルマズ) 

(4分 57秒) 

 ＜NOW AGAIN NA5068＞ 

 

「アップル・ブロッサム」 (エスペランサ) 

(6分 03秒) 

 ＜HEADS UP HUI-32372-02＞ 

 

「ニューヨーク・シティズ・ア・ロンリー・タウン」  

(ディック・ジェンセン) 

(3分 37秒) 

 ＜SONY MUSIC EICP1381＞  



2010年 9 月 18日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 老舗の音楽 － 

  

「リトル・カフェ」 (ゴンチチ) 

(3分 07秒) 

 ＜EPIC/SONY ESCB1796＞ 

 

「トミーナ」 ピエトロ・マスカーニ作曲 

(2分 15秒) 

(ピアノ)ブルーノ・カニーニ 

 ＜カメラータ東京 CMCD-28068＞ 

 

「番頭はんと丁稚どん」 (和田弘とマヒナスターズ) 

(3分 30秒) 

 ＜コロムビアミュージック COCP32212＞ 

 

「アバネーラ」 (チューチョ・バルデス) 

(2分 10秒) 

 ＜EPSA MUSIC CD0940-02＞ 

 

「琥珀色」 (イクワニ・サファー・ミュージカル・クラブ) 

(4分 02秒) 

 ＜BUDA MUSIC 860118＞ 

 

「ランプ・スタディーズ・ウィズ・カテピカ」 (ディムライト) 

(3分 26秒) 

 ＜NOW-AGAIN NA5060＞ 

 

「バチャータ・エン・福岡」  

(フアン・ルイス・ゲーラ、クアトロ・クワレンタ) 

(3分 08秒) 

 ＜MUSIC FROM EMI 5099924248327＞ 

 

「ガンズ・オブ・ナヴァロン」 (スカタライツ) 

(2分 28秒) 

 ＜日本フォノグラム PHCR-6722＞ 

 

 

  



「組曲“プルチネルラ"から シンフォニア、スケルチーノ」  

ストラヴィンスキー作曲 

(6分 19秒) 

(管弦楽)ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 

(指揮)クレメンス・クラウス 

 ＜POLYDOR POCG-2628、2629＞ 

 

「ブラックベリー・ウォーター」  

(ジョディ・ジーン・マーストン) 

(2分 46秒) 

 ＜SECRET EYE AB OC-09＞ 

 

「オンデ・アンダラス」  

(エポカ・ヂ・オウロ、マリーザ・モンチ) 

(2分 39秒) 

 ＜TELDEC 8573-82368-2＞ 

 

「セイリング・トゥ・メキシコ」  

(チーフタンズ、カルロス・ヌニェス) 

(2分 01秒) 

 ＜HEARMUSIC 0888072313217＞ 

 

「スメリー・タングス」 (ザ・レジデンツ) 

(1分 44秒) 

 ＜BOMBA REC. BOM22010＞ 

 

「チフテテリ」 (カテル・ウルン&デリ・セリム) 

(3分 34秒) 

 ＜KALAN CD312＞ 

 

「山の温泉旅館」 (ゴンチチ) 

(4分 14秒) 

 ＜EPIC ESCL2552＞ 

 

「プラ・ケ・メンティール」 (アラシー・ヂ・アルメイダ) 

(2分 01秒) 

 ＜WARNER 092746708-2  092746708-2 ＞ 

 

 

  



「アディウス」 (イヴァン・リンス、エポカ・ヂ・オウロ) 

(3分 28秒) 

 ＜VELAS 270、187＞ 

 

「ハニー・チャイルド」 (ジャネット・クライン) 

(3分 16秒) 

 ＜BUFFALO REC. LBCY-325＞ 

 

「ラ・グアーダ」 (マリアナ・バラフ) 

(3分 04秒) 

 ＜ビーンズレコード BNSCD-763＞ 

 

「フレー、フレー」  

(ミルコ・メンナ、バンダ・ディ・アーヴォラ) 

(3分 17秒) 

 ＜ビーンズレコード BNSCD-8870＞ 

 

「メロンの中の羊」 (ヒカシュー) 

(3分 37秒) 

 ＜BRIDGE INC. EGDS54＞



2010年 9 月 11日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 万国フランク祭り － 

  

「夜のストレンジャー」 (ゴンチチ) 

(2分 51秒) 

 ＜ポニーキャニオン PCCA-01792＞ 

 

「友情ある説得」  

(フランク・チャックスフィールド・オーケストラ) 

(3分 10秒) 

 ＜キングレコード SLC133＞ 

 

「グローサ」 (フランシス&オリヴィア・ハイム) 

(2分 51秒) 

 ＜BISCOITO FINO BF526＞ 

 

「ビーズの腕輪」  

(フランク・シナトラ&アントニオ・カルロス・ジョビン) 

(2分 32秒) 

 ＜WARNER 25P2-2471＞ 

 

「フランク・ロイド・ライトに捧げる歌」  

(サイモン&ガーファンクル) 

(3分 40秒) 

 ＜コロムビア CK66004＞ 

 

「サム・タイムス・トゥルー・トゥ・ナッシング」  

(ザ・スリップ) 

(7分 16秒) 

 ＜RYKO DISC RCD10625＞ 

 

「ウィリアム・テル序曲」  

(フランキー堺&シティ・スリッカーズ) 

(3分 20秒) 

 ＜コロムビア COCB-53913＞ 

 

「彼らはマダム・アナを裁く」 (フランコ&OKジャズ) 

(2分 44秒) 

 ＜STEMS MUSIC STCD3041＞ 

 



「バイオリン・ソナタ イ長調から 第 1楽章」 フランク作曲 

(6分 15秒) 

(バイオリン)シュロモ・ミンツ 

(ピアノ)イェフム・ブロンフマン 

 ＜POLYDOR F35G20033＞ 

 

「カトリーナ・バレリーナ」 (アレックス・シピアギン) 

(7分 13秒) 

 ＜ERISS CROSS JAZZ CRISS1325CD＞ 

 

「パリのカナロ」 (ドミンゴ・フェデリコ楽団) 

(2分 08秒) 

 ＜BMG VICTOR BVCP-8715＞ 

 

「こいさんのラブコール」 (フランク永井) 

(3分 37秒) 

 ＜ビクター VICL-41246＞ 

 

「リュッケルトの詩による 5つの歌から  

“私はこの世に忘れられて"」マーラー作曲 

(5分 33秒) 

(バリトン)トマス・アレン 

(管弦楽)イギリス室内管弦楽団 

(指揮)ジェフリー・テイト 

 ＜MUSIC FROM EMI TOCE56304、56305＞ 

 

「ルーシー・メエ・ブルース」 (フランキー・リー・シムズ) 

(2分 26秒) 

 ＜VIVID SOUND CORPORATION VS2002＞ 

 

「夜も昼も」 (ゴンチチ) 

(1分 57秒) 

 ＜ポニーキャニオン PCCA-01792＞ 

 

「交響曲 第 10番から アダージョの一部分」 マーラー作曲 

(2分 25秒) 

(管弦楽)フィルハーモニア管弦楽団 

(指揮)ジュゼッペ・シノーポリ 

 ＜UNIVERSAL 4803754＞ 

 



「リコンポーズド・バイ・マシュー・ハーバート:  

マーラー交響曲 第 10番の一部分」 

(マシュー・ハーバート) 

(3分 03秒) 

 ＜UNIVERSAL 0602527344386＞ 

 

「カ・ノエ・ラニ」 石川優美、石川進・作詞/作曲 

(3分 20秒) 

(ピアノ)石川優美&ポノラニ 

 ＜SNILEY HONU REC. HONU002＞ 

 

「アコークロー」 (高良仁美) 

(3分 13秒) 

 ＜RESPECT RES-161＞ 

 

「シャングリ・ラ」 (スカ・ラヴァーズ) 

(2分 34秒) 

 ＜RESPECT RES-171＞ 



2010年 9 月 4日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ アヒルとペリカンとフラミンゴの音楽 － 

  

「ダッキー・ヒップ」 (ゴンチチ) 

(4分 38秒) 

 ＜EPIC REC. ESCL2430、31＞ 

 

「プリティ・フラミンゴ」 (マンフレッド・マン) 

(2分 35秒) 

 ＜東芝 EMI TOCP-6122＞ 

 

「ニック・アット・ティーズ」 (ダック・ベーカー) 

(4分 40秒) 

 ＜DISKUNION AVAN040＞ 

 

「アイヴォリー・コースト」 (ボビー・ハッチャーソン) 

(4分 29秒) 

 ＜KOCHJAZZ KOCCD7868＞ 

 

「ミス・ルーシー」 (ペリカンズ) 

(2分 04秒) 

 ＜IR IMPERIAL LM-94005＞ 

 

「二羽のあひるが、ねえ母さん」  

(エスペリオン 20、指揮:ジョルディ・サヴァール) 

(2分 56秒) 

 ＜ASTREE AUVIDIS E8762＞ 

 

「スパークル・アップ」 (ザ・ハイ・ラマズ) 

(4分 53秒) 

 ＜alpaca park 4839032＞ 

 

「ゴーイング・ウエスト」 (マッハ・ペリカン) 

(2分 36秒) 

 ＜vivid sound VSCD-3413＞ 

 

「小唄ロック」 (ダーク・ダックス) 

(2分 54秒) 

 ＜キングレコード PCD-1519＞ 

 



「ダイヴィン・ダック・ブルース」  

(スリーピー・ジョン・エステス) 

(3分 17秒) 

 ＜P-VINE PCD18525＞ 

 

「ザ・モラル・アット・ジ・エンド」  

(ディーレディオ&リアンヌ・ハル) 

(3分 28秒) 

 ＜sentence rec.2009 sent-01＞ 

 

「ラヴ・ウォークド・イン」 (フラミンゴス) 

(2分 48秒) 

 ＜日本コロムビア YZ76RO＞ 

 

「北京ダック」 (細野晴臣) 

(2分 41秒) 

 ＜日本クラウン CRCP-20387＞ 

 

「ライト・フット」 (ルー・ドナルドソン) 

(5分 33秒) 

 ＜music from EMI TOCJ-66431、32＞ 

 

「とまどうペリカン」 (井上陽水) 

(4分 53秒) 

 ＜FOR LIFE REC. FLCF3761＞ 

 

「コールド・ダック・タイム」  

(レス・マッキャン&エディー・ハリス) 

(6分 31秒) 

 ＜ATLANTIC JAZZ 1537-2＞ 

 

「ペリカン・イン・ザ・パーク」  

(ドクター・ケー・プロジェクト) 

(4分 38秒) 

 ＜TAMT TAMT-1＞ 

 

「水の誘惑」 (ゴンチチ) 

(3分 16秒) 

 ＜EPIC SONY ESCB1157＞ 

 



「エヴリボディー・イズ・ア・スター」  

(スライ&ザ・ファミリーストーン) 

(3分 04秒) 

 ＜EPIC REC. EICP7084,85＞ 

 

「水」 (山本精一) 

(4分 00秒) 

 ＜blues interaction PCD-25117＞ 


