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株式会社山野楽器（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長 山野政彦）は、 「Yamano Relaxing Music 
Selection(ヤマノ・リラクシング・ミュージック・セレクション)」第 3弾となる CD『My Home Cafe(マイホームカフェ)』を 2018年
7月 27日(金)に発売いたします。 
「Yamano Relaxing Music Selection」とは、創業以来「心と身体にやさしい音楽」をご提供されている株式会社デラと協

力し、「音楽によるリラックスタイム」のご提案として、今年４月から発売を開始したリラクゼーション・ミュージック CD シリーズです。
前作となる『おはようとおやすみの音楽』『心がうるおうミュージック・マッサージ』の 2作品も好評を博しています。 
また、2016年 4月発売の『GINZA Classics』をはじめとする GINZA シリーズは、ただいま全 6 タイトルリリースされており、 

累計販売も 2万枚を超え、現在も多くの方に支持されております。 
 このたび発売する、『My Home Cafe』は、アコースティックギターが奏でる良質なメロディーから、ピアノトリオが作り出すくつろぎ
の空間まで、大ヒットした洋楽の名曲をナチュラルにカバーした、カフェタイムに最適の１枚です。目覚めの良い朝、疲れて帰宅した
夜、休日の昼下がり、おいしいコーヒーと一緒に心からくつろげるひと時をお過ごしください。 
山野楽器各店およびオンラインショップにてお取り扱いいたします。 
― 「Yamano Relaxing Music Selection」 ― 
現代はストレス社会と言われています。そこで活躍する多くの方に、心からの癒やしと安らぎを感じられる、心と身体にやさしい音楽
をお届けしたく、このシリーズ「Yamano Relaxing Music Selection」を制作いたしました。みなさまのかけがえのない日々の時
間に、安らぎと潤いを与えてくれる音楽となれば幸いです。 
山野楽器「Yamano Relaxing Music Selection」制作スタッフ 

 

山野楽器が選んだとっておきの“おうちカフェミュージック” 
『My Home Cafe』が、7月 27日(金)発売 

アルバム概要 
◆タイトル：Yamano Relaxing Music Selection 
        『My Home Cafe(マイホームカフェ)』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：DYMN-104 
◆価格：\1,944(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器（協力：株式会社デラ） 
◆発売日：2018年 7月 27日(金) 
◆ホームページ：https://bit.ly/2ujaboL 
 
 

お気に入りのカフェも良いけれど、今日はおうちでゆっくりしよう 
あなたがいれたコーヒーと楽しむ『My Home Cafe』 

https://bit.ly/2ujaboL


 
【『My Home Cafe』 収録内容】 
榊原長紀、榊原大、フェビアン・レザ・パネほか V.A. 
 
【曲名 / アーティスト名】 
1 Saturday In The Park サタディ・イン・ザ・パーク / 榊原長紀 
   「夜カフェ～リラックス・タイム」より 
2 September セプテンバー / アコースフィア 
  「家カフェ～テラス」より 
3 How Deep Is Your Love 愛はきらめきの中に / ハンズ・トゥー・ハンズ 
  「家カフェ～ピアノ」より 
4 Iʼm Not In Love アイム・ノット・イン・ラブ / フェルナンド・メルリーノ・トリオ 
  「夜カフェ～ジャズボッサ」より 
5 Morning Train (9 to 5) モーニング・トレイン / ジェフ・ピーターソン 
  「家カフェ～ウクレレ」より 
6 What a Wonderful World この素晴らしき世界 / アドリアーノ・ソウザ・トリオ 
  「カフェ・ボッサ - スウィート・アフタヌーン」より 
7 L.O.V.E ラブ / アコースフィア 
  「家カフェ」より 
8 In My Life イン・マイ・ライフ / ブライアン・ケスラー 
  「ゆるカフェ～ハワイ」より 
9 New York City Serenade (Arthurʼs Theme)  
ニューヨーク・シティ・セレナーデ / 松宮幹彦 

  「リラックス・カフェ～ナチュラル・ギター・コレクション」より 
10 So Far Away ソー・ファー・アウェイ / 榊原大 
  「夜カフェ～ピアノ」より 
11 Yesterday Once More イエスタデイ・ワンス・モア / 渡辺幹男 
  「ほのぼのボッサ～やさしくなりたい」より 
12 Fly Me to The Moon フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン / フェビアン・レザ・パネ 
  「ピアノ de ボッサ」より 
  



 
【山野楽器オリジナルアルバム】 好評発売中  https://bit.ly/2qoPTsH 
 
【Yamano Relaxing Music Selection(ヤマノ・リラクシング・ミュージック・セレクション)】 
 
『心がうるおうミュージック・マッサージ』  
◆収録曲例：あるがままに 「不安解消」より 
楽しい道草 「ポジティブ・シンキング」より 
風の歌 「自律神経にやさしい音楽」より 
Mist 「ストレス解消音楽アイソトニックサウンドベスト」より 
やわらかな光に包まれて 「免疫力活性のための音楽」より 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：DYMN-103 
◆仕様：CD 
◆価格：\1,944(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器（協力：株式会社デラ） 
◆発売日：2018年 4月 27日（金） 
◆ホームページ：https://bit.ly/2GYQW8R 
 
『おはようとおやすみの音楽』 
◆収録曲例： 
Disc1 おはようの音楽(9曲収録) 
 朝もやの中で 「森カフェ～リラックス」より 
 暖かな光の中で  「自律神経を整える」より 
Disc2 おやすみの音楽(6曲収録) 
 海の幻想曲 「海の幻想曲」より 
 good Night to you 「至福の眠りの音楽」より 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：DYMN-101/2 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,160(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器（協力：株式会社デラ） 
◆発売日：2018年 4月 27日（金） 
◆ホームページ：https://bit.ly/2vaWgEF 

 
  

https://bit.ly/2qoPTsH
https://bit.ly/2GYQW8R
https://bit.ly/2vaWgEF


【GINZA シリーズ】 
 
『GINZA Cinemas -スクリーン・ミュージック・コレクション by 101ストリングス-』  
◆収録曲例：時の過ぎゆくままに（「カサブランカ」） 1946年 6月 邦楽座（丸の内ピカデリー） 
ラプソディ･イン・ブルー（「アメリカ交響楽」） 1947年 3月 スバル座  
ベン・ハー愛のテーマ（「ベン・ハー」） 1960年 4月 テアトル東京 
踊り明かそう（「マイ・フェア・レディ」） 1964年 12月 日比谷スカラ座 
男と女（「男と女」） 1966年 10月 みゆき座  
ロッキーのテーマ（「ロッキー」）  1977年 4月 東劇 ほか全 34曲収録 
◆アーティスト：101 ストリングス・オーケストラ 
◆品番：YMCD-10005/6 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,160(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆発売日：2018年 4月 21日（土） 
◆商品詳細：https://bit.ly/2qtHKT6  
 
『GINZA Salon＆Club Bars～カクテル・ピアノ・コレクション』  
◆収録曲例：二人でお茶を 
時の過ぎゆくままに 
魅惑のワルツ 
ボヘミア舞曲 
エステ荘の噴水 ほか、全 34曲収録 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10007/8 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,160(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆発売日：2018年 4月 21日（土） 
◆ホームページ：https://bit.ly/2HuKtUd 
 
『GINZA JAZZ あの頃、銀座で聴いたジャズ』  
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：SIC7-4/5 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：￥2,484(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
（協力：ソニー・ミュージックレーベルズ） 
◆発売日：2017年 12月 13日（水） 
◆商品詳細：https://goo.gl/C2dPt4 

https://bit.ly/2qtHKT6
https://bit.ly/2HuKtUd
https://goo.gl/C2dPt4


 
『GINZA Silhouette(ギンザ・シルエット)』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：SIC7-3 
◆価格：￥2,160(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
 （協力：ソニー・ミュージックレーベルズ） 
◆発売日：2017年 11月 1日（水） 
◆収録曲例：ニュー・デイ・フォー・ユー / バーシア 、 

ヴァーチャル・インサニティ / ジャミロクワイ ほか 
◆商品詳細： https://goo.gl/PED8HL 
 
『GINZA Feeling～山野楽器 エレガント・ミュージック・コレクション』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10003/4   
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：￥2,484(税込) 
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
 （協力：JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント） 
◆発売日：2017年 8月 10日（木） 
◆収録曲例： めぐり逢い / アンドレ・ギャニオン、 
          渚のアデリーヌ / リチャード・クレイダーマン ほか 
◆紹介動画： https://youtu.be/pCUM5BSYp90 
◆商品詳細： https://goo.gl/D4QwXs 
 
『GINZA Classics ～山野楽器 クラシック名曲セレクション』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10001/2 
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：￥2,160(税込) 
◆企画・制作：株式会社 山野楽器    
（協力：ワーナーミュージック・ジャパン） 

◆発売日：2016年 4月 27日（水） 
◆収録曲例：パッヘルベル：カノン ニ長調、 

ショパン：ワルツ 第 7番 嬰ハ短調 作品 64-2 ほか 
◆紹介動画： https://youtu.be/fl1NdXax3aA 
◆商品詳細： http://goo.gl/n1z8ux 

 

  

https://www.yamano-music.co.jp/userProdDetailCD.do?itemCode=Y171012540&itemClass=YC
https://youtu.be/pCUM5BSYp90
https://goo.gl/D4QwXs
https://youtu.be/fl1NdXax3aA
http://goo.gl/n1z8ux


 
【株式会社山野楽器 (YAMANO MUSIC CO.,LTD) 】 
銀座 4丁目に本社を構える、創業 126年を迎えた総合音楽専門店。ピアノやギター、管弦楽器などの楽器全般、 
楽譜や CD の小売のほか、テイラーギター、リッケンバッカー、コアロハウクレレなどの国内総代理店を務める。 
首都圏を中心に、全国 45店舗、51教室を運営。 

本社： 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-5-6 
創立： 1892年 (明治 25年) 4月 21日  
設立： 1915年 (大正 4年) 3月 20日 
主な事業内容：楽器、楽譜、付属品、輸入楽器などの小売、および卸売 

音楽・映像ソフト（CD/DVD/ブルーレイなど）の小売、 
音楽教室の運営、音楽に関するイベント事業 
Wisdom Guitarほか、企画開発商品の販売および卸売 

主な海外取り扱いブランド：Taylor Guitars、G&L、Rickenbacker、 
Hofner、KoAloha Ukulele、Levy's Leathers ほか 

ホームページ：https://www.yamano-music.co.jp/ 
Facebook：https://www.facebook.com/yamanomusic 
Twitter：https://twitter.com/yamanomusic 
Instagram：https://www.instagram.com/yamano_music/ 
YouTube：https://www.youtube.com/c/yamanomusic_official 
 

銀座山野楽器 本店 

https://www.yamano-music.co.jp/
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https://www.youtube.com/c/yamanomusic_official

