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表示順 書誌ID タイトル 著者名 出版者
1 3000009585 ミス・アメリカ (ロック) リンダ・ロンシュタット‖唄 ワーナーミュージック・ジャパ

ン
2 3000008867 ベスト・オブ・アリソン・クラウス〜ア・ハンド

レッド・マイルズ・オア・モア (ロック)
アリソン・クラウス‖唄 ユニバーサルミュージック

3 3000009142 テスティモニー VOL.2 ラヴ&ポリティクス (女性
ボーカル)

インディア.アリー‖唄 ユニバーサル ミュージック

4 3000009547 ザ・ベスト・オブ・ジャネット・ジャクソン (女性
ボーカル)

ジャネット・ジャクソン‖唄 ユニバーサル ミュージック合
同会社

5 3000011454 カーラ・ボノフ 麗しの女・香りはバイオレット(女
性ボーカル)

カーラ・ボノフ

6 3000011455 リッキー・リー・ジョーンズ 浪漫(女性ボーカル) リッキー・リー・ジョーンズ

7 3000008906 ベスト・ヒッツ・ライヴ〜リヴィング・ルーム・ツ
アー (女性ボーカル)

キャロル・キング‖唄 ビクターエンタテインメント

8 3000008908 come away with me (女性ボーカル) ノラ・ジョーンズ‖唄 EMIミュージックジャパン
9 3000009546 愛しのニコレット (女性ボーカル) ニコレット・ラーソン‖唄 ワーナーミュージック・ジャパ

ン
10 3000011415 リンダ・ロンシュタット デュエット(ロック) リンダ・ロンシュタット アー

ロン・ネイビル エミルー・ハ
リス J.D.サウザー フランク・
シナトラ ベット・ミドラー ド
ン・ヘンリー ドリー・パート
ン ジェイムス・テイラー

11 3000009918 ジェニファー・ウォーンズ ジェニファー(女性ボー
カル)

ジェニファー・ウォーンズ

12 3000012004 アリソン・クラウス フォーゲット・アバウト(女性
ボーカル)

アリソン・クラウス

13 3000009890 レディ・イン・サテン (女性ボーカル) ビリー・ホリディ
14 3000009559 逃避行 (女性ボーカル) ジョニ・ミッチェル‖唄 ワーナーミュージック・ジャパ

ン
15 3000005571 ア・デイ・ウィズアウト・レイン (女性ボーカル) エンヤ‖唄 WEA

16 3000009699 ピーセズ・オブ・ザ・スカイ (女性ボーカル) エミルー・ハリス‖唄
17 3000009582 ベスト・オブ・ダイアナ・ロス (女性ボーカル) ダイアナ・ロス‖唄 ユニバーサル ミュージック合

同会社
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18 3000009761 ザ・ハンター (女性ボーカル) ジェニファー・ウォーンズ‖唄

19 3000008841 ベスト・オブ・キャロル・キング (女性ボーカル) キャロル・キング‖唄 ソニーミュージックジャパン

20 3000005508 PEARL (ロック) JANIS JOPLIN‖歌 CBS/SONY
21 3000009046 100MILES FROM MEMPHIS (ロック) シェリル・クロウ‖唄 ユニバーサルミュージック
22 3000011392 カーラ・ボノフ プレミアム・ベスト(女性ボーカル) カーラ・ボノフ

23 3000009574 愛のめぐり逢い (女性ボーカル) ディオンヌ・ワーウィック‖唄 ワーナーミュージック・ジャパ
ン

24 3000011324 ノラ・ジョーンズ フィールズ・ライク・ホーム(女
性ボーカル)

ノラ・ジョーンズ

25 3000008912 レイジング・サンド (ロック) ロバート・プラント & アリソ
ン・クラウス‖唄

ユニバーサルクラシックス&
ジャズ

26 3000009138 エリートホテル+2 (女性ボーカル) エミルー・ハリス‖唄 ワーナーミュージック・ジャパ
ン

27 3000009604 ドナ・サマー・ゴールド (女性ボーカル) ドナ・サマー‖唄 ユニバーサル ミュージック合
同会社

28 3000009760 ヴィジョン・オブ・ライヴ (女性ボーカル) マライア・キャリー‖歌
29 3000011435 ボニー・レイット 心の絆(ロック) ボニー・レイット
30 3000009900 レイ・オブ・ライト(ロック) マドンナ
31 3000011706 シェリル・クロウ ツアー・エディション(ロック) シェリル・クロウ

32 3000009231 ハード・バーゲン (女性ボーカル) エミルー・ハリス‖唄 ワーナーミュージック・ジャパ
ン

33 3000009759 FALLING INTO YOU (女性ボーカル) セリーヌ・ディオン‖歌
34 3000009225 ダンシング・ウィズ・エンジェル (女性ボーカル) リタ・クーリッジ‖唄 アルファレコード

35 3000005603 アヴェ・マリア〜サラ・ブライトマン・クラシック
ス (女性ボーカル)

サラ・ブライトマン‖唄

36 3000008995 ささやく夜 (女性ボーカル) カーラ・ボノフ‖唄 ソニーミュージックジャパン
37 3000009704 ミスエデュケーション (女性ボーカル) ローリン・ヒル‖唄
38 3000011320 ジャニス・ジョプリン コズミック・ブルースを謡う

(ロック)
ジャニス・ジョプリン

39 3000011322 ジャニス・ジョプリン・イン・コンサート(ロック) ジャニス・ジョプリン
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40 3000011414 リンダ・ロンシュタット ザ・コレクション(ロック)

2枚組
リンダ・ロンシュタット

41 3000009005 バーム・イン・ギリヤド (女性ボーカル) リッキー・リー・ジョーンズ‖
唄

ユニバーサルクラシックス&
ジャズ

42 3000008902 ザ・フォール (女性ボーカル) ノラ・ジョーンズ‖唄 EMIミュージック・ジャパン
43 3000009542 ワーキング・オーバータイム (女性ボーカル) ダイアナ・ロス‖唄 東芝EMI株式会社
44 3000011103 リンダ・ロンシュタット 愛の贈りもの(女性ボーカ

ル)
リンダ・ロンシュタット

45 3000009898 カモン・カモン(ロック) シェリル・クロウ
46 3000011316 ジャニス・ジョプリン・フューチャリング・ビッグ

ブラザー・アンド・ホールディング/カンパニー
(ロック)

ジャニス・ジョプリン

47 3000009047 ギヴ・イット・アップ (ロック) ボニー・レイット‖唄 ワーナーミュージック・ジャパ
ン

48 3000008865 アマルフィ〜サラ・ブライトマン・ラヴ・ソングス
〜  (女性ボーカル)

サラ・ブライトマン‖歌 EMIミュージックジャパン

49 3000005533 スウィーテスト・イルージョン (女性ボーカル) BASIA‖唄

50 3000005990 フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テー
マ曲集 (女性ボーカル)

エンヤ‖唄

51 3000005930 ハレム・ワールド・ツアー (女性ボーカル) サラ・ブライトマン‖唄
52 3000008748 雪と氷の旋律 (女性ボーカル) エンヤ‖歌 ワーナーミュジックジャパン
53 3000005606 青い影 ア・クエスチョン・オブ・オナー (女性

ボーカル)
サラ・ブライトマン‖唄

54 3000009698 クォーター・ムーン・イン・ア・テンセント・タウ
ン (女性ボーカル)

エミルー・ハリス‖歌
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