
J.J. Inc. +3 テンペスト・イン・ザ・コロシアム
J.J.ジョンソン V.S.O.P. ザ・クインテット

ジャズ・トロンボーンの王者、J.J.ジョンソンがファンキー・ジャズ路
線に取り組んだ一枚。トランペット、テナー・サックス、トロンボーン
の3管編成は当時のジャズ界の最先端だった

SICP-3987

エレクトリック全盛だったジャズ・シーンに、彗星のごとく登場した
オールスター・アコースティック・ジャズ・ユニット“VSOPクイン
テット”。1万数千人の観客を動員した彼らの伝説的な初来日公演
の全貌を捉えたアルバムがこれだ

SICP-3998

ライヴ･イン･USA ザ・タイム・アンド・ザ・プレイス
V.S.O.P. ザ・クインテット アート・ファーマー・クインテット

ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ロン・カーター、ト
ニー・ウィリアムス、フレディ・ハバードが期間限定で組んだ夢のユ
ニット“VSOPクインテット”が唯一、開催した全米ツアーからの記
録

SICP-4050

日本のグループサウンズにもカヴァーされたタイトル曲を筆頭に、
ハッピーかつソウルフルな演奏が続く“アート・ファーマーのファン
キー宣言”というべきアルバム

SICP-3977

チュニジアの夜 +3 プレイ・ラーナー・アンド・ロウ +6
アート・ブレイキー ＆ ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー ＆ ジャズ・メッセンジャーズ

ジョニー・グリフィンやジャッキー・マクリーンら人気メンバーをずら
りと揃えたジャズ・メッセンジャーズの傑作。リーダーのアート・ブレ
イキーはもちろん絶好調、ソロにサポートに完全無欠のプレイでア
ンサンブルをひきしめる

SICP-4025

1957年、あの『モーニン』録音を翌年に控えたジャズ・メッセン
ジャーズが、当時一世を風靡していたミュージカル作曲家チーム
“ラーナー＆ロウ”のヒット・ナンバーを演奏した一枚

SICP-4027

サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ Vol.1 サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ Vol.2

アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ
これぞファンキー・ジャズの聖典。絶頂期のアート・ブレイキー＆
ジャズ・メッセンジャーズがパリのジャズ・クラブ「サンジェルマン」
で繰り広げた究極の名演集、その第1弾

SICP-3966

これぞファンキー・ジャズの聖典。名ドラマー、アート・ブレイキー
率いるジャズ・メッセンジャーズがパリのジャズ・クラブ「サンジェル
マン」で繰り広げた究極の名演集、その第2弾

SICP-3967

サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ Vol.3 ヒア・カムズ
アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズ アール・ハインズ

これぞファンキー・ジャズの聖典。ジャズ史上の名グループ、アー
ト・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズがパリのジャズ・クラブ
「サンジェルマン」で繰り広げた究極の名演集、その第3弾

SICP-3968

20世紀前半から活動を続けた“ジャズ・ピアノの父”ハインズが、録
音当時の若手トップ・ミュージシャンであるエルヴィン･ジョーンズ
（ジョン・コルトレーン・カルテット）、リチャード・デイヴィス（エリッ
ク･ドルフィー・クインテット）と組んだ空前絶後のオールスター・レ
コーディング SICP-4041

ソリロキュイ アメリカの空
エロール・ガーナー オーネット・コールマン

“ビハインド・ザ・ビート”なるワン＆オンリーのピアノ・スタイルと名
曲「ミスティ」で一世を風靡。俳優/監督であるクリント・イースト
ウッドのフェイヴァリット・ミュージシャンとしても知られるエロール・
ガーナーが、全編を無伴奏ソロで綴った一枚

SICP-4039

このアルバム抜きにオーネット・コールマンは語ることはできない。
彼の作曲家としての真骨頂が捉えられたロンドン・レコーディングが
これだ。シンフォニー・オーケストラとの共演で、ジャンルやカテゴ
リーといった言葉を超越した雄大な音楽が全編にわたって展開され
ている SICP-4042

チャパカ組曲 サウス・アメリカン・クッキン
オーネット・コールマン カーティス・フラー

ジャズの革命児ことオーネット・コールマンが、コンラッド・ルークス
監督の「チャパカ」のために制作したものの、結局は映画に採用さ
れなかったという“幻のサウンド・トラック”

SICP-4043

「ファイヴ・スポット・アフター・ダーク」など数多くの定番でジャ
ズ・ファンの心を掴む名トロンボーン奏者が、初めてのブラジル・ツ
アー終了後に吹き込んだハッピーな一枚

SICP-3974

ザ・マグニフィセント・トロンボーン レスター・リープス・イン
カーティス・フラー カウント・ベイシー

ジョン・コルトレーン『ブルー・トレイン』への参加でも知られる名トロ
ンボーン奏者、カーティス・フラーがアート・ブレイキー＆ジャズ・
メッセンジャーズ加入直前に残した一枚

SICP-3975

ビッグ・バンド・ジャズの最高峰、カウント･ベイシー・オーケストラが
黄金時代に残した名演を厳選した一枚

SICP-4061

プレイズ・ジミ・ヘンドリックス +5 時の歩廊 +3
ギル・エヴァンス ギル・エヴァンス

“音の魔術師”ギル・エヴァンスが、時代を疾走した天才ジミ・ヘンド
リックスに捧げた渾身のメッセージ。シンセサイザーやパーカッ
ションを多用しながら、ジミゆかりのナンバーを当時最先端のオー
ケストラ・ジャズに編曲している

SICP-4000

マイルス・デイビスからスティングまで、あらゆる鬼才を魅了した
“音の魔術師”ギル・エヴァンスによる究極のエレクトリック・アンサ
ンブル・ジャズ

SICP-4045

ミュージックショップ・フクトミ
TEL(0965)32-4998

(E-mail)fukutomi@h7.dion.ne.jp
fukutomirec@gmail.com

商品のお問い合わせお待ちしています！！
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ホッジ・ポッジ 情景
ジョニー・ホッジス ジョン・ルイス

デューク・エリントン・オーケストラに約50年間在籍したサックスの
至宝、ジョニー・ホッジスの初期を代表する傑作集。その柔らかく
芳醇な音色から“クリーミー”と呼ばれたアルト・サックス・プレイは
もちろん、曲によってはソプラノ・サックスも演奏

SICP-4059

ジャズ史上に光り輝くグループ、モダン・ジャズ・カルテット
（MJQ）。そのピアニストで音楽監督だったジョン・ルイスが、MJQ
解散から3年後に発表したリーダー作

SICP-4051

ザ・マスター ソロ・オン・ヴォーグ＋1
スタン・ゲッツ セロニアス・モンク

円熟期のスタン・ゲッツがインプロヴァイザー（即興演奏家）として
の凄みを全開にした一枚。みずからプロデュースも担当し、サイド
メンにはアルバート・デイリー、ビリー・ハートら当時の気鋭が集結

SICP-3991

ジャズ界で最も強烈な才能を持つピアニスト/作曲家、セロニアス・
モンクがパリで吹き込んだ生涯初のソロ・ピアノ・アルバム

SICP-3980

クリス・クロス +3 イッツ・モンクス・タイム +3
セロニアス・モンク セロニアス・モンク

“ザ・ユニーク”ことセロニアス・モンクが、伝説の初来日公演の直
前に完成させたColumbia移籍第2弾。テナー・サックス奏者
チャーリー・ラウズとのコンビネーションは更なる高みに達し、タイ
トル曲や「リズマニング」等の定番が次々と新アレンジによって蘇る

SICP-4035

アメリカが世界に誇る雑誌「タイム」の表紙に選ばれたことを記念し
て制作された、60年代セロニアス・モンクの代表的一枚

SICP-4036

チェット・イズ・バック +4 チェット・ベイカー＆ストリングス +3

チェット・ベイカー チェット・ベイカー
“ジャズ界のジェームス・ディーン”ことチェット・ベイカーが、約3年
のブランクの後にリリースしたイタリア録音。ルネ・トーマ、ボビー・
ジャスパーといったヨーロッパ屈指のミュージシャンと共に、ハー
ド・バップ・テイスト満載のトランペット・プレイを聴かせる

SICP-3976

端正なルックスと優美な音楽性で高い人気を獲得したチェット・ベ
イカーが、ストリングスとの共演で残した最高にロマンティックな一
枚

SICP-4030

ワン・ナイト・イン・バードランド ウィ・ペイド・アワ・デューズ
チャーリー・パーカー チャーリー･ラウズ＆セルダン･パウエル

チャーリー・パーカー、ファッツ・ナヴァロ、バド・パウエル。モダ
ン・ジャズの原点“ビ・バップ”を生み出した天才ミュージシャンたち
が、伝説のジャズ・クラブ「バードランド」で繰り広げた真のサミッ
ト・ミーティングが再CD化

SICP-4031

セロニアス・モンク・カルテットの看板奏者として活動したチャー
リー・ラウズ、サド・ジョーンズ=メル・ルイス・オーケストラの黄金
時代を担ったセルダン・パウエル

SICP-4004

メキシコの想い出（完全版） ミンガス・ダイナスティ +1
チャールズ・ミンガス チャールズ・ミンガス

ジャズの可能性を押し拡げたベース奏者/作編曲家が、『直立猿人』
の翌年に残した美しすぎるトーン・ポエム。ミンガス自身もフェイ
ヴァリット・アルバムに挙げていた歴史的名盤である

SICP-4001

巨星チャールズ・ミンガスが、ベース・作曲・編曲のすべてで類稀な
才能を発揮した大作。ブッカー・アーヴィン、ジミー・ネッパーら“ミ
ンガス一家”のほかに、ドン・エリスやベニー・ゴルソンも参加

SICP-4003

オフ・コース、オフ・コース +3 ニルヴァーナ
チャールス・ロイド チャールス・ロイド

のちに『フォレスト・フラワー』を大ヒットさせるサックス奏者が、マ
イルス・デイヴィス・クインテットからロン・カーターとトニー・ウィリ
アムスを抜擢し、さらにハンガリー出身の盟友ガボール・サボを加
えて制作した初期の代表作

SICP-4046

『フォレスト・フラワー』のヒットで時代の寵児となった当時に陽の目
を見た、チャールズ・ロイドの初期レア・トラック集

SICP-4047

チュー マイ・フェイヴァリット・シングス
チュー・ベリー デイヴ・ブルーベック

コールマン・ホーキンスやレスター・ヤングと並び称される実力を持
ちながら、わずか33歳の若さで事故死。今なお早世が惜しまれる
伝説のテナー・サックス奏者、チュー・ベリーの名演を様々なセッ
ションからピックアップした一枚

SICP-4013

不滅の人気を誇るデイヴ・ブルーベック・カルテットが、リチャード・
ロジャースの書いた名曲を存分にプレイ

SICP-3969

エンジェル・アイズ エニシング・ゴーズ
デイヴ・ブルーベック デイヴ・ブルーベック

人気・実力ともにピークを迎えていたデイヴ・ブルーベック・カル
テットが、元祖シンガー・ソングライターことマット・デニスの楽曲に
取り組んだ一枚

SICP-3970

ジャズ界最高峰の人気グループが、アメリカの国民的作曲家にトリ
ビュート

SICP-4021

ボサ・ノヴァ U.S.A. ザ・ピアノ・シーン・オブ・デイヴ・マッケンナ +8

デイヴ・ブルーベック デイヴ・マッケンナ
あの『タイム・アウト』（「テイク・ファイヴ」）に続くデイヴ・ブルー
ベック・カルテットのヒット・アルバム

SICP-4022

ズート・シムズの『ダウン・ホーム』など数多くのアルバムに貢献す
る一方で、ソロ・ピアノの名手としても知られるマッケンナが残した
貴重なピアノ・トリオ作品

SICP-3989
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ミスター・ウイルソン テディ・ウィルソン・アンド・ヒズ・オールスターズ Vol.1

テディ・ウイルソン テディ・ウイルソン
ジャズ・ピアノ史上に輝くスタイリスト、テディ・ウィルソンが絶頂期
に残した貴重なトリオ吹き込みを集めたファン垂涎の一枚。ベ
ニー・グッドマンやレスター・ヤング等、数え切れないほどのミュー
ジシャンに愛された彼の美しいピアノ・タッチを満喫できる

SICP-3982

スイング・ジャズのNo.1ピアニスト、テディ・ウィルソンがキラ星の
ごときメンバーと吹き込んだ通称ブランズウィック・セッションを
CD化

SICP-4040

コンプリート・アット・ニューポート 1956 +10 マスターピーシィズ・バイ・エリントン

デューク・エリントン デューク・エリントン
世界で最も有名なジャズ・フェスティバルを興奮のるつぼに叩き込
んだ、伝説的パフォーマンスの記録

SICP-4007

「ムード・インディゴ」、「ソフィスティケイテッド・レディ」など初期
エリントンを代表する名曲の数々を、LPレコーディング用の新アレ
ンジでリメイクした決定盤。各曲10分に及ぶパフォーマンスは、ブ
ラック・ミュージックの交響楽というべきもの

SICP-4058

ザ・デュークス・メン トニー・シングス・フォー・トゥ +1
デュークス・メン トニー・ベネット

黄金時代のデューク・エリントン・オーケストラで花形ソリストを務
めたバーニー・ビガード、クーティ・ウィリアムス、レックス・スチュ
アート、ジョニー・ホッジスのリーダー録音で構成された一枚。名
曲「キャラヴァン」の決定的ヴァージョンも収められている

SICP-4011

世紀の大エンターテイナー、トニー・ベネットがラルフ・シャロンの
ピアノのみをバックに歌い上げた最高峰のデュオ・アルバム。「時
さえ忘れて」、「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」、「ジャスト・フレン
ズ」等、レパートリーも定評のある名曲ばかり

SICP-4014

トニーの素晴らしいジェット旅行 +1 イン・パーソン！
トニー・ベネット トニー・ベネット

世界旅行をテーマに制作されたコンセプト・アルバム。編曲はフラ
ンク・シナトラのアルバム『マイ・ウェイ』にも協力したドン・コスタが
担当。ゴージャスなオーケストラ・サウンドをバックに、ベネットの
スケール大きな歌声も一段と冴える

SICP-4015

フランク・シナトラと並び称される偉大なエンターテイナー、ト
ニー・ベネットがジャズ・シンガーとしての魅力を最大限に発揮した
一枚。絶頂期のカウント･ベイシー・オーケストラを伴奏に迎え、
「ジャスト・イン・タイム」、「ソリチュード」、「オール・マン・リ
ヴァー」等を快唱 SICP-4062

デュエット サンライト
ドリス・デイ＆アンドレ・プレヴィン ハービー・ハンコック

「ケ・セラ・セラ」、「センチメンタル・ジャーニー」等の大ヒットで知
られるドリス・デイが、映画音楽やクラシックの世界でも著名なアン
ドレ・プレヴィンをパートナーに迎えてジャズ・シンガーとしての持ち
味を大いに発揮した一枚

SICP-4063

これぞ究極のヴォコーダー・ファンク。鬼才キーボード奏者ハー
ビー・ハンコックが、ヴォコーダーを用いて歌手としての一面を発
揮した一枚

SICP-3995

フィーツ ダイレクトステップ
ハービー・ハンコック ハービー・ハンコック

時代の寵児ハービー・ハンコックが、ディスコ・ブームの渦中に
放った究極のダンサブル＆ファンキー・アルバム。ヴォコーダーを
用いた歌声、変幻自在のキーボード・サウンドが冴え渡り、「ユー・
ベット・ユア・ラヴ」はハービーのダンス路線の最高傑作という声も

SICP-3996

今では伝説となった1978年の来日ツアー中、急遽実現したスタジ
オ・レコーディング

SICP-4048

スウィンギン・ウィズ・バド テイク・イット，バニー！
バド・パウエル バニー・ベリガン ＆ ヒズ・ボーイズ

強靭なピアノ・タッチ、無限のイマジネーションを感じさせるアドリ
ブで今なお多くの信奉者を誇る“モダン・ジャズ・ピアノの父”、バ
ド・パウエルが「クレオパトラの夢」の前年に残した隠れ名盤

SICP-3981

スイング・ジャズ黄金時代に彗星のごとく飛び出した夭折の天才、
バニー・ベリガンの歴史的名演を網羅した永遠のロング・セラー。
そのフレーズ作りは今もまったく古びることなく、艶やかな音色は
ジャズ・トランペットのエッセンスに満ちている

SICP-4012

バルネ モア・フロム・バルネ
バルネ・ウィラン バルネ・ウィラン

フランスの重鎮サックス奏者、バルネ・ウィランが若き日にパリの
「クラブ・サンジェルマン」で吹き込んだ生涯の代表作。ケニー・
ドーハム、デューク・ジョーダン等、アメリカの大物ミュージシャン
をバックに迎え、ハード・バップ～ファンキー・ジャズ色の濃いプレ
イを繰り広げる SICP-3978

永遠の名盤『バルネ』の未発表テイク集。バルネ・ウィランのサック
スは当時20代前半だったとは思えないほどの円熟味を示し、ちょう
どパリ滞在中だったケニー・ドーハムやデューク・ジョーダンも水を
得た魚のように躍動感あふれるプレイを展開

SICP-3979

フィル・ウッズ＆ザ・ジャパニーズ・リズム・マシーン フィル・アンド・クイル
フィル・ウッズ フィル・ウッズ＝ジーン・クイル

1975年の初来日時に、日本のトップ・ミュージシャンと行なったラ
イヴ・レコーディングを収録。アルト・サックスの極限に挑むかのご
ときウッズのプレイと、初共演とは思えないほど親密な交感を繰り
広げるリズム・セクションが熱い火花を散らす

SICP-3994

50年代のニューヨーク・ジャズを彩った名アルト・サックス・コン
ビ、フィル・ウッズ＆ジーン・クィルの発足第1弾。チャーリー・パー
カーへの敬愛を根底に、情熱的なアドリブ・ソロと巧みなアンサン
ブルを両立させたサウンドを展開する

SICP-4037

ライヴ・フロム・ザ・ショーボート デスモンド・ブルー
フィル・ウッズ・シックス ポール・デスモンド

アルト・サックスの巨星フィル・ウッズがジャズ・クラブで完全燃焼
したライヴ・レコーディング。「ライヴのウッズは一味違う」という定
評通り、充実したパフォーマンスがふんだんに繰り広げられている

SICP-3992

羽毛のようにやわらかなアルト・サックスの響きが、流麗なストリン
グスと溶け合う。ファンなら誰もが夢見ていただろう“ポール・デス
モンド・ウィズ・ストリングス”が遂にこのアルバムで実現した

SICP-3971
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グラッド・トゥ・ビー・アンハッピー デズモンド・ミーツ・マリガン +5
ポール・デスモンド ポール・デスモンド

大ヒット曲「テイク・ファイヴ」の作者にして、“世界で最も美しい音
を出すアルト・サックス奏者”との声も高いポール・デスモンドが絶
頂期に放ったバラード・アルバム

SICP-3972

ポール・デスモンド＆ジェリー・マリガントゥー・オブ・ア・マインド美
しい音色に定評のあるポール・デスモンドとジェリー・マリガンが抜
群の相性を記録した共演盤。「スターダスト」、「アウト・オブ・ノー
ホエア」等、スタンダード・ナンバーを素材に流麗なプレイを披露す
る SICP-4023

ザ・ハケット・ホーン ブルックマイヤー＆フレンズ +3
ボビー・ハケット ＆ ヒズ・オーケストラ ボブ・ブルックマイヤー

グレン・ミラーやベニー・グッドマンのオーケストラで活躍し、若き
日のマイルス・デイビスにも影響を与えたスタイリストがボビー・ハ
ケットだ。このアルバムは彼の初期を捉えた貴重なリーダー・アル
バム

SICP-4060

トロンボーン奏者、作編曲家としてジャズ界に名を刻むボブ・ブ
ルックマイヤーが、ジョン・コルトレーン・カルテット、マイルス・デイ
ビス・クインテット、スタン・ゲッツ・カルテットからメンバーを厳選し
て完成させたスーパー・オールスター・セッション

SICP-3990

アット・カーネギー・ホール ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.1

マイルス・デイビス マイルス・デイビス
マイルス・デイビス・クインテットとギル・エヴァンス・オーケストラ
の歴史的なカーネギー・ホール公演を追体験できる一枚

SICP-3961

サンフランシスコのジャズ・クラブ「ブラックホーク」におけるパ
フォーマンスを収めたロング・セラー・アルバム。ウィントン・ケリー
を中心とするリズム・セクションはひたすらグルーヴィーにスイング
し、マイルスも最高潮のトランペット・プレイを披露

SICP-3963

ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.2 パリ・フェスティヴァル・インターナショナル +2

マイルス・デイビス マイルス・デイビス
これほどリラックスしたマイルスは、他で聴くことができない。サン
フランシスコのジャズ・クラブ「ブラックホーク」におけるパフォー
マンスを収めたロング・セラー・アルバム

SICP-3964

当時最新のジャズ・スタイル“ビ・バップ”を披露し、ヨーロッパのリ
スナーを震撼させた伝説のパリ・ライヴの記録

SICP-3965

マイルス･イン･トーキョー クワイエット・ナイト +1
マイルス・デイビス マイルス・デイビス

今なお語り草となっている伝説の初来日公演の全貌。のちにフ
リー･ジャズ界を牽引するサックス奏者、サム・リヴァースが加わっ
た唯一の公式録音としても高い価値を持つ

SICP-4017

“ジャズの帝王”マイルス・デイヴィスと“音の魔術師”ギル・エヴァ
ンスが生み出した「至高の4部作」、その最終章

SICP-4018

ウィ･ウォント･マイルス +3 アワ・フェイヴァリット・ソングス
マイルス・デイビス リタ･ライス ＆ トリオ･ピム･ヤコブス

約6年ぶりに行なわれたワールド・ツアー（通称カムバック・ツアー）
の模様を収めたヒット・アルバム。マイルスは全編にわたって好調
ぶりを発揮、若きマーカス・ミラーやマイク・スターンを向こうに回
しながらトランペットを吹きまくる

SICP-4019

アン・バートンと実力・人気を二分するオランダの歌姫リタ・ライス
が、夫君ピム・ヤコブとのおしどりコンビで吹き込んだ究極の逸品

SICP-4067

ザ・ベスト・オブ・ザ・ホット5・アンド・ホット7・レコーディングス 男が女を愛する時
ルイ・アームストロング ルイス・ヴァン・ダイク

今なおジャズ界にインスピレーションを与え続ける“究極の古典”、
ルイ・アームストロング率いるホット・ファイヴ＆ホット・セヴンの歴
史的名演集

SICP-4055

『男が女を愛する時/ルイス・ヴァン・ダイク・トリオ』 世界初CD化オ
ランダが世界に誇る名ピアニスト、ルイス・ヴァン・ダイクの真髄が
ここに

SICP-4069

ナイトウィングス リトル・スージー
ルイス・ヴァン・ダイク・トリオ レイ・ブライアント

『ナイト・ウィングス/ルイス・ヴァン・ダイク』 日本初CD化アン・バー
トンの名盤『ブルー・バートン』と『バラード・アンド・バートン』で感動
的なサポートを繰り広げたピアニスト、ルイス・ヴァン・ダイクがリー
ダーとしての魅力を最大限に発揮した一枚

SICP-4068

深いブルース～ゴスペル・フィーリングに根付いたプレイで高い人
気を誇るレイ・ブライアントが吹き込んだColumbia第1作

SICP-4028

レスター・ヤング・メモリアル・アルバム ブルー・ローズ＋2
レスター・ヤング ローズマリー･クルーニー ＆ デューク･エリントン楽団

軽やかなトーン、自由奔放なアドリブ・フレーズ。ジャズ・サックスの
歴史に新たな概念を植えつけ、チャーリー・パーカーやスタン・ゲッ
ツなど数多くの後進にインスピレーションを与えた天才、レスター・
ヤングの代表的名演をふんだんに収めた2枚組

SICP-4056

楽聖デューク・エリントンと歌姫ローズマリー・クルーニーが作り上
げた名盤

SICP-4010

スイス・エア SADAO WATANABE
渡辺　貞夫 渡辺　貞夫

演奏の神がかり的な迫力と観客の熱狂的な反応がケミストリーを
生み出した。日本が世界に誇るジャズ伝道師、渡辺貞夫が5年ぶり
にモントルー・ジャズ・フェスティバルで行なったライヴ・レコーディ
ング

SICP-4065

1972年、渡辺貞夫は初めてアフリカを訪問する。帰国後に完成し
た自作曲は40曲あまり。その中から厳選したナンバーを収めたの
が本作だ

SICP-4066
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