
世界の快適音楽セレクション

2011 年 3 月 26 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 桃色の音楽 － 

 

「タイニー・リップス」 (ゴンチチ) 

(4 分 36 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1050＞ 

 

「桃色の風」 (スリー・キャッツ) 

(3 分 19 秒) 

＜コロムビア COCA-71145＞ 

 

「恋は桃色」 (細野晴臣) 

(2 分 47 秒) 

＜キングレコード KICS-8805＞ 

 

「桃色吐息」 (高橋真梨子) 

(3 分 30 秒) 

＜VICTOR VFD8741＞ 

 

「桃色のわな」 (オスカー・ピーターソン) 

(2 分 40 秒) 

＜REAL GONE RGJCD224＞ 

 

「夏虫色」 (いろのみ) 

(4 分 00 秒) 

＜KITCHIN LABEL KI-005＞ 

 

「緑とばらのマンゲイラ」 (アルシオーネ) 

(3 分 04 秒) 

＜BMG VICTOR BVCP-2105＞ 

 

「ヒアーズ・トゥ・ライフ」 (ケイ赤城) 

(3 分 52 秒) 

＜VIDEO ARTS MUSIC VACV-1040＞ 

 

「眠れる森の美女」 ドビュッシー作曲 

(3 分 00 秒) 

(ソプラノ)ヴェロニク・ジャンス 

(ピアノ)ロジャー・ヴィニョールズ 

＜東芝 EMI TOCE-55154＞ 



「コル・カエ・ルエム」 (タナワン・アニルクン) 

(3 分 30 秒) 

＜LEO TOY 155＞ 

 

「ピンク・パンサーのテーマ」 (ヘンリー・マンシーニ) 

(1 分 15 秒) 

＜東芝 EMI TOCP-67439＞ 

 

「アイ・シャル・ビー・リリースト」 (ザ・バンド) 

(3 分 13 秒) 

＜CAPITOL 72438314612 3＞ 

 

「ありがとうの歌」 (我如古より子、吉川忠英) 

(5 分 30 秒) 

＜RESPECT REC. RES-89＞ 

 

「フラミンゴ」 (カル・ジェイダー) 

(4 分 00 秒) 

＜ビクターエンタテインメント VICJ60202＞ 

 

「バラ色の人生」 (イヴ・モンタン) 

(3 分 16 秒) 

＜EPIC/SONY ESCA5065＞ 

 

「桜舞う道」 (ゴンチチ) 

(4 分 28 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02230＞ 

 

「ベサメ・ムーチョ」 (トリオ・ロス・パンチョス) 

(2 分 30 秒) 

＜EPIC/SONY ESCA5064＞ 

 

「ベサメ・ムーチョ」 (ヤーコヴ・シャピロ) 

(3 分 11 秒) 

＜HATAKLIT LTD. CD-9471＞ 

 

「ワールド・マサラ」 (テラコタ) 

(4 分 09 秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD-8877＞ 

 



「ニコセロン パート 3」 (ヒカシュー) 

(3 分 53 秒) 

＜マキガミレコード mkr-0007＞ 

 

「ジャマイカ・ソング」  

(エミ・マイヤー・ウィズ・クール・ワイズ・マン) 

(3 分 51 秒) 

＜プランクトン VITO-107，108＞ 



2011 年 3 月 19 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 男子禁制の音楽 － 

 

「ガールズ・ラヴ・スリルズ」 (ゴンチチ) 

(4 分 07 秒) 

＜EPIC ESCB1309＞ 

 

「アイ・ロート・ア・ソング」 (パスカル・ピノン) 

(2 分 23 秒) 

＜morr music 2010 mm10＞ 

 

「アマポーラ」 (シュガー・ムーン) 

(5 分 10 秒) 

＜CRESCENT REC. CR-0002＞ 

 

「イエス・アイム・ア・ウィッチ」 (オノ・ヨーコ) 

(3 分 49 秒) 

＜ASTRALWERKS ASW79287＞ 

 

「ベリーダンスと音楽の夜」 (アラディーン) 

(3 分 50 秒) 

＜アオラ STD-10101＞ 

 

「キトゥンピー」 (シンハーガラパン) 

(4 分 37 秒) 

＜UFO UFOCD-708＞ 

 

「あなたに愛されたいの」 (マリリン・モンロー) 

(2 分 57 秒) 

＜ANTHOLOGY’S 3062332＞ 

 

「ウルフス&ベルズ」 (ストームス) 

(5 分 56 秒) 

＜PLANCHA ARTPL-011＞ 

 

「河の流れ」 (ブルガリア国立合唱団) 

(1 分 00 秒) 

＜東芝 EMI CT32-5263＞ 

 

 



「“カルメル会修道女の対話”から 

 “ここの厳しい規則にもあなたはひるむ様子がありませんね”  

“あの修道女たちは何の役に立っているのか”」プーランク作曲 

(5 分 03 秒) 

(ソプラノ)カトリーヌ・デュボス 

(メゾ・ソプラノ)リタ・ゴール 

(管弦楽)リヨン・オペラ座管弦楽団 

(指揮)ケント・ナガノ 

＜東芝 EMI TOCE-55035＞ 

 

「(アイ・ライク・)ザ・ウェイ・ユー・ラヴ・ミー」  

(マイケル・ジャクソン) 

(4 分 22 秒) 

＜SONY MUSIC EICP-1500＞ 

 

「クレイオラ」  

(テリ・リン・キャリントン&モザイク・プロジェクト) 

(4 分 26 秒) 

＜ビデオアーツ VACM-1417＞ 

 

「エスト・エス・フェリシダード」  

(ラス・エルマナス・マルケス) 

(1 分 48 秒) 

＜PIMIENTA REC. 824536＞ 

 

「幻のブルース」 (フラワーショー) 

(2 分 36 秒) 

＜P-VINE PCD25122＞ 

 

「シルリアン・ガールズ」 (ゴンチチ) 

(4 分 23 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1050＞ 

 

「リベルタンゴ」 (小松亮太) 

(3 分 15 秒) 

＜SONY SRCR-2584＞ 

 

「リベルタンゴ」 (ミシェル・カミロ&トマティート) 

(4 分 08 秒) 

＜UNIVERSAL UCCM-1179＞ 



「アモール・ブラジレイロ」 (行川さをり) 

(4 分 02 秒) 

＜ハピネスレコード XQJT-1001＞ 

 

「あやぐ」 (登川誠仁) 

(5 分 58 秒) 

＜リスペクトレコード RES-179＞ 



2011 年 3 月 5 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ パレードの音楽 － 

 

「パレード」 (ゴンチチ) 

(3 分 32 秒) 

＜EPIC REC. ESCL2552＞ 

 

「ヒアー・カムズ・ザ・ビッグ・パレード」  

(ハリー・コニック・ジュニア) 

(4 分 11 秒) 

＜SONY MUSIC SRCS7375＞ 

 

「パパー・パペーチ」 (チンバラーダ) 

(4 分 17 秒) 

＜POLYGRAM 522813-2＞ 

 

「スモール・タウン・パレード」 (ローラ・ギブソン) 

(4 分 18 秒) 

＜HUSH REC. HSH064＞ 

 

「パレード」 ラヴェル作曲 

(7 分 36 秒) 

(ピアノ)アレクサンドル・タロー 

＜harmonia mundi HMC901811，12＞ 

 

「カウボーイ・タイ」 (プレジデント) 

(2 分 51 秒) 

＜K center 120KTD-293＞ 

 

「フロッグ・プリンス」 (パレード) 

(2 分 27 秒) 

＜A&M REC. POCM-2014＞ 

 

「ゴースト・タウン・パレード」 (レス・デューデック) 

(5 分 01 秒) 

＜BGO BGOCD890＞ 

 

「はしご車のゴングあるいはメインストリートをゆく  

消防士のパレード」アイヴズ作曲 

(2 分 31 秒) 



(管弦楽)ニューヨーク・フィルハーモニック 

(指揮)レナード・バーンスタイン 

＜POLYDOR POCG-1020＞ 

 

「グルーヴィン・パレード」 (山下洋輔) 

(3 分 45 秒) 

＜VERVE/UNIVERSAL UCCJ-2044＞ 

 

「パノラマ」 (オヴァル) 

(3 分 51 秒) 

＜HEADZ HEADZ143＞ 

 

「ラムシャックル・デイ・パレード」  

(ジョー・ストラマー&ザ・メスカレロス) 

(4 分 02 秒) 

＜HELLCAT REC. 80454-2＞ 

 

「ヒット・パレード・オブ・ラヴ」  

(ジミー・マーティン&ザ・サニー・マウンテン・ボーイズ) 

(2 分 57 秒) 

＜MCA REC. MCAD-8002＞ 

 

「バーボン・ストリート・パレード」  

(フォーゴトゥン・ソウルズ・ブラス・バンド) 

(3 分 52 秒) 

＜NEW ORLEANS MUSIC ONLINE＞ 

 

「映画“イースター・パレード”から イースター・パレード」  

(ジュディー・ガーランド、フレッド・アステア) 

(2 分 43 秒) 

＜WARNER WPCR-11273＞ 

 

「サン・キング」 (ザ・ビートルズ) 

(2 分 26 秒) 

＜EMI CDP7 464462＞ 

 

「ドント・レイン・オン・マイ・パレード」(ボビー・ダーリン) 

(2 分 57 秒) 

＜VARESE SARABAND VSD-6004＞ 

 



「デヴォニアン・パレード」 (ゴンチチ) 

(4 分 13 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1050＞ 

 

「コモエスタ赤坂」 (ありけいこ&マイラ、安田明) 

(3 分 25 秒) 

＜ホメロス音楽配給(株) HRL-1060B＞ 

 

「ピニャール橋」 (ラ・レブエルタ) 

(4 分 43 秒) 

＜メタカンパニー KAIRA-004＞ 

 


