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Special Feature
ジャケットで楽しむジャズ特集

ユニバーサル ： UCCV-9036 
うさぎが 22匹、 人参が 9本登場

コレイツ

ジョニー ・ホッジス

Clef ： MGC-707
赤の色も素敵に映える一枚です

アーバニティ

ハンク ・ジョーンズ

Ais ： 2869473
背の高さのバランスも微笑ましい

アート ・ テイタム＆ロイ ・エルドリッジ ・ カルテット

アート ・テイタム＆ロイ ・エルドリッジ

ユニバーサル ： UCCU-5254
ウエスト ・ コースト ・ジャズの名盤

ウエスト ・ コースト ・ジャズ

スタン ・ゲッツ

ユニバーサル ： UCCV-9041
コーラの瓶？も気になる哀愁の一枚

ビリー ・ホリデイ ・アット ・ J.A.T.P. 
ビリー ・ホリデイ

ユニバーサル ： UCCU-6194
秋吉敏子 24歳の時の初リーダー作

アメイジング ・ トシコ ・アキヨシ

秋吉敏子

ユニバーサル ： UCCV-9047
ほのぼの感あるレコーディング風景

コレイツ

ロイ ・エルドリッジ

ユニバーサル ： UCCV-9035
ピサの斜塔とレスター ・ ヤング

レスター ・ヤング ・ トリオ

レスター ・ヤング

ユニバーサル ： UCCV-9034
マーチン作の中でも有名な一品

バード ・アンド ・ディズ

チャーリー ・パーカー

Progressive ： PCD-7004
曲線的なタッチも味わい深い

アリガト

ハンク ・ジョーンズ

Audiophile ： ACD-188 
正にアート！ 1976年のデュオ作品

ミュージックス ・ジ ・オンリー ・シング ・ザッツ ・オン ・マイ ・マインド

ジミー ・ロウルズ & ジョージ ・ムラーツ

ポニー ・キャニオン ： MYCJ-30363
ベース好きには最高のジャケット！

ザ ・ベーシスト

サム ・ジョーンズ

≪デヴィッド ・ストーン ・マーチンの世界≫

　今号の巻頭特集はジャズを気楽に目で楽しんで欲しいとの思いから、 9 つのカテゴリーに分けてジャズ ・ アルバ

ムのジャケットを取り上げてみました。 まずは、 ① 1950 年代のジャズのレコードに数々の素晴らしいジャケット画を

描いたデザイナーで、 アンディ ・ウォーホルにも多大な影響を与えたデヴィッド ・ストーン ・マーチンの名作を紹介。

その他、 ②ブルーノートが誇る青い名盤　③顔で勝負のジャケット　④ジャズ ・ アルバムに多い美脚ジャケット　⑤カ

ーマニア必見のジャケット　⑥マイルス ・ デイビスだからこそ許された感もあるマイルスの奥さん （撮影当時は恋人

の場合も） が登場したジャケット　⑦セクシーなジャケット　⑧タバコを吸うジャズマンもめっきり減った現代ではノスタ

ルジック感も漂うタバコ＆煙ジャケット　⑨そっくりジャケットを紹介してみました。 ぜひアートとしてお楽しみ下さい！
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ユニバーサル ： TOCJ-8501
唯一のブルーノートリーダー作！

ブルー ・ トレイン

ジョン ・ コルトレーン

ユニバーサル ： TOCJ-7037
1曲目 「リメンバー」 は名演です

ソウル ・ステーション

ハンク ・モブレー

ユニバーサル ： TOCJ-7094
隣で覗いているのは息子のジョン君

ザ ・シーン ・チェンジズ

バド ・パウエル

ユニバーサル ： TOCJ-7176
ブルーがとても鮮やかで美しい！

ザ ・ナチュラル ・ソウル

ルー ・ ドナルドソン

ユニバーサル ： TOCJ-7006
サングラスも渋い、 ロリンズの名作

ニュークス ・タイム

ソニー ・ロリンズ

オープン ・セサミ

フレディ ・ハバード

ユニバーサル ： TOCJ-7164
粋なジャケットが多い名手グラント

アム ・アイ ・ブルー

グラント ・グリーン

ユニバーサル ： TOCJ-7178
青に映えるグリーンの文字もいい

ダイアローグ

ボビー ・ハッチャーソン

Oneway ： 30328
エルヴィンの満面の笑顔が最高！

エルヴィン ・ジョーンズ ・イズ ・オン ・ザ ・マウンテン

エルヴィン ・ジョーンズ

ユニバーサル ： UCCO-9415 
バドの恍惚の表情が堪りません

ジャズ アット マッセイ ホール Vol.2 
バド ・パウエル

ユニバーサル ： TOCJ-6625 
キュートに微笑むスタンリー

ザッツ ・ホエア ・イッツ ・アット

スタンリー ・タレンタイン

MSI ： MCCD-088
サッチモの笑顔に癒されます

ジ ・エッセンシャル ・サッチモ

ルイ ・アームスロング

ワーナー ： WPCR-13441
流石マイルス、 オーラが凄い！

チュチュ

マイルス ・デイビス

Collectables ： COL-7152 
最高のベースマンのどや顔です

ファースト ・ベースマン

ポール ・チェンバース

ユニバーサル ： UCCU-6006 
このジャケットも最高の名盤です

ヘレン ・メリル ・ウィズ ・ クリフォード ・ ブラウン

ヘレン ・メリル

ユニバーサル ： TOCJ-9003 
真顔のアート ・ ブレイキー

モーニン

アート ・ ブレイキー＆ザ ・ジャズ ・メッセンジャーズ

ユニバーサル ： TOCJ-7075 
若きフレディの笑顔が爽やかです

≪顔面どアップ盤≫

≪青いブルーノート盤≫
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ユニバーサル ： TOCJ-8503
ジャケットも有名な永遠の名盤！

クール ・ストラッティン 
ソニー ・ クラーク

SSJ ： XQAM-1612 
スコット ・ラファロのベースでも人気

ジス ・イズ ・パット ・モラン

パット ・モラン

Fantasy ： OCJ-277
お洒落でサンフランシスコっぽい

サンフランシスコ ・ムーズ

カル ・ジェイダー

ソニー ・レコーズ ： SICP-1011 「廃盤」
逆さ美脚で美しさが倍増してます

エニシング ・ゴーズ

デイヴ ・ブルーベック

ポニー ・キャニオン ： MYCJ-30608
車から降りる瞬間を捉えています

ベッドタイム ・ストーリー

ビリー ・チャイルズ

ワーク ・ソング

ケニー ・ ドリュー

Birds ： XQDJ-1001 
バーズ ・ レコードの名美脚ジャケ

シャドウ ・オブ ・ユア ・スマイル

グラント ・スチュワート

Birds ： XQDJ-1009
ロゴも含めたデザインが素敵です

V.S.O.P.
マンハッタン ・ジャズ ・ クインテット

ユニバーサル ： TOCJ-8557 
ジャガー E タイプ、 アングルも渋い

ア ・ニュー ・パースペクティヴ

ドナルド ・バード

ユニバーサル ： TOCJ-6671
キャデラック ・エルドラドの車上にて

ア ・キャディ ・フォー ・ダディ

ハンク ・モブレー

ユニバーサル ： TOCJ-8653 
メルセデス 300SL に肘をつくバード

オフ ・ トゥ ・ザ ・レイシス

ドナルド ・バード

ユニバーサル ： TOCJ-7128  
ジャガー ・マーク 2に肘をつくバード

ザ ・キャット ・ウォーク

ドナルド ・バード

ユニバーサル ： UCCM-9090 
ベンツ 300S カブリオレの後姿

ソフィスティケイテッド ・スウィング

キャノンボール ・アダレイ

ユニバーサル ： TOCJ-8589 
ジャガー XK150 ドロップヘッド ・ クーペ

クレイジー ・ベイビー

ジミー ・スミス

Milestone ： 47085
車種は不明、 ランディは 2m 超え

トリオ ・アンド ・ソロ

ランディ ・ウェストン

Contemporary ： C-3514
宇宙的な GM のファイアーバード II

デュアン･タトロズ ・ジャズ ・フォー ・モダンズ

デュアン･タトロ

Jazz Ball ： JBR-884 
ちょっと乱れた感じがセクシーです

≪カーマニア編≫

≪美脚ジャケット編≫
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ソニー ・レコーズ ： SICP-828  
4番目の妻シシリー ・タイソン

ソーサラー + 2
マイルス ・デイビス

ソニー ・レコーズ ： SICP-10085
2番目の妻フランシス・テイラー

サムデイ ・マイ ・プリンス ・ウィル ・カム

マイルス ・デイビス

ソニー ・レコーズ ： SICP-826
2番目の妻フランシス再び登場

E.S.P.
マイルス ・デイビス

ソニー ・レコーズ ： SICP-832 
3番目の妻ベティ ・メイブリー

キリマンジャロの娘 + 1
マイルス ・デイビス

≪ミセス ・マイルス編≫

≪セクシー編≫

ワーナー ： WPCR-13187 
見えそうで見えないところがいい

アイ ・ゲット ・ア ・ブート ・アウト ・オブ ・ユー

マーティ ・ペイチ

ヴィーナス ： VHCD-78008
後姿で魅せる名ジャケットです

ジェントル ・バラッズ

エリック ・アレキサンダー

ポニー ・キャニオン ： MYCJ-30404
影の感じも芸術的な一品です

ラスト ・タンゴ ・イン ・パリ

カレル ・ボエリー

ヴィーナス ： VHCD-78020
この続編 「III」 もあります！

ジェントル ・バラッズ II
エリック ・アレキサンダー

≪スモーキン編≫

ユニバーサル：UCCO-90034 
左手の指にタバコを挟んでます

ブルーズ ・ムーズ

ブルー ・ ミッチェル

Fresh Sound ： FSR1601CD
結構な煙ですが、 名ジャケット

デクスター ・ブロウズ ・ホット ・アンド ・ クール

デクスター ・ゴードン

ユニバーサル ： UCCO-9342 
煙が顔を覆っちゃってますが渋い

ボーン・トゥ・ビー・ブルー！

ボビー ・ティモンズ

ユニバーサル ： UCJU-90005 
奇抜なタバコの吸い殻ジャケット

ア ・デイ ・イン ・ザ ・ライフ

ウェス ・モンゴメリー

≪そっくりジャケット編≫

ユニバーサル ： TOCJ-8530  
ロリンズの 1957年の名盤です

ソニー ・ロリンズ Vol.2
ソニー ・ロリンズ

ユニバーサル ： UICY-6625
ロリンズへのリスペクトを感じます

ボディ ・アンド ・ソウル

ジョー ・ジャクソン

ユニバーサル ： UICY-60092  
パクリでなく、 粋に似せてます

オールモスト ・ブルー

エルヴィス ・ コステロ

ユニバーサル ： TOCJ-90065 
ケニー ・バレルの永遠の名盤！

ミッドナイト ・ブルー

ケニー ・バレル
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