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タワーレコード株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：嶺脇 育夫）では、同社の企画、ユニバーサルミ

ュージック合同会社制作による究極のオールタイム・ベスト盤のシリーズ第 4 弾、第 5 弾として『エラ・フィッツジェラルド

～オールタイム・ベスト ファースト・ソフィスティケイテッド・レディ（・オブ・ソング）』、『サラ・ヴォーン～オールタイム・ベ

スト サッシー・スウィングス・テンダリー』を、12 月 21 日（水）に全国発売いたします。 

 

本作は、タワーレコードをはじめ HMV、新星堂、ディスクユニオンの JAZZ 専門スタッフが、テーマとなるアーティスト

の後世に残したい名曲・名演をリクエストし、人気の高い楽曲たちを最新リマスター音源でパッケージに収める人気の

オールタイム･ベストシリーズの新作で、これまでに、ビル・エヴァンス（2010 年 7 月発売）の第一弾から、オスカー・ピー

ターソン（2010 年 11 月発売）、ジョン・コルトレーン（2011 年 7 月発売）を発売、いずれの作品も発売から今なおロング

セラーを続ける人気シリーズとなっています。 

その第 4 弾となる今回は、20 世紀を代表するジャズ・シンガーの一人、エラ・フィッツジェッラルド、TVCM などで各方

面の音楽ファンにもお馴染みのサラ・ヴォーンの 2 人の女性シンガーを取り上げました。収録された楽曲はそれぞれ 2

枚組の 30 曲、いずれもビギナーの方でも聴きやすく、ジャズファンにも楽しんでいただけるスタンダードの名唱を中心

に、彼女たちの特徴を存分に堪能できる内容となっています。 

 

タワーレコードでは、この 2 タイトルの発売を記念して、ユニバーサル国内盤ジャズ・ヴォーカル 10%OFF セールを 12

月 20 日（火）より開催。また、応募抽選にてタワーレコード・ギフトカードやヴァーヴ盤『エラ・アンド・ルイ』の世界初 CD

化、SHM-CD 仕様の貴重な EP 音源をプレゼントするキャンペーンも行い、ジャズシーンを盛り上げてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

●タワーレコード・オンライン http://tower.jp/article/feature_item/2011/11/24/0101 
 

■本件に関するお問合せ先■ 
タワーレコード株式会社 広報室 担当：谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂 

TEL  03-3496-5245   E-mail   press@tower.co.jp 

   （1163）

2011 年 12 月 8日

タワーレコード株式会社

タワレコはじめ CD ショップスタッフが厳選する JAZZ ベスト 

オールタイム・ベスト・シリーズ第４＆５弾 

エラ・フィッツジェラルド、サラ・ヴォーン  
１２月２１日 ２作同時に全国発売 

NEWS RELEASE 

サラ・ヴォーン～オールタイム・ベスト 

サッシー・スウィングス・テンダリー 

エラ・フィッツジェラルド～オールタイム・ベスト 

ファースト・ソフィスティケイテッド・レディ（・オブ・ソング） 

http://tower.jp/article/feature_item/2011/11/24/0101
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■商品概要 
タイトル ：エラ・フィッツジェラルド～オールタイム・ベスト ファースト・ソフィスティケイテッド・レディ（・オブ・ソング） 
価格 ：2,500 円(税込)  
発売日 ：2011 年 12 月 21 日（水）  
品番 ：PROZ-1007/8 
企画 ：タワーレコード 
制作発売 ：ユニバーサルミュージック合同会社 
内容 ：2 枚組、最新リマスター音源（24bit、20bit）使用 

日本語解説付、完全生産限定盤 
http://tower.jp/item/3024033/ 
 
20 世紀を代表する女性ジャズ・シンガーの一人、エラ・フィッツジェラルド(1917 年～

1996 年)のジャズ・スタンダードの代表的名演を、ヴァーヴ、デッカ、そしてパブロの音

源よりタワーレコードや主要 CD ショップのジャズ担当者からのリクエストでもっとも人気

の高かった楽曲を中心に厳選 30 曲収録した究極のベスト。全曲リマスター音源(24bit、

20bit)を使用。クリアでレンジの広いヴォイス、そしてスキャット、エラの魅力満載！ 

 

収録曲： 
Disc 1 
01. ザ・レディ・イズ・ア・トランプ* 
02. ディス・キャント・ビー・ラヴ* 
03. マック・ザ・ナイフ** 
04. ハウ・ハイ・ザ・ムーン** 
05. ミッドナイト・サン 
06. スカイラーク 
07. ムード・インディゴ* 
08. 我が心のジョージア 
09. バードランドの子守唄* 
10. ジャスト・ユー、ジャスト・ミー 
11. トゥー・ダーン・ホット* 
12. ビギン・ザ・ビギン* 
13. トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ 
14. 虹の彼方に 
15. ア・ティスケット、ア・タスケット* 
 
 
 
 
タイトル ：サラ・ヴォーン～オールタイム・ベスト サッシー・スウィングス・テンダリー 
価格 ：2,500 円(税込)  
発売日 ：2011 年 12 月 21 日（水）  
品番 ：PROZ-1009/10 
企画 ：タワーレコード 
制作発売 ：ユニバーサルミュージック合同会社 
内容 ：2 枚組、最新リマスター音源（24bit、20bit、1bit/DSD）使用 

日本語解説付、完全生産限定盤 
http://tower.jp/item/3024037/ 
 
ジャズ・ヴォーカル・ファンはもちろん、TVCM などで各方面の音楽ファンにもお馴染み

の女性ジャズ・シンガー、サラ・ヴォーン(1924 年～1990 年)。彼女のジャズ・スタンダー

ドの名唱を、マーキュリー、エマーシー、パブロの音源よりタワーレコードや主要 CD シ

ョップのジャズ担当者からのリクエストでもっとも人気の高かった楽曲を中心に厳選 30

曲収録。驚くべき声量と絶妙なヴィブラートが絶品。全曲リマスター音源(24bit、20bit)を

使用。伸びやかでまったく声がやせない高域から、ふくよかでどっしりとした低域までをカヴァーするレンジの広い歌声と息の長い

ヴィブラートの絶妙なコントロールは絶品で、ジャズ、ボッサ、ポップスなど幅広い楽曲でそんな彼女の特徴を存分に堪能できるトラ

ックを厳選。 

Disc 2 
01. オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ 
02. イッツ・オールライト・ウィズ・ミー* 
03. ディード・アイ・ドゥ 
04. コットン・テイル 
05. ラウンド・ミッドナイト 
06. アイ・ウォント・トゥ・トーク・アバウト・ユー 
07. メイキン・ウーピー* 
08. アイ・ヒア・ミュージック 
09. アラバマに星落ちて* 
10. ゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー* 
11. きみの友だち** 
12. キャント・バイ・ミー・ラヴ 
13. イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン 
14. 明るい表通りで 
15. ソフィスティケイテッド・レディ* 
 
*MONO  **LIVE 

http://tower.jp/item/3024033/
http://tower.jp/item/3024037/
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収録曲： 

Disc 2 
01. チェロキー* 
02. ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス 
03. ザッツ・オール 
04. イル・ウィンド 
05. プレリュード・トゥ・ア・キス* 
06. テンダリー* 
07. ムーン・リヴァー 
08. イエスタデイ 
09. イフ・ユー・ウェント・アウェイ 
10. ブリッジ（トラヴェッシア） 
11. ドゥードリン 
12. ハウ・ハイ・ザ・ムーン* 
13. サムタイムズ・アイム・ハッピー* 
14. チーク・トゥ・チーク 
15. エンブレイサブル・ユー* 
 
*MONO 

Disc 1 
01. スウィート・ジョージア・ブラウン 
02. A 列車で行こう 
03. バードランドの子守唄* 
04. 枯葉 
05. ラヴァーズ・コンチェルト 
06. ピーター・ガン 
07. スターダスト 
08. サマータイム* 
09. マイ・ファニー・ヴァレンタイン* 
10. ユー・アー・トゥー・ビューティフル 
11. イージー・リヴィング 
12. ハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイング・オン？ 
13. コール・ミー 
14. ミスティ 
15. ボディ・アンド・ソウル* 
 
 
 

■ユニバーサル国内盤 ジャズ・ヴォーカル名盤 10%OFF セール 

上記 2 タイトルの発売に合わせて、ユニバーサルのジャズ・ヴォーカル・カタログから厳選約 50 タイトルを 10%OFF セ

ール。 

期間： 2011/12/20 ～ 2012/3/4 

対象店舗 ： タワーレコード、タワーミニ全店、タワーレコード・オンライン（http://tower.jp/） 

 

■「オールタイム・ベスト」シリーズ発売記念 プレゼントキャンペーン 

『サラ・ヴォーン～オールタイム・ベスト サッシー・スウィングス・テンダリー』、『エラ・フィッツジェラルド～オールタイ

ム・ベスト ファースト・ソフィスティケイテッド・レディ（・オブ・ソング）』どちらかをタワーレコードでご購入のお客様に、

専用ハガキでご応募の方のなかから抽選にて 10 名様に\5000 分のタワーレコード・ギフトカードをプレゼント。 

惜しくもはずれてしまった方の中からさらに抽選で 30 名様に、タワー・オリジナル特典ヴァーヴ盤『エラ・アンド・ルイ』

の貴重な EP 音源*をプレゼント！ 

*世界初 CD 化、SHM-CD 仕様 

 

応募期間  ： 2011/12/20 ～ 2012/2/29 

対象店舗  ： タワーレコード、タワーミニ全店、タワーレコード・オンライン（http://tower.jp/） 

 

http://tower.jp/
http://tower.jp/

