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×   

演歌・歌謡曲界初の試み！！ 

人気演歌・歌謡曲１００選着うたフル（R）半額（１５０円）セールを実施 

購入者を対象としたプレミアムイベントも実施 

 

 
 

日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 最高執行責任者（COO） 原 康晴、以下

「当社」）と株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区渋谷、 代表執行役社長：加藤裕一）は２０１１年１

２月１日より「人気演歌・歌謡曲１００選 着うたフル（R）半額（１５０円）セール」を実施致します。 

 

また、対象楽曲を購入していただいた方々から抽選で５０組１００名様（昼の部/夜の部 各回）をこれから

の演歌・歌謡曲界を牽引していく歌手の出演によるプレミアムイベントにご招待します。 

 

 

半額セールは「美空ひばり」「都はるみ」「小林幸子」「細川たかし」などまさに日本を代表する演歌楽曲

から歌謡曲のヒット曲、プロ野球球団の応援歌や大学の校歌まで幅広いラインナップとなっています。 

※別紙楽曲リスト参照 

 

 レコード会社とレコチョクが今回のようにアーティストを横断して大規模キャンペーンを実施するのは演

歌・歌謡曲界では初の試みであり、老舗メーカーとして膨大な楽曲カタログと専属アーティストを誇るコロム

ビアと、携帯配信プロバイダー最大手のレコチョクが組んでこその、他に類をみない企画であるといえるでし

ょう。 

 

 携帯電話が幅広い世代まで普及しているものの携帯電話での音楽配信はまだまだ JPOP が中心となっていま

す。このキャンペーンはまずは手軽な価格で購入できることで演歌・歌謡曲も音楽配信という形で新たなユー

ザー層を獲得することができればと考えたものです。 

 

 また、普段は演歌・歌謡曲のイベントなどに来たことがない方々にも実際のステージを見てもらうことで新

たなファンになってもらうことを目的に購入者向けの特典イベントをご用意しました。こちらはこれからの演

歌・歌謡曲界を背負って立つ若手・中堅歌手を中心にしたラインナップで、いわば初の「配信発信による演歌

/歌謡曲フェス」とも呼べる内容になる予定です。 

 

 

 

 日本最古のレコード会社として昨年 100 周年を迎えた日本コロムビアと音楽配信最大手で今年 10 周年を迎えるレコ

チョクがタッグを組んで演歌・歌謡曲の活性化に努めて参ります。 

 

 

※着うたフル(R)とは・・・アーティストの楽曲を 1 曲まるごとダウンロードできる音楽配信サービスです。 

 

 



 

「人気演歌・歌謡曲１００選 着うたフル（R）半額（150 円）セール」企画概要 

■キャンペーン期間 

 ２０１１年１２月１日（木）～２０１２年１月３１日（火） 

■イベント応募期間 

２０１１年１２月１日（木）～２０１２年１月３１日（火） 

  ※1 曲購入につき 1 回応募可能 

■イベント招待者数 

 ５０組１００名様（※各回） 

■イベント概要 

 日程：２０１２年３月開催予定 

 場所：都内某所 

 出演予定者：大石まどか・走裕介・伊藤美裕・出光仁美  and more 

          ※豪華ゲスト追加調整中 

 ※昼の部/夜の部の 2 回開催の予定 

 

 

 

「人気演歌・歌謡曲１００選 着うたフル（R）半額（150 円）セール」 

特集ページ URL 

日本コロムビア http://columbia.jp/enkarecochoku/ 

レコチョク http://recochoku.com/enkakayo_hangaku/  

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

日本コロムビア（株）  

セールス＆マーケティング本部 デジタル営業部 担当 内田、秋元 

TEL：03-6895-9550 FAX：03-6895-9109  E-mail uchida_takeshi@columbia.co.jp 

                                               akimoto_toshiyuki@columbia.co.jp 

 

株式会社レコチョク 広報担当・河合 

TEL:03-6418-7595 FAX：03-6418-7159 E-mail: pub@recochoku.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■別紙 

レコチョク演歌セール対象楽曲 100 選  

  曲名 アーティスト名 

1 愛燦燦（あいさんさん） 美空 ひばり 

2 川の流れのように 美空 ひばり 

3 お祭りマンボ 美空 ひばり 

4 人生一路 美空 ひばり 

5 みだれ髪 美空 ひばり 

6 真赤な太陽 美空 ひばり 

7 港町十三番地 美空 ひばり 

8 越後獅子の唄 美空 ひばり 

9 人生いろいろ 島倉 千代子 

10 リンゴの唄 島倉 千代子 

11 東京だョおっ母さん 島倉 千代子 

12 私の小さな幸せの花 島倉 千代子 

13 銭形平次 舟木 一夫 

14 高校三年生 舟木 一夫 

15 燃えよドラゴンズ！’９９ 舟木 一夫 

16 学園広場 舟木 一夫 

17 修学旅行 舟木 一夫 

18 大阪ふたり雨 都 はるみ 

19 好きになった人 都 はるみ 

20 北の宿から 都 はるみ 

21 浪花恋しぐれ（デュエット：岡 千秋） 都 はるみ 

22 アンコ椿は恋の花 都 はるみ 

23 大阪しぐれ 都 はるみ 

24 舟唄 八代 亜紀 

25 東京音頭 八代 亜紀 

26 雨の慕情 八代 亜紀 

27 愛の終着駅 八代 亜紀 

28 人生の贈りもの 八代 亜紀 

29 ﾃﾞｽﾃｨﾆｰﾗﾌﾞ 八代 亜紀 

30 おもいで酒 小林 幸子 

31 雪椿 小林 幸子 

32 母ちゃんのひとり言 小林 幸子 

33 おんなの酒場 小林 幸子 

34 もしかして 小林 幸子 

35 さざんかの宿 大川 栄策 

36 はぐれ舟 大川 栄策 

37 高山の女（ひと）～新録音～ 大川 栄策 



38 目ン無い千鳥 大川 栄策 

39 女のみち 宮 史郎 

40 北酒場 細川 たかし 

41 望郷じょんから 細川 たかし 

42 浪花節だよ人生は 細川 たかし 

43 津軽じょんがら節 細川 たかし 

44 心のこり 細川 たかし 

45 矢切の渡し 細川 たかし 

46 六甲おろし 冠 二郎 

47 小雪の酒場 冠 二郎 

48 炎（ほのお） 冠 二郎 

49 旅路の果て 冠 二郎 

50 津軽恋女 新沼 謙治 

51 嫁に来ないか 新沼 謙治 

52 ヘッドライト 新沼 謙治 

53 雪の川 新沼 謙治 

54 おもいで岬 新沼 謙治 

55 無法松の一生（度胸千両入り） 村田 英雄 

56 王将 村田 英雄 

57 ズンドコ節 小林 旭 

58 ダイナマイトが百五十屯 小林 旭 

59 さすらい 小林 旭 

60 さらば恋人 堺  正章 

61 街の灯り 堺  正章 

62 ブルー・ライト・ヨコハマ いしだ  あゆみ 

63 あなたならどうする いしだ  あゆみ 

64 君は薔薇より美しい 布施 明 

65 シクラメンのかほり 布施 明 

66 マイ・ウェイ 布施 明 

67 飛んでイスタンブール 庄野  真代 

68 愛の水中花 松坂 慶子 

69 スマイル・フォー・ミー 河合  奈保子 

70 けんかをやめて 河合  奈保子 

71 早稲田大学校歌（都の西北） 早稲田大学ｸﾞﾘｰ･ｸﾗﾌﾞ 

72 明治大学校歌 明治大学ｸﾞﾘｰ･ｸﾗﾌﾞ 

73 法政大学校歌 法政大学ｱﾘｵﾝ･ｺｰﾙ 

74 慶應義塾大学塾歌 慶應義塾大学ﾜｸﾞﾈﾙ･ｿｻｴﾃｨ 

75 六甲おろし 唐渡  吉則 

76 栄冠は君に輝く（合唱バージョン） ｺﾛﾑﾋﾞｱ合唱団 

77 闘魂こめて～読売巨人軍球団歌～ ヒット・エンド・ラン 

78 それ行けカープ 南 一誠 



79 Ｙｏｕｒｓ～時のいたずら～ マルシア 

80 エデンの雨 マルシア 

81 京都の雨 大石 まどか 

82 もどり橋 大石 まどか 

83 忍び里 大石 まどか 

84 ヤッターマンの歌 西尾 夕紀 

85 おさらば故郷さん 西尾 夕紀 

86 ﾔﾝｻﾞﾗｴ  西尾 夕紀 

87 しのび駒 南 かなこ 

88 雨のミッドナイトステーション 南 かなこ 

89 もくれん 南 かなこ 

90 いつかその気になったら 三代目コロムビア・ローズ 

91 恋が散る 松川未樹 

92 夢色ラプソディー コロムビアガールズコレクション 

93 篠突く雨(しのつくあめ) 走 裕介 

94 おんなの雪 走 裕介 

95 呼人駅（よびとえき） 走 裕介 

96 一本道 出光 仁美 

97 おんな七厘･神楽坂 出光 仁美 

98 六本木星屑（スターダスト） 伊藤美裕 

99 Why?～真夜中の予感～   伊藤美裕 

100 若いってすばらしい ミッツ・マングローブ 

 


