
世界の快適音楽セレクション

2011 年 2 月 26 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 仮面の音楽 － 

 

「見知らぬ人」 (ゴンチチ) 

(2 分 47 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

「マスカレードの夜」 (エリス・レジーナ、ピエール・バルー) 

(3 分 02 秒) 

＜PHILIPS UICY3505＞ 

 

「仮面」 ドビュッシー作曲 

(4 分 42 秒) 

(ピアノ)ミシェル・ベロフ 

＜日本コロムビア COCQ-83016＞ 

 

「ザ・マスク」 (B.J.トーマス) 

(2 分 41 秒) 

＜COLLECTORS’CHOISE CCM-2059＞ 

 

「シーム・フロム・デッド・ウエスト」  

(ザ・ファントム・サーファーズ) 

(2 分 25 秒) 

＜NORTON ED218＞ 

 

「アイ・エイント・ゴット・トゥー・ラヴ・ノーボディー・ エルス」(マスカレーダーズ) 

(2 分 35 秒) 

＜BELL BELL733＞ 

 

「ランダ」 (パスタカス) 

(4 分 17 秒) 

＜AFTER HOURS 105＞ 

 

「命こがして」 (ゴールデン・ヴェール) 

(3 分 26 秒) 

＜POLYDOR SDR-1254＞ 

 

「七色仮面の歌」 (近藤よし子、キング子鳩会) 

(2 分 45 秒) 

＜キングレコード KICS-2177＞ 



「ゴット・トゥー・ファインド・ア・スウィート・ネーム」  

(ザ・マスク・メン・アンド・ザ・エージェンツ) 

(3 分 06 秒) 

＜MUSICOR REC. MS3239＞ 

 

「タルチュム」 (ファルチュロ) 

(2 分 21 秒) 

＜JIGU REC. JCDS-0624＞ 

 

「ディス・マスカレード」 (レオン・ラッセル) 

(4 分 22 秒) 

＜SHELTER SRZ-8006＞ 

 

「ウォーキング・ボス」 (ジョン・ミラー) 

(3 分 18 秒) 

＜ORB DISCS orb-1010＞ 

 

「仮面の告白」 (ピーター) 

(2 分 48 秒) 

＜SONY MUSIC SRCL4228＞ 

 

「パチューコ・カディヴァー」 (キャプテン・ビーフハート) 

(4 分 37 秒) 

＜STRAIGHT STS1053＞ 

 

「ジョイ・イズ・ア・ソロウ・アンマスクド」  

(ロイ・ハーグローブ) 

(4 分 46 秒) 

＜GROOVIN’HIGH 0602517641815＞ 

 

「東京 333 米」 (ミラクル・ヴォイス) 

(3 分 17 秒) 

＜キングレコード EB-145＞ 

 

「ダイ」 (ザ・マミーズ) 

(2 分 37 秒) 

＜ESTRUS REC. ES2100＞ 

 

「妹は知っていた」 (ゴンチチ) 

(3 分 57 秒) 



＜EPIC/SONY ESCB1050＞ 

 

「ザ・オールド・カントリー」  

(ナンシー・ウィルソン、キャノンボール・アダレイ) 

(3 分 00 秒) 

＜CAPITOL CJ32-5011＞ 

 

「みじん」 (パグタス) 

(1 分 58 秒) 

＜PEDAL REC. PDL-1001＞ 



2011 年 2 月 19 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ しみる音楽 － 

 

「煙が目にしみる」 (ゴンチチ) 

(2 分 24 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01792＞ 

 

「アース・ザ・ストーリー・ソー・ファー」  

(プリファブ・スプラウト) 

(5 分 01 秒) 

＜KITCHENWARE REC. KWCD41＞ 

 

「エミサリオ・ドゥ・ウン・ヘイ・デスコインニシード」  

(エウジェニア・メロ・エ・カストロ) 

(4 分 06 秒) 

＜BISCOITO FINO BF526＞ 

 

「ダンサー」 (長谷川きよし) 

(3 分 53 秒) 

＜テイチクエンタテインメント TECE1028＞ 

 

「サム・バーデンダーズ・ハヴ・ザ・ギフト・オブ・パードン」  

(マーク・アイツェル) 

(5 分 18 秒) 

＜WARNER BROS 946152-2＞ 

 

「ローカキュ・アングナム」 (オーラヴル・アルナルズ) 

(3 分 45 秒) 

＜ERASED TAPES eratp8cd＞ 

 

「リッスン・トゥー・ミー」 (レイ・テラス) 

(2 分 26 秒) 

＜東芝 EMI TOCP-50759＞ 

 

「ベティ・ケーン」 (トーマス・ファイナー、エニーウェン) 

(3 分 39 秒) 

＜BMG JAPAN PVCP-8788＞ 

 

「弦楽のためのアダージョ」 バーバー作曲 

(10 分 02 秒) 



(管弦楽)ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団 

(指揮)レナード・バーンスタイン 

＜UNIVERSAL 002894775699＞ 

 

「スケープゴート」 (ケリー・ジョー・フェルプス) 

(1 分 40 秒) 

＜ROUNDER REC.  

Rounde11661-3249-2＞ 

 

「アイ・ネヴァー・ミーン・トゥー・ハート・ユー」  

(ローラ・ニーロ) 

(2 分 52 秒) 

＜SONY SRCS6322＞ 

 

「ヴィダラ・ケ・ロンダ」 (カルロス・アギーレ・グルーポ) 

(6 分 06 秒) 

＜SHAGRADA MEDRA SHCD-017＞ 

 

「マイ・マム」 (チョコレート・ジーニアス) 

(5 分 05 秒) 

＜V2 REC. 63881＞ 

 

「ひまわり」 (ゴンチチ) 

(1 分 56 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01792＞ 

 

「リング・ザ・アラーム」 (テナー・ソウ) 

(1 分 12 秒) 

＜ISLAND REC. IBXCD1/518 339-2＞ 

 

「リング・ザ・アラーム」 (ブラック・ダヴ) 

(6 分 30 秒) 

＜SONY MUSIC 88697740942＞ 

 

「サンライズ・イン・ジャイプル・ナイト・イン・ムンバイ」  

(マックス・ミドルトン) 

(12 分 35 秒) 

＜REAL LIFE RL2CD007＞ 



2011 年 2 月 12 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 語りの音楽 － 

 

「夏の終わりの庭」 (ゴンザレス三上) 

(3 分 16 秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL-11001＞ 

 

「スモール・トーク・125th・アンド・レノックス」  

(ギル・スコット・ヘロン) 

(1 分 21 秒) 

＜FLYING DUTCHMAN FDS-131＞ 

 

「北都」 (北島三郎) 

(5 分 52 秒) 

＜クラウン・レコード CRCN-40057＞ 

 

「渋谷で 5 時」 (鈴木雅之) 

(4 分 20 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1415＞ 

 

「ザ・ヴァレー」 (ウィズ・ジョーンズ) 

(5 分 12 秒) 

＜SCENESCOF SCOFCD1006＞ 

 

「ケルアック」 (モーフィン) 

(2 分 55 秒) 

＜RYKODISC RCD10329＞ 

 

「君は人のために死ねるか」 (杉良太郎) 

(3 分 16 秒) 

＜テイチク TECE-32817＞ 

 

「クン・ダン・ダト・ニョク」 (ヌス・ホアイ・アン) 

(4 分 45 秒) 

＜dihavina＞ 

 

「ヘイ・ジャック」 (エセル・エニス) 

(3 分 07 秒) 

＜東芝 EMI TOCJ-6075＞ 

 



「六軒長屋の歌」 (宮城まり子) 

(4 分 01 秒) 

＜VICTOR VICL-60339＞ 

 

「アイ・トロール・ザ・メガヘルツ」 (パディ・マクアルーン) 

(22 分 06 秒) 

＜EMI 724358391022＞ 

 

「ビューティフル・デイズ」 (ゴンチチ) 

(2 分 17 秒) 

＜EPIC ESCL2552＞ 

 

「アルフィー」 (ルーマー) 

(2 分 56 秒) 

＜ATLANTIC ATUK098.5052498392223＞ 

 

「アルフィー」 (シラ・ブラック) 

(2 分 41 秒) 

＜CONNOISSEUR COLLECTION  VSOPCD128＞ 

 

「フェリス・ホイール」 (ミシェル・シャプロウ) 

(3 分 57 秒) 

＜P-VINE PCD-4490＞ 

 

「カム・ホーム」 (ヤエル・ナイム) 

(3 分 50 秒) 

＜プランクトン VIVO258＞



2011 年 2 月 5 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ モアーモアーの音楽 － 

 

「フォギー・ヴァレー」 (ゴンチチ) 

(3 分 25 秒) 

＜EPIC ESCB1901＞ 

 

「ザット・ウィル・ハプン・ノー・モア」  

(ブラインド・ブレイク) 

(3 分 01 秒) 

＜JSP REC. ISP7714B＞ 

 

「セイ・ノー・モア」 (ロニー・ジョーダン) 

(4 分 14 秒) 

＜N-CODED MUSIC NC-4252-2＞ 

 

「ジャスト・ワン・モア・チャンス」(ジャッキー・グリーソン) 

(2 分 29 秒) 

＜FINE AND MELLOW fm602＞ 

 

「最高のうちでも最高の人」  

(クレマン・ジャヌカン・アンサンブル) 

(1 分 23 秒) 

＜HARMONIA MUNDI KHM100025＞ 

 

「ラガッツォ・ミオ」 (ルイジ・テンコ) 

(3 分 19 秒) 

＜RHINO 5051442915655＞ 

 

「ダブ・ソー・ハード」 (マッド・プロフェッサー) 

(4 分 17 秒) 

＜ISLAND PHCR-2706＞ 

 

「ワン・モア・ワンス」 (ミシェル・カミロ) 

(4 分 53 秒) 

＜SONY MUSIC EICP1428＞ 

 

「モア・ザン・ワン・ウェイ・ホーム」 (ケブ・モー) 

(4 分 56 秒) 

＜YOLA BELLE INT. YBI-0901＞ 



「スウィート・ローズ」 (バート・ヤンシュ) 

(2 分 57 秒) 

＜CASTLE MUSIC CMRCD170＞ 

 

「白鳥の恋(モア・ザン・エニシング)」 (朝丘雪路) 

(2 分 23 秒) 

＜東芝 EMI TOCT-10951＞ 

 

「モア」 (ナット・キング・コール) 

(2 分 06 秒) 

＜東芝 EMI TOCP-9167＞ 

 

「モア・モア」 (越路吹雪、芦野宏) 

(2 分 21 秒) 

＜コロムビア COCP-36033＞ 

 

「アイ・ラヴ・ユー・モア・ザン・ワード・キャン・セイ」  

(オーティス・レディング) 

(2 分 50 秒) 

＜ATLANTIC 80254-2＞ 

 

「イン・ザ・スモーク」 (ゴンチチ) 

(4 分 44 秒) 

＜SO WHAT? ESCB2004＞ 

 

「オリエント・エクスプレス」 (ジョー・サヴィヌル) 

(1 分 42 秒) 

＜TONE CENTER TC40482＞ 

 

「オリエント・エクスプレス」  

(メトロポール・オーケストラ、ヴィンス・メンドーサ) 

(4 分 15 秒) 

＜BHM PRO. BHM1050-2＞ 

 

「600 万の不安」 (パパ・ウェンバ、ナタリー・マコマ) 

(6 分 10 秒) 

＜SINA PERFORMANCE WMCD30＞ 

 

 



「バール・ラ・ルンバ」 (アイ・アイ・アイ) 

(2 分 58 秒) 

＜ビーンズ レコーダー BNSCD-8876＞ 

 

「マリネロス」 (オンダ・バガ) 

(3 分 02 秒) 

＜ビーンズ レコーダー BNSCD-767＞ 

 

「ハリクヤマク～唐船ドーイ～嘉手久」 (大城志津子民謡グループ) 

(5 分 11 秒) 

＜リスペクト RES177＞ 

 


