
世界の快適音楽セレクション 
2012 年 11 月 24 日（土） ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

- Z の音楽 - 

 
「ゼフィルス」 (ゴンチチ) 

(2 分 24 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB 1829＞ 

 

「ズーム」 (キャデラックス) 

(2 分 26 秒) 

＜HOODOO RECORDS 263382＞ 

 

「リトル・シスター」 (バジー・フェイトン) 

(7 分 50 秒) 

＜DREAMSVILLE RECORDS  

YDCD-0128＞ 

 

「エピストロ・ファンク」 (オズ・ノイ) 

(7 分 20 秒) 

＜MAGNATUDE MT-2314-2＞ 

 

「作品 1 第 2 から 第 2 楽章」 フランチェスコ・ザッパ作曲 

(フランク・ザッパ) 

(2 分 04 秒) 

＜VIDEOARTS MUSIC VACK 1254＞ 

 

「ザト・アル・シャマ」 (ムハンマド・ワルディ) 

(5 分 09 秒) 

＜RAGS MUSIC RPM 001-2＞ 

 

「ジャスト・ア・クローサー・ウォーク・ウィズ・ジィー」  

(エラ・フィッツジェラルド) 

(5 分 04 秒) 

＜EMI‐CAPITOL 72435-23745-2-6＞ 

 

「わるいくせ」 (安井かずみ) 

(3 分 22 秒) 

＜POLYDOR POCH-1338＞ 

 

 

 



「サパテアード」 (アル・ゴルペ・デル・グァティメー) 

(2 分 57 秒) 

＜WINTER&WINTER 910 110-2＞ 

 

「ザディコ・エ・パ・サレ」 (クリフトン・シェニエ) 

(3 分 16 秒) 

＜P‐VINE PCD-2502＞ 

 

「ジンバブエ」 (ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ) 

(3 分 50 秒) 

＜TUFF GONG NO NUMBER＞ 

 

「デザート・バンジョー」  

(アムステルダム・クレツマー・バンド) 

(3 分 38 秒) 

＜ESSAY RECORDINGS AY CD 28＞ 

 

「コンサンプション」 (ZZ トップ) 

(3 分 48 秒) 

＜american B0017380-02＞ 

 

「ラ・サルサモーラ」 (ラス・グレカス) 

(2 分 35 秒) 

＜UNDERGROUND MASTERS UM013＞ 

 

「銭形平次」 (舟木一夫) 

(2 分 59 秒) 

＜SONY MHCL 161＞ 

 

「ゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー」  

(デニー・ザイトリン・トリオ) 

(6 分 00 秒) 

＜VENUS RECORDS TKCV-35039＞ 

 

「ABC から Z まで」 (青山ミチ) 

(3 分 14 秒) 

＜UNIVERSL UPCY-6658＞ 

 

 

 



「ディラク・イン・ズー」 (ゴンチチ) 

(3 分 47 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB 1647＞ 

 

「ジング・ウェント・ザ・ストリングス・オブ・マイ・ハート」  

(トランプス) 

(4 分 53 秒) 

＜BR MUSIC CDS 296＞ 

 

「ザ・ゴッド・オブ・スモール・カレシズ」  

(ヤン・バング、エリック・オノレ、デヴィッド・シルヴィアン、 

シッツェル・アンドレセン、アルヴェ・ヘンリクセン) 

(5 分 51 秒) 

＜P‐VINE PCD-17582＞ 

  



 

2012 年 11 月 17 日（土）  ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

- VS の音楽 - 

 

「逃げる男と求める女」 (ゴンチチ) 

(4 分 50 秒) 

＜Leafage PCCA-021012＞ 

 

「トゥート・トゥート・トゥートシー・グッドバイ」  

(バディ・リッチ&マックス・ローチ) 

(3 分 57 秒) 

＜MERCURY 826 987-2＞ 

 

「聖書ソナタ“ダビデとゴリアテの戦い”から  

ダビデとゴリアテの挑戦の言葉と戦い  

ゴリアテの額に石が命中、彼が落命した場面」クーナウ作曲 

(1 分 09 秒) 

(オルガン)カレヴィ・キヴィニエミ 

(パーカッション)マルック・クローン 

＜FINLANDIA 4509-98036-2＞ 

 

「ラッパーズ・デライト」 (シュガーヒル・ギャング) 

(3 分 55 秒) 

＜RHINO R2 75624＞ 

 

「キャンバーウェル・グリーン」  

(ミックスマスター・モリス、ジョナ・シャープ) 

(6 分 09 秒) 

＜SSR SSR 167＞ 

 

「闘いまた闘い」 (リエンゴ) 

(2 分 58 秒) 

＜BOBMA RECORDS BOM513＞ 

 

「イェルシャライム・イルクハー」  

(デヴィッド・グリスマン、アンディ・スタットマン) 

(4 分 09 秒) 

＜ACOUSTIC DISC ACD-64＞ 

 

 



 

「花の対抗試合」 (倉丘伸太郎) 

(3 分 13 秒) 

＜P‐VINE PCD-1511＞ 

 

「ファニートとホセの間で」 (マチート) 

(2 分 57 秒) 

＜BOBMA RECORDS BOM117＞ 

 

「オール・ザ・シングス・ユー・アー」  

(ジム・ホール、パット・メセニー) 

(6 分 58 秒) 

＜TELARC CD-83442＞ 

 

「ゴット・トゥ・ビー・フリー」 (キンクス) 

(3 分 56 秒) 

＜PYE NSPL 18359＞ 

 

「空色の」 (ミナクマリ) 

(6 分 09 秒) 

＜parade PARADE06＞ 

 

「映画“モスラ対ゴジラ”から モスラの旅立ち」  

(映画“モスラ対ゴジラ”オリジナル・サウンドトラック) 

(3 分 25 秒) 

＜東宝レコード AX-8100＞ 

 

「プロレス拳」 (神楽坂はん子、中島孝) 

(3 分 14 秒) 

＜COLUMBIA A 2158＞ 

 

「津軽じょんがら節」 (寺内タケシ、三橋美智也) 

(3 分 23 秒) 

＜KING RECORDS BRIDGE-033＞ 

 

「オー!リトル・レディー」 (タロー&ジョーダン) 

(2 分 37 秒) 

＜JAHMANDO RECORDS JMD-001＞ 

 

 



 

「バオリン・ソナタ 第 1 番 ニ長調 作品 12 第 1 から第 3 楽章」ベートーヴェン作曲 

(4 分 39 秒) 

(バイオリン)イザベル・ファウスト 

(ピアノ)アレクサンドル・メルニコフ 

＜HARMONIA MUNDI HMC 902025＞ 

 

「ビリー7」 (ボブ・ディラン) 

(2 分 08 秒) 

＜SONY SRCS 6162＞ 

 

「バード・アンド・キャット」 (ゴンチチ) 

(4 分 49 秒) 

＜EPIC/SONY 32 8H-5087＞ 

 

「バラ色の桜んぼの木と白い林檎の木」 (イヴェット・ジロー) 

(3 分 21 秒) 

＜ANGEL RECORDS HM-1159＞ 

 

「深海宇宙論」 (ファンシー・ナムナム) 

(3 分 34 秒) 

＜disk union FJ046＞ 

  



2012 年 11 月 10 日（土） ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

- たそがれの音楽 - 

 

「夕空暮色」 (ゴンチチ) 

(4 分 27 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02230＞ 

 

「サンディー」 (ロニー&ザ・デイトナス) 

(2 分 42 秒) 

＜BEAT ROCKET BR120＞ 

 

「サンセット・イン・ラポニア」 (ロル・ジュネル) 

(4 分 20 秒) 

＜ROLAND JUNELL RJ-01＞ 

 

「サンセット」 (ケニー・バロン) 

(9 分 08 秒) 

＜MUSE REC. MCD6014＞ 

 

「ベイム・レブイン・パレスチナ」(パノラマ・ジャズ・バンド) 

(5 分 55 秒) 

＜panorama jazz band PR-9038＞ 

 

「トワイライト」 (ロニー・リストン・スミス) 

(1 分 19 秒) 

＜CBS SCBS83331＞ 

 

「ノーヴェンバー・トワイライト」 (ジュリー・ロンドン) 

(3 分 20 秒) 

＜EMI ミュージック・ジャパン TOCJ-90056＞ 

 

「オルガニート・デ・ラ・タルデ」 (カルロス・ディサルリ) 

(2 分 45 秒) 

＜BMG ビクター BVCP-2646＞ 

 

「ゴールドベルク変奏曲から 第 18～20 変奏」 バッハ作曲 

(5 分 15 秒) 

(ピアノ)シモーヌ・ディナースタイン 

＜TELARC CD-80692＞ 

 



「ロマンス」 (ミカド) 

(2 分 30 秒) 

＜OPERATION TWILIGHT NO NUMBER＞ 

 

「デイ・イズ・ダン」 (ブラッド・メルドー・トリオ) 

(9 分 27 秒) 

＜NONESUCH WPCR-12215＞ 

 

「トワイライト・ゾーン」 (吉田美奈子) 

(6 分 08 秒) 

＜RCA RVL-8005＞ 

 

「夕暮れの憂鬱」 (ゴンザレス三上) 

(5 分 20 秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL-11001＞ 

 

「キャン・アイ・キック・イット」  

(ア・トライブ・コールド・クエスト) 

(3 分 26 秒) 

＜ZOMBA REC. JIVE265＞ 

 

「受容(シン)」  

(アンドレ・メマーリ、シコ・ピニェイロ、セルジオ・サントス) 

(4 分 56 秒) 

＜INPARTMAINT INC. RCIP-0178＞ 

 

「ピンク・ムーン」 (ミシャ・フィッツジェラルド・ミシェル) 

(3 分 33 秒) 

＜NO FORMAT! 6149812＞ 

  



2012 年 11 月 3 日（土） ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

- ファッションの音楽 - 

 

「楽しみな週末」 (ゴンチチ) 

(4 分 15 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02230＞ 

 

「オールド・ファッションド・ラヴ・ソング」  

(ポール・ウイリアムス) 

(3 分 12 秒) 

＜A&M REC. D25Y3260＞ 

 

「ハウ・アム・アイ・ノウ」  

(ミスター・フクシマ・  

アンド・ヒズ・スウィート・ホリーワイアンズ) 

(4 分 04 秒) 

＜HOME WORK HW-025＞ 

 

「朝日のようにさわやかに」 (ソニー・クラーク) 

(6 分 30 秒) 

＜BLUE NOTE 7243533774 2 7＞ 

 

「プル・アップ・トゥ・ザ・バンパー」(グレース・ジョーンズ) 

(4 分 41 秒) 

＜ISLAND REC. ILPS9624＞ 

 

「ア・ムーザ・ク・メ・ケ・アシン」  

(ドゥ・ドゥ・ファルカォン) 

(3 分 48 秒) 

＜SOM LIVRE 1519-2＞ 

 

「映画“ロシュフォールの恋人たち”から 双子姉妹の歌」  

(映画“ロシュフォールの恋人たち”サントラ) 

(3 分 56 秒) 

＜PHILIPS 558408-2＞ 

 

「スターダスト」 (ホーギー・カーマイケル) 

(2 分 28 秒) 

＜EMI REC. CDLM8019＞ 

 



「デディケイテッド・フラワー・オブ・ファッション」  

(ザ・キンクス) 

(3 分 05 秒) 

＜VICTOR VICP-60223＞ 

 

「アイム・オールド・ファッションド」 (ダイナ・ショア) 

(2 分 52 秒) 

＜CAPITOL C.D. CDP796791＞ 

 

「バンジョー・ドイナ」 (カペリエ) 

(6 分 43 秒) 

＜shanachie rec.SHANACHIE21007＞ 

 

「スーパーモデル・サンドウィッチ」  

(テレンス・トレント・ダービー) 

(3 分 45 秒) 

＜EPIC/SONY ESCA6181＞ 

 

「アイム・オールド・ファッションド」(ジョン・コルトレーン) 

(7 分 58 秒) 

＜BLUE NOTE 7243 4 95326 2 5＞ 

 

「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＞ 

 

「みんな月へ行ってしまった」 (ニーナ・シモン) 

(3 分 05 秒) 

＜BMG ビクター BVCJ-7348＞ 

 

「フィーリング・グッド」 (ミシェル・ンデゲオチェロ) 

(4 分 10 秒) 

＜naive VITO-115＞ 

 

「シティ・オブ・ドリームス」 (ビル・ファイ) 

(6 分 11 秒) 

＜DEAD OCEANS DOC061＞ 

 


