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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、オリジナルアルバム”GINZA”シリ
ーズ第 8、9弾として、『GINZA×Blue Note Pianists』、『GINZA×Blue Note Standards』2 タイトルを 2018年
11月 28日(水)に発売いたします。 

“GINZA”シリーズは、銀座で長年、音楽専門店を営んできた当社が、”銀座”をテーマに選曲からブックレット、ジャケット
デザインなど細部までこだわって制作したオリジナルアルバムです。2016年4月『GINZA Classics』発売以来、これまで全
7タイトルリリースされており、幅広い世代の方に支持される当社きっての人気シリーズとなっております。 
このたびは、この人気のシリーズに2タイトルが新たに仲間入りとなります。1940年代終わりのモダンジャズの誕生期、そし

て1950～60年代の黄金期にかけて数多くの名盤を生み出したブルーノートに名演を残したピアニストにスポットを当てて選
曲をした『GINZA×Blue Note Pianists』は、DISC１で小粋なメロディのデューク・ピアソンの隠れた名演「ライク・サムワ
ン・イン・ラヴ」でスタートし、DISC２ではホレス・パーランのブルース、その名も「Cジャム・ブルース」から始まります。ブルーノー
トはバド・パウエルやセロニアス・モンク、ソニー・クラークやホレス・シルヴァーといった個性的なピアニストに早くから注目し、積
極的にレコーディングをしていたことでも知られています。本作にはブルージーでソウルフル、そして時に愛らしいジャズのエッセン
スに溢れたピアノが集まりました。ブルーノートが誇るピアニストの世界を存分に楽しめるアルバムになっています。 
一方、『GINZA×Blue Note Jazz Standards』は、少しブルーな雰囲気が漂うモダンなスタンダードの名演を集めまし

た。最も有名な、キャノンボール・アダレイ＆マイルス・ディヴィスの「枯葉」から始まり、後に数多くのカバーを生みスタンダード化
した、アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズの「モーニン」、そしてソニー・クラークの極めつけのピアノソロ「四月の思い
出」などを収録。２枚のディスクそれぞれ、ジャズの古典ともいえる名演から始まり、山野楽器スタッフこだわりの隠れた名曲へ
と続いていきます。スタンダード曲で振り返るブルーノート、ぜひ全曲を通してお楽しみください。 
ジャズ入門者にはもちろん、ジャズファンや大人の音楽ファンに向けてお贈りする 2 タイトルは、11月 28日(水)より山野

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。 
 

 

 

「ピアノ」と「スタンダード」をテーマに、ブルーノートレーベルの名曲を山野楽器がチョイス。 
『GINZA×Blue Note』 CD2 タイトルが 11月 28日(水)発売 

ジャズ入門者から、ジャズファンや大人の音楽ファンに向けてお贈りするオリジナルアルバム 
『GINZA×Blue Note Pianists』『GINZA×Blue Note Standards』が 11月 28日(水)発売 



アルバム『GINZA×Blue Note Standards』概要 
◆収録曲例：キャノンボール・アダレイ＆マイルス・デイヴィス「枯葉」 
アイク・ケベック「ハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイン・オン」 
ポール・チェンバース「ディア・オールド・ストックホルム」 
アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ「モーニン」 
ソニー・クラーク「四月の思い出」 

◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10013/14 (2CD)  
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,484 (税込)  
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆製作協力：ユニバーサル ミュージック合同会社  
◆発売日：2018年 11月 28日(水) 
◆ホームページ：https://bit.ly/2OGOhne 

  

アルバム『GINZA×Blue Note Pianists』概要 
◆収録曲例：デューク・ピアソン「ライク・サムワン・イン・ラヴ」 
フレディ・レッド「タイム・トゥ・スマイル」 
バド・パウエル「ジョンズ・アビー」 
デューク・ジョーダン「アイ・シュッド・ケア」 
ホレス・パーラン「Ｃ・ジャム・ブルース」 
ホレス・シルヴァー「オパス・デ・ファンク」 

◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10011/12 (2CD)  
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,484(税込)  
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆製作協力：ユニバーサル ミュージック合同会社  
◆発売日：2018年 11月 28日(水) 
◆ホームページ：https://bit.ly/2Din1th 
  

https://bit.ly/2OGOhne
https://bit.ly/2Din1th


【山野楽器オリジナルアルバム】 好評発売中  https://bit.ly/2qoPTsH 
 
【GINZA シリーズ】 
『GINZA Café Classics～名曲喫茶のクラシック 銀座編』 
◆アーティスト：V.A. 
◆品番：YMCD-10009/10(2CD)  
◆仕様：CD 2枚組 
◆価格：\2,160(税込)  
◆企画・制作：株式会社山野楽器 
◆製作協力：日本コロムビア株式会社 
◆発売日：2018年 11月 14日(水) 
◆収録曲例：ジュ・トゥ・ヴ / サティ 

ヴァイオリン協奏曲イ短調 op.3-6 RV.356～第 1楽章 / ヴィヴァルディ 
◆商品詳細：https://bit.ly/2CHUOfa 
 
『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-』  
◆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） 
◆収録曲例：時の過ぎゆくままに(「カサブランカ」) 

ラプソディ･イン・ブルー(「アメリカ交響楽」) ほか 
◆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』  
◆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） 
◆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 
◆商品詳細：https://bit.ly/2HuKtUd 
  

https://bit.ly/2qoPTsH
https://bit.ly/2CHUOfa
https://bit.ly/2qtHKT6
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） 
◆収録曲例：マイルス・デイビス / バイ・バイ・ブラックバード、 

フランク・シナトラ / タイム・アフター・タイム ほか 
◆商品詳細：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 

 

  

https://goo.gl/C2dPt4
https://www.yamano-music.co.jp/userProdDetailCD.do?itemCode=Y171012540&itemClass=YC
https://youtu.be/pCUM5BSYp90
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 

 

【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)】 
 
『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) 
◆収録曲例：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 
         Fly Me to The Moon / フェビアン・レザ・パネ 
         「ピアノ de ボッサ」より 
◆商品詳細：https://bit.ly/2ujaboL 
 
『心がうるおうミュージック・マッサージ』  
◆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） 
◆収録曲例：あるがままに 「不安解消」より 

風の歌 「自律神経にやさしい音楽」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 

◆商品詳細：https://bit.ly/2GYQW8R 

https://youtu.be/fl1NdXax3aA
http://goo.gl/n1z8ux
https://bit.ly/2ujaboL
https://bit.ly/2GYQW8R


 
 
『おはようとおやすみの音楽』 
◆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） 
◆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 
◆商品詳細：https://bit.ly/2vaWgEF 
 
 
【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 44店舗、51教室を運営。 

代表取締役社長：山野 政彦 
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 
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