
世界の快適音楽セレクション

2012 年 12 月 29 日（土） ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

- 年末恒例 大蔵ざらえの音楽 - 

 

 「氷と水のワルツ」 (ゴンチチ) 

(2 分 41 秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

「シー」 (ジェフ・リン) 

(2 分 32 秒) 

＜BIG TRILBY REC. FRLP-569＞ 

 

「アラベスク 第 1 番」 ドビュッシー作曲 

(4 分 38 秒) 

(ハープ)グザヴィエ・ドゥ・メストレ 

＜SONY CLASSICAL  

88691931792-18＞ 

 

「リジア」 (ルーラ・ガルヴァオ) 

(6 分 11 秒) 

＜55 REC. FNCJ-5536＞ 

 

「ビフォア・ザ・ネクスト・ティアードロップス・フォールズ」  

(フレディ・フェンダー) 

(2 分 32 秒) 

＜abc Dot DOSD-2020＞ 

 

「巡礼の年 第 1 年から 第 7 曲 牧歌」 リスト作曲 

(ルイ・ロルティ) 

(4 分 25 秒) 

＜chandos CHAN10662＞ 

 

「インダー・ヴェンニラ」 (K.S.チスラ) 

K.S.CHITHRA 作詞、K.S.CHITHRA 作曲 

(4 分 28 秒) 

＜B-MUSIC BM5041＞ 

 

「エシン・ファンファン」 (アキーブ・カリーム) 

(4 分 45 秒) 

＜HOT CASA REC. PCD-2477＞ 

  



「ケ・セラ・セラ」 (ビルヒニア・ロペス) 

(2 分 35 秒) 

＜SPANORAMIC 503＞ 

 

「ハピネス・ホテル」 (ザ・マペッツ) 

(3 分 05 秒) 

＜RHINO R2 78＞ 

 

「これが呑まずに居られるかい」 (三波春夫) 

(3 分 35 秒) 

＜テイチクエンターテインメント TECE-45989＞ 

 

「インヴォケイション」 (ヒュー・ル・ケイン) 

(2 分 20 秒) 

＜JWD MUSIC JWD03＞ 

 

「ゾーズ・ロンリー・ロンリー・ナイツ」  

(ジョニー・ギター・ワトソン) 

(2 分 54 秒) 

＜P-VINE PCD-3026＞ 

 

「アイ・ウォナ・ホールド・ユア・ハンド」 (ラフィー) 

(アーシャ) 

(S.D.バティシュ) 

(S.バルビー) 

(3 分 35 秒) 

＜HMV N54810＞ 

 

「パーフェクト・ワールド」  

(ヒューイ・ルイス・アンド・ニュース) 

(3 分 54 秒) 

＜CAPITOL 09463-62996-2-4＞ 

 

「シェイク・ア・ハンド」 (ジーニー・バーンズ) 

(ジョニー・オーティス・オーケストラ) 

(2 分 24 秒) 

＜ACE REC. CDCHD774＞ 

 

 

 

 



「交響曲 第 9 番 ニ短調“合唱つき”から  

第 4 楽章の終わりの部分」ベートーベン作曲 

(合唱)ウィーン楽友協会合唱団 

(管弦楽)ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 

(指揮)クリスティアン・ティーレマン 

(4 分 18 秒) 

＜SONY MUSIC SICC20140～20145＞ 

 

「歩いても歩いても」 (ゴンチチ) 

(1 分 49 秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL-15001＞ 

 

「ダーク・デイ」 (クエル&ジャクソン・ジョー) 

(4 分 03 秒) 

＜GAla pagos G4CD0037＞ 

 

「愛の天使パトラー」 (青樹亜依) 

(5 分 25 秒) 

＜P-VINE PCD-4624＞ 

  



2012 年 12 月 22 日（土）  ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

- 歌いたくなる音楽と黙って聴きたい音楽  - 

 

「ラヴァーズ」 (ゴンチチ) 

(5 分 15 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02102＞ 

 

「モア・トゥデイ・ザン・イエスタデイ」  

(スパイラル・ステアケース) 

(3 分 15 秒) 

＜TARAGON REC. TARCD-1007＞ 

 

「レインボー・メロディー」 (ベルト・ケンプフェルト楽団) 

(3 分 09 秒) 

＜TARAGON REC. TARCD-1045＞ 

 

「ウィズ・トゥモロー」 (ジーン・クラーク) 

(2 分 25 秒) 

＜A&M REC. SP-4292＞ 

 

「イチボン・タミダチ」 (ザ・ローヴァーズ) 

(2 分 32 秒) 

＜MCG MCG101＞ 

 

「ウィロー・ウィープ・フォー・ミー」(デクスター・ゴードン) 

(8 分 40 秒) 

＜BLUE NOTE 724358091427＞ 

 

「オ・キ・エ・オ・アモール」 (アルリンド・クルス) 

(4 分 08 秒) 

＜MTV 10055-2＞ 

 

「ノー・ノー・ボーイ」 (かまやつひろし、森山良子) 

(2 分 50 秒) 

＜BMG ファンハウス BVCR-11046＞ 

 

「ナム」 (アンディ・ストット) 

(6 分 30 秒) 

＜LOVE079 5060165480357＞ 

 

 



「オン・ア・クリアー・デイ」 (マントヴァーニ楽団) 

(3 分 05 秒) 

＜THE DECCA REC. UICY-1568＞ 

 

「レインボー・コネクション」 (カーミット・ザ・フロッグ) 

(3 分 16 秒) 

＜RHINO R2 78119＞ 

 

「夜へ」 (山口百恵) 

(4 分 15 秒) 

＜SONY MUSIC DIRECT MHCL10071＞ 

 

「僕のいのち」 (映画“ボンベイ”サントラ盤) 

(7 分 16 秒) 

＜PYRAMID CD PYR8311＞ 

 

「ユーヴ・ガット・ア・フレンド」 (ダニー・ハサウェイ) 

(4 分 30 秒) 

＜ATLANTIC 7567-80272-2＞ 

 

「28」 (ゴンチチ) 

(3 分 22 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01512＞ 

 

「ザ・シークレット・オブ・ザ・マシーン」  

(ジェレク・ビショフ) 

(3 分 51 秒) 

＜LEAF 92478＞ 

 

「ウィ・レット・ザ・スターズ・ゴー」 (ロビー・デュプリー) 

(3 分 24 秒) 

＜SPECTRA REC. SRRD1699＞ 

 

「ダーク・ブラック」 (クリスティーナ・トレイン) 

(3 分 05 秒) 

＜MERCURY REC. 3722328＞  



2012 年 12 月 15 日（土） ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

- 円の音楽 - 

 

「回る男」 (ゴンチチ) 

(2 分 43 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA01512＞ 

 

「ブラザー・キャン・ユー・スペア・ア・ダイム」  

(ジム・クウェスキン・バンド) 

(5 分 25 秒) 

＜BLIX STREET REC. G2-10076＞ 

 

「ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス」 (宮沢昭) 

(4 分 29 秒) 

＜KING REC. KICJ2279＞ 

 

「ザ・フロッグス・イン・ザ・グレン」  

(カーミット・ザ・フロッグ) 

(2 分 30 秒) 

＜SONY SRCS5808＞ 

 

「ペニーズ・フロム・ヘヴン」 (ローズ・マーフィー) 

(2 分 15 秒) 

＜POLYDOR MV2613＞ 

 

「ミラグレ・ドス・ペイシェス」 (ヴォカリーズ) 

(4 分 39 秒) 

＜SOLU 7898906664241＞ 

 

「“カム・イン!”から 第 5 楽章」  

ウラディーミル・マルティノフ作曲 

(6 分 00 秒) 

(ギドン・クレーメル、クレメラータ・バルティカ) 

＜NONESUCH 7559-79582-2＞ 

 

「サークル/ライン」 (菊地雅章) 

(14 分 51 秒) 

＜SONY MUSIC JAPAN SICP753＞ 

 

 

 



「夕焼けとんび」 (三橋美智也) 

(3 分 12 秒) 

＜キングレコード KICK2525＞ 

 

「ワッツ・ニュー」 (ボビー・ジャスパー) 

(3 分 46 秒) 

＜FRESH SOUND REC. FSR-CD449＞ 

 

「テーハ」 (カエターノ・ヴェローゾ) 

(5 分 12 秒) 

＜NONESUCH 9 79127-2＞ 

 

「サークル」 (マイルス・デイヴィス) 

(5 分 52 秒) 

＜コロムビア CK65682＞ 

 

「シー・オッター・ゴーズ・トゥー・マウンテン」 (ゴンチチ) 

(2 分 05 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA01512＞ 

 

「サリダ」 (アンドレス・ベエウサエルト) 

(7 分 06 秒) 

＜CELESTE CMYK-6300＞ 

 

「リキッド」 (ディエゴ・スキッシ・キンテート) 

(5 分 22 秒) 

＜EPSA MUSIC 1502-02＞ 

  



2012 年 12 月 8 日（土） ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

- 人形の音楽 - 

 

「ザ・クリスマス・ソング」 (ゴンチチ) 

(3 分 21 秒) 

＜EPIC ESCL3574＞ 

「ポーセリン・ドール」 (クリセット・ミッシェル) 

(3 分 45 秒) 

＜DEFJAM B0012797-02＞ 

「江戸スペクタクル」 (マーブル) 

(4 分 59 秒) 

＜Mandrin Rec. DDCZ-1595＞ 

「夢見るシャンソン人形」 (フランス・ギャル) 

(2 分 31 秒) 

＜UNIVERSAL UICY-4316＞ 

「グラッド・ラグ・ドール」 (ダイアナ・クラール) 

(4 分 32 秒) 

＜VERVE 0602537101092＞ 

「ムービン・ライト・アロング」  

(カーミット・ザ・フロッグ&フォジー・ベアー) 

(2 分 56 秒) 

＜RHINO R278119＞ 

「オ人形ダイナ」 (マーガレット・ユキ) 

(3 分 10 秒) 

＜日本コロムビア BRIDGE184＞ 

「映画“ワイルド・パーティ”テーマ曲」  

(映画“ワイルド・パーティ”サントラ盤) 

(4 分 15 秒) 

＜beatball rec. BEAT31＞ 

「サテン・ドール」 (エラ・フィッツジェラルド) 

(3 分 16 秒) 

＜POLYDOR J33J20144＞ 

「紙人形」 (グルーポ・ハッサ) 

(3 分 02 秒) 

＜BMG ビクター BVCP-2105＞ 

「“こどもの領分”から“人形へのセレナード”」  

ドビュッシー作曲 

(3 分 18 秒) 

(ピアノ)ウラディーミル・ホロヴィッツ 

＜CBS/SONY 52DC435，436＞ 

 



「大きな人形」 (アルマンド・ポンティエル楽団) 

(2 分 10 秒) 

＜VICTOR VICP-63642＞ 

「美しきドゥーン川の岸辺よ」 (ジョン・マコーマック) 

(3 分 39 秒) 

＜PAVILION REC. GEMMCD9243＞ 

「イフ・アイ・ワー・ア・ベル」 (ブロッサム・ディアリー) 

(3 分 04 秒) 

＜POLYDOR K.K. POCJ-2082＞ 

「メイ・アズ・ウェル・ノウ」 (ブランドン・ロス) 

(5 分 26 秒) 

＜INTOXICATE INTD-1011＞ 

「あやつり人形の葬送行進曲」 グノー作曲 

(4 分 37 秒) 

(管弦楽)コヴェントガーデン王立歌劇場管弦楽団 

(指揮)アレクサンダー・ギブソン 

＜DECCA 4429985＞ 

「星に願いを」 (ルイ・アームストロング) 

(4 分 24 秒) 

＜WALT DISNEY COMPANY  

PCCD-00121＞ 

「オー・ユー・ビューティフル・ドール」  

(クロード・ソーンヒル楽団) 

(3 分 08 秒) 

＜HEP REC. MCPS HEPCD60＞ 

「ザ・ウィッスリング・カルーソ」 (アンドリュー・バード) 

(1 分 15 秒) 

＜WALT DISNEY REC. D000650992＞ 

「アイ・ソウ・マミー・キッシング・サンタ・クロース」  

(ゴンチチ) 

(4 分 20 秒) 

＜EPIC ESCL3574＞ 

「酔っぱらいと綱渡り芸人」 (ジョアン・ボスコ) 

(2 分 32 秒) 

＜EPIC REC. EPIC7046＞ 

「酔っぱらいと綱渡り芸人」 (エリス・レジーナ) 

(3 分 47 秒) 

＜WEA MUSIC M255900-2＞ 

「放さないで」 (イザ) 

(3 分 27 秒) 

＜オルターポップ AFPCD-36333＞ 


