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表示順 書誌ID タイトル 著者名
1 3000011080 ジャズの巨人09 オスカー・ピーターソン(ジャ

ズ)(同名冊子あり)
オスカー・ピーターソン

2 3000011845 ジョージ・デューク リーチ・フォー・イット(ジャ
ズ)

ジョージ・デューク

3 3000011844 ジャコ・パストリアス ノット・フージョン・バッ
ト・トゥルー・ジャズ(ジャズ)

ジャコ・パストリアス

4 3000005947 ハロー、サッチモ!アゲイン〜ルイ・アームストロン
グ・ベスト (ジャズ)

ルイ・アームストロング‖唄

5 3000011065 ジャズの巨人3 ジョン・コルトレーン1(ジャズ)(同
名冊子あり)

ジョン・コルトレーン

6 3000011077 ジャズの巨人15 ハービー・ハンコック(ジャズ)(同
名冊子あり)

ハービー・ハンコック

7 3000011082 ジャズの巨人02 ビル・エヴァンスVOL1(ジャズ)(同
名冊子あり)

ビル・エヴァンス

8 3000011846 トム・スコット ストリート・ビート(ジャズ) トム・スコット
9 3000011079 ジャズの巨人18 リー・モーガン(ジャズ)(同名冊子

あり)
リー・モーガン

10 3000006118 ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード
(ジャズ)

ジョン・コルトレーン‖唄

11 3000006057 ヘンデル：クラヴィーア組曲 (ジャズ) キース・ジャレット‖ピアノ
12 3000009556 ライヴ・アラウンド・ザ・ワールド (ジャズ) マイルス・デイヴィス‖唄
13 3000005822 至上の愛 (ジャズ) ジョン・コルトレーン‖歌
14 3000011078 ジャズの巨人19 エリック・ドルフィー(ジャズ)(同

名冊子あり)
エリック・ドルフィー

15 3000011855 ブルー・ジャイアント(ジャズ)
16 3000011854 ブルージャイアンツ・シュープリーム(ジャズ) 石塚真一 監修・選曲
17 3000011068 ジャズの巨人5 マイルス・デイヴィス2 (ジャズ)(同

名冊子あり)
マイルス・デイヴィス

18 3000009680 ドゥー・バップ (ジャズ) マイルス・デイヴィス‖歌
19 3000011819 ハービー・ハンコック(ジャズ) ハービー・ハンコック
20 3000011069 ジャズの巨人1 マイルス・デイヴィス1 (ジャズ)(同

名冊子あり)
マイルス・デイヴィス

21 3000011856 ブルー・ジャイアント・コンプリート・エディショ
ン(ジャズ)(2枚組)

22 3000011847 ウェイン・ショーター アトランティス(ジャズ) ウェイン・ショーター
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23 3000009607 TWINS Ⅰ&Ⅱ〜ライヴ・イン・ジャパン'82 (ジャ

ズ)
ジャコ・パストリアス・ビッ
グ・バンド‖唄

24 3000005771 ザ・ケルン・コンサート (ジャズ) キース・ジャレット‖ピアノ
25 3000005695 インスティンクト (ジャズ) 川井 郁子‖歌
26 3000005474 星影のステラ (ジャズ) CHICK COREA‖ピアノ
27 3000005624 アパシオナド (ジャズ) MALTA‖演奏
28 3000005705 ヴィレッジ・ヴァンガード 1961.11.01 (ジャズ) ジョン・コルトレーン‖歌

29 3000011083 ジャズの巨人10 ビル・エヴァンスVOL2(ジャズ)(同
名冊子あり)

ビル・エヴァンス

30 3000011850 ウェザー・リポート ライヴ・アンド・アンリリース
ト(ジャズ) 2枚組

ウェザー・リポート

31 3000005942 バラード (ジャズ) ジョン・コルトレーン‖唄
32 3000005922 ネイティヴ・センス (ジャズ) チック・コリア‖ピアノ
33 3000011848 スタンリー・クラーク ジャーニー・トゥ・ラヴ

(ジャズ)
スタンリー・クラーク

34 3000011820 デイビッド・サンボーン サンボーン・ベスト：ド
リーミング・ガール(ジャズ)

デイビッド・サンボーン

35 3000011066 ジャズの巨人12 ジョン・コルトレーン2(ジャズ)(同
名冊子あり)

ジョン・コルトレーン

36 3000011081 ジャズの巨人14 セロニアス・モンク(ジャズ)(同名
冊子あり)

セロニアス・モンク

37 3000011071 ジャズの巨人8 チャーリー・パーカー(ジャズ)(同名
冊子あり)

チャーリー・パーカー

38 3000011849 エリック・ゲイル パート・オブ・ユー(ジャズ) エリック・ゲイル
39 3000011067 ジャズの巨人7 バド・パウエル (ジャズ)(同名冊子

あり)
バド・パウエル

40 3000011070 ジャズの巨人4 ソニー・ロリンズ (ジャズ)(同名冊
子あり)

ソニー・ロリンズ

41 3000011853 コンポスト テイク・オフ・ユア・ボディ(ジャズ) コンポスト

42 3000005858 ジャズピアノ名演集 (ジャズ) 1 ファッツ・ウォーラー‖歌
43 3000005963 ビッグ・バンド・ベスト (ジャズ) クインシー・ジョーンズ‖演奏

44 3000005857 ジャズ エレガンス-リラックス・イン・ザ・ムード-
(ジャズ)

ビル・エヴァンス‖歌

45 3000005622 スピリット・オブ・リズム (ジャズ) 熱帯倶楽部‖唄
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46 3000005955 ピアノ・タペストリー (ジャズ) 国府 弘子‖ピアノ
47 3000006099 モーメンツ (ジャズ) 国府 弘子‖ピアノ
48 3000005860 ジャズピアノ名演集 (ジャズ) 6 メアリー・ルー・ウィリアムス

‖唄
49 3000006054 ベスト・スイング・ジャズ 100 (ジャズ) ハリー・ジェイムス‖演奏
50 3000005855 JAZZ EVER!-40 BLUE NOTE HITS- (ジャズ) アート・ブレイキー‖歌
51 3000005461 BEST (ジャズ) 綾戸 智絵‖歌
52 3000011852 ジョン・マクラフリン&カルロス・サンタナ 魂の兄

弟たち(ジャズ)
ジョン・マクラフリン&カルロ
ス・サンタナ
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