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P-30 A 1932年1月 歌謡曲 夢は涙だか思出か 中野忠晴 鹿山映次郎 小泉信治 小野千代子 ニッポンレコードハワイアントリオ ニッポンレコード吹込み
P35 A 月形半平田（1） 中野忠晴 鶴三 阪妻和洋合奏団 ホーオー（ニッポンレコード合資会社）吹込み、説明：熊岡天堂

S300 A 早稲田大学校校歌 中野忠晴 ニッポンレコード・オーケストラ ニッポンレコード吹込み
S300 B 早稲田大学応援歌 中野忠晴 ニッポンレコード・オーケストラ ニッポンレコード吹込み
S301 A 校歌 慶応義塾々歌 中野忠晴 中野忠晴 ニッポンレコードオーケストラ ニッポンレコード吹込み
S301 B 校歌 慶応義塾応援歌 中野忠晴 中野忠晴 ニッポンレコードオーケストラ ニッポンレコード吹込み
S302 A 校歌 明治大学校々歌 中野忠晴 中野忠晴 ニッポンレコードオーケストラ ニッポンレコード吹込み
S302 B 校歌 明治大学応援歌 中野忠晴 中野忠晴 ニッポンレコードオーケストラ ニッポンレコード吹込み
S303 A 校歌 法政大学校々歌 中野忠晴 宇賀神満雄 中野忠晴 ニッポンレコードオーケストラ ニッポンレコード吹込み
S303 B 校歌 法政大学応援歌 中野忠晴 中野忠晴 ニッポンレコードオーケストラ ニッポンレコード吹込み
S304 A 校歌 立教大學校々歌 中野忠晴 中野忠晴 ニッポンレコードオーケストラ ニッポンレコード吹込み
S304 B 校歌 立教大學應援歌 中野忠晴 中野忠晴 ニッポンレコードオーケストラ ニッポンレコード吹込み
S305 A 校歌 帝国大学緑会の歌 中野忠晴 中野忠晴 ニッポンレコードオーケストラ ニッポンレコード吹込み
S305 B 校歌 北大恵迪寮の歌 中野忠晴 中野忠晴 ニッポンレコードオーケストラ ニッポンレコード吹込み
S316 A 軍歌 月下の陣 中野稔 井上美知子 ニッポンレコードオーケストラ ニッポンレコード吹込み
A105 A 流行歌 離れ小島 佐藤弘 鹿山映次郎 水原英明 山田甚 オーゴン管絃楽団
A129 A 流行歌 船は帆まかせ 佐藤弘 鹿山映次郎 長津弥 オーゴン管絃楽団
A151 B 流行歌 山のメロディー 佐藤弘 鹿山映次郎 柳澤志乃夫 山路一夫 オーゴン管絃楽団 P147（3行下）とは別音源
A268 A 音頭 櫻まつり 柳橋夢香 宇野美樹 相良俊夫 浅草美知奴 オーゴン和洋管絃楽団 レーベルにクレジットはないが、中野忠晴らしき人物が歌っている

A7225 A 流行歌 山のメロデー 佐藤弘 鹿山映次郎 柳澤志乃夫 浅草みな吉 オーゴンオーケストラ P147（3行下）と同一音源
15701 A 流行歌 雪の高原 柏木穂 石松秋二 正富あきら 水谷澄子 トンボジャズバンド トンボレコード吹込み
P129 B 主題歌 街の灯 柏木穂 山田としを 柳澤志乃夫 君塚愛子 トリオ チャップリン映画
P147 A 歌謡曲 山のメロディー 柏木穂 鹿山映次郎 柳澤志乃夫 高阪幸子 フェニックスクワルテット ホーオーレコード吹込み
P148 B 歌謡曲 胸のもだえ 柏木穂 山田としを 柳澤志乃夫 水谷澄子 フェニックスクワルテット ホーオーレコード吹込み
F265 A 校歌 慶應義塾応援歌 中野忠晴 堀内敬三 堀内敬三 中野忠晴 慶応大学バンド S301Bニッポンレコードと原盤は一緒か
F265 B 校歌 早稲田大学校歌 中野忠晴 相馬御風 東儀鉄笛 中野忠晴 早稲田大学吹奏楽団 S300Aニッポンレコードと原盤は一緒か

1004 A 新民謡 秋田小唄 中野稔 小島彼誰 大島郁太郎 大村能章 高阪幸子 鳳凰和洋ジャズバンド
ニッポンレコード吹込み
伴奏指揮：大村能章

4196 B 流行歌 月夜の渚 牧忠夫 野口雨情 山内伶晃 川島信子 タイヘイオーケストラ タイヘイ吹込み
30149 A 流行歌（トロット） 街の夜更けて 牧忠夫 松村又一 秋山完一 コメットレコード
4246 A 流行歌 街の夜更けて 牧忠夫 松村又一 秋山完一 かね本幾松 タイヘイオーケストラ タイヘイ吹込み
4303 A 1933年12月 流行歌 美しの瞳 水田潔 小沼宏 寅川雪夫 水野喜代子 タイヘイオーケストラ タイヘイ吹込み
4304 A 1933年12月 流行歌（トロット） 口笛吹いて 水田潔 入江たかし 田辺絃次郎 かね本幾松 タイヘイ吹込み

K20190 A 流行歌（トロット） 口笛吹いて 水田潔 入江たかし 田辺絃次郎 かね本幾松 キリンセレナーダース キリン
4410 B 1933年12月 日本行進曲 水田潔、タイヘイコーラス団 塚本篤夫 阪東政一 結城浩 タイヘイオーケストラ タイヘイ吹込み

非常時日本行進曲 水田潔
4434 A 1934年2月 ビルの窓辺に 牧忠夫 塚本篤夫 宍田文雄 タイヘイ吹込み

26875 A 1932年6月 流行小唄 夜霧の港 中野忠晴 時雨音羽 古賀政男 古賀政男 関種子 コロムビア・オーケストラ 日活映画「上海」主題歌
26930 A 1932年7月 流行小唄 高原の唄 中野忠晴 島田芳文 古賀政男　 古賀政男 淡谷のり子 明治大学マンドリン・オーケストラ
26963 A 1932年7月 応援歌 走れ大地を 中野忠晴 斎藤龍 山田耕筰 山田耕筰 日本コロムビア吹奏楽団 日本コロムビア混声合唱団/山田耕筰指揮
26925 A 1932年7月 主題歌 浪子の唄 中野忠晴 関種子 コロムビア・オーケストラ オリエンタル映画「浪子」主題歌
26924 B 1932年7月 新民謡 弘前行進曲 中野忠晴 正木千恵子 コロムビア・オーケストラ 弘前新聞社懸賞当選歌
26926 A 1932年7月 新民謡 元山行進曲 中野忠晴 井上武夫 古関裕而 福むら貴美子 コロムビア・オーケストラ 元山毎日新聞社懸賞当選歌
26990 B 1932年8月 流行唄 恋しい蒼空 中野忠晴 菊田一夫 佐々紅華 奥山貞吉 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ
26989 B 1932年8月 流行唄 山小屋の唄（ヒュッテの唄） 中野忠晴、コーラス団 松原輿史郎 藤井清水 奥山貞吉 米倉俊英 コロムビア・オーケストラ コーラス団
27069 B 1932年9月 主題歌 武雄の唄 中野忠晴 佐藤惣之助 古賀政男 奥山貞吉 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ 松竹映画「不如帰」主題歌
27081 A 1932年10月 流行唄 逢ひに来るなら 中野忠晴 佐藤惣之助 古賀政男 井田一郎 関種子 コロムビア・オーケストラ
27083 B 1932年10月 流行唄 東京の月 中野忠晴 青木夏夫 奥山貞吉 奥山貞吉 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ
27108 B 1932年10月 新民謡 八戸行進曲 中野忠晴 谷草二郎 古関裕而 井田一郎 井上ケイ子 コロムビア・オーケストラ
27085 A 1932年10月 流行小唄 山は招く 中野忠晴 島田芳文 佐藤吉五郎 奥山貞吉 関種子
26971 A 1932年11月 新民謡 阿里山小唄 中野忠晴 矢野秋雄
26975 B 1932年11月 新民謡 基隆セレナーデ 中野忠晴 淡谷のり子
27111 A 1932年11月 主題歌 花の東京 中野忠晴、淡谷のり子 時雨音羽 古賀政男 パクナデル・ドフォール 関種子 巴里ムーランルージュ楽員 日活映画「花の東京」主題歌
27142 B 1932年11月 主題歌 水車の唄 中野忠晴 時雨音羽 奥山貞吉 奥山貞吉 河原喜久恵 コロムビア・オーケストラ 松竹映画「歓喜の一夜」中の唄
27157 B 1932年12月 流行唄 落葉の頃 中野忠晴 西岡水朗 佐々紅華 奥山貞吉 紅小路満子 コロムビア・オーケストラ
27150 B 1932年12月 流行唄 美はしの神戸 中野忠晴 島田芳文 佐藤吉五郎 奥山貞吉 巴里ムーラン・ルージュ楽員 コロムビア・オーケストラ

中野忠晴、リズム・ボーイズ、リズム・シスターズ戦前リスト
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27190 A 1933年1月 流行唄 酒は招く 中野忠晴 佐藤惣之助 佐々紅華 佐々紅華 淡谷のり子 ピアノ・フリユート・マンドリン伴奏
27192 A 1933年1月 男声四重唱 スザナ コロムビアアイキー・コルテット 山口隆俊 フォスター
27192 B 1933年1月 男声四重唱 猫騒動 コロムビアアイキー・コルテット 山口隆俊 ウエストマン
27176 B 1933年1月 独唱 日本国民歌 中野忠晴 中川末一 山田耕筰 山田耕筰 陸軍戸山学校軍楽隊 日本コロムビア交響楽団 大阪毎日・東京日日懸賞当選歌
27245 A 1933年2月 流行唄 歓喜の歌 中野忠晴 西岡水朗 古賀政男 古賀政男 丸山和歌子 明治大学マンドリン・オーケストラ
27246 A 1933年2月 流行唄 橇で行かうよ 中野忠晴 島田芳文 近藤政次郎 近藤政次郎 関種子 コロムビア・オーケストラ
27251 A 1933年2月 男声四重唱 酒合戦 コロムビアアイキー・コルテット 細木龍平 ブラッドベリー
27251 B 1933年2月 男声四重唱 恋愛三段階 コロムビアアイキー・コルテット 細木龍平 スッペ ソプラノ独唱入り
27252 B 1933年2月 主題歌 兄と妹の唄 中野忠晴 佐藤惣之助 江口夜詩 江口夜詩 渡辺光子 コロムビア・オーケストラ 松竹映画「琵琶歌」主題歌
27253 A 1933年2月 主題歌 限りなき鋪道 中野忠晴 佐藤惣之助 古賀政男 古賀政男 河原喜久恵 サキソホン・ギター 松竹映画「限りなき鋪道」主題歌
27276 AB 1933年2月 童話唱歌 茶目子の一日 飯島綾子、中野忠晴、三好久子 佐々紅華 佐々紅華 奥山貞吉 コロムビア・オーケストラ A面中野氏なし
27254 A 1933年2月 主題歌 春は真珠から 中野忠晴 佐藤惣之助 佐々紅華 奥山貞吉 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ 日活映画「ほほ笑む日活」主題歌
27223 A 1933年2月 新民謡 日本アルプス行進曲 中野忠晴 本山卓 古関裕而 井田一郎 関種子 コロムビア・オーケストラ 東京日日新聞懸賞当選歌、国立公園
27294 B 1933年3月 流行唄 三つの恋 中野忠晴 小室信 渡邊健次郎 青柳健 井上ケイ子 コロムビア・オーケストラ 口笛入り
27295 A 1933年3月 ナンセンス小唄 銀座ユーモレスク 中野忠晴、丸山和歌子 野村俊夫 奥山貞吉 奥山貞吉 二村定一 コロムビア・オーケストラ
27325 B 1933年4月 流行唄 花に浮れて 中野忠晴 松村又一 仁木他喜雄 仁木他喜雄 ミス・コロムビア コロムビア・オーケストラ
27326 A 1933年4月 流行唄 風そよぐ丘 中野忠晴 澤井光 近藤政次郎 近藤政次郎 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ
27328 A 1933年4月 男声四重唱 牧場 コロムビアミッキー・フォアー 細木龍平 フォスター 山口隆俊
27328 B 1933年4月 男声四重唱 山の神 コロムビアミッキー・フォアー 細木龍平 古賀政男 ルーネス・クインテット

27345 AB 1933年4月 童話唱歌 太郎さんの一日
大川澄子、中野忠晴、渡邊光子、
青い鳥童謡音楽学校児童

久保田宵ニ 佐々木すぐる 佐々木すぐる コロムビア・オーケストラ

27228 A 1933年4月 新民謡 大台ヶ原の唄 中野忠晴 松村又一 近藤政次郎 近藤政次郎 渡辺光子 コロムビア・オーケストラ 国立公園
27316 B 1933年4月 新民謡 貝殻節 中野忠晴 松本穰葉子 三上留吉 杉田良造 分山田和香 コロムビア・オーケストラ
27381 A 1933年5月 新民謡 驚異の阿蘇 中野忠晴 北原白秋 佐藤吉五郎 江口夜詩 関種子 コロムビア・オーケストラ 国立公園
27382 A 1933年5月 新民謡 大山の唄 中野忠晴 島田芳文 佐藤吉五郎 江口夜詩 関種子 コロムビア・オーケストラ 国立公園
27351 B 1933年5月 新民謡 明鏡十和田 中野忠晴 野口雨情 藤井清水 奥山貞吉 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ 国立公園
27354 A 1933年5月 主題歌 忠治旅の唄 中野忠晴 子母澤寛 仁木他喜雄 仁木他喜雄 淡谷のり子 千恵蔵プロ独立第一回作品「国定忠治」（日活映せ画）主題歌

27355 A 1933年5月 独唱 外務省警察歌 中野忠晴 岩崎栄蔵 古関裕而 杉田良造
陸軍戸山
学校軍楽隊

コロムビア・オーケストラ

27356 B 1933年5月 校歌 幻の門 中野忠晴 堀口大学 山田耕筰 山田耕筰
慶応義塾ワグネル
ソサイティ合唱団

日本コロムビア交響楽団 山田耕筰指揮、慶応義塾カレーヂソング

27390 B 1933年5月 校歌 慶応義塾応援歌 中野忠晴 堀内敬三 堀内敬三 ドフォール 米倉俊英
東京フロリダ・ダンスホール
巴里ムーラン・ルージュ楽員

27358 A 1933年5月 軍歌 戦死者を弔ふ歌 中野忠晴 陸軍歩兵隊尉町田敬二江口夜詩 江口夜詩 渡辺光子
27404 B 1933年6月 流行唄 旅がらす 中野忠晴 久保田宵ニ 古賀政男 古賀政男 赤坂小梅 コロムビア・オーケストラ
27406 B 1933年6月 流行唄 波のワルツ 中野忠晴 時雨音羽 ミス・コロムビア ハワイアン・ギター
27407 A 1933年6月 流行唄 山の讃歌 中野忠晴 島田芳文 佐藤吉五郎 奥山貞吉 淡谷のり子
27392 B 1933年6月 新民謡 須磨行進曲 中野忠晴 西條八十 古賀政男 古賀政男 淡谷のり子 明治大学マンドリンオーケストラ

27427 A 1933年6月 独唱 青森市民歌 中野忠晴 岩村芳麿 古関裕而 仁木他喜雄
コロムビア
混声合唱団

東京日日新聞社・青森市懸賞募集当選歌

27437 A 1933年7月 流行唄 月に乾盃 中野忠晴 松村又一 杉田良造 杉田良造 渡辺光子 コロムビア・マンドリン倶楽部
27442 A 1933年7月 男声四重唱 ディキシー・ランド コロムビアミッキー・フォアー 山口隆俊 杉田良造 米国民謡
27442 B 1933年7月 男声四重唱 ラ・パロマ コロムビアミッキー・フォアー 山口隆俊 杉田良造 スペイン民謡
27472 A 1933年8月 流行唄 君と一夜 中野忠晴 佐藤惣之助 佐々紅華 佐々紅華 浅草小雪 コロムビア・オーケストラ
27474 B 1933年8月 流行唄 山へ行かうよ 中野忠晴 松村又一 近藤政次郎 近藤政次郎 渡辺光子 コロムビア・オーケストラ
27475 A 1933年8月 流行唄 海は招く 中野忠晴 島田芳文 佐藤吉五郎 奥山貞吉 関種子 コロムビア・オーケストラ
27515 B 1933年9月 流行唄 出船の港 中野忠晴 水町かをる 杉田良造 古関裕而 丸山和歌子 コロムビア・オーケストラ
27516 A 1933年9月 流行唄 僕等の太平洋 中野忠晴 佐藤惣之助 奥山貞吉 奥山貞吉 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ 新興キネマ映画「吾等若し戦はゞ」主題歌
27527 A 1933年9月 新民謡 麗しの瀬戸内海 中野忠晴 佐藤惣之助 古関裕而 江口夜詩 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ 国立公園
27552 B 1933年10月 校歌 明治大学応援歌 中野忠晴 畑耕一 山田耕筰 米倉俊英他合唱団 東京フロリダ・ダンスホール巴里ムーラン・ルージュ楽員
27548 B 1933年10月 流行唄 歌へ青春 中野忠晴 澤井光作 近藤政次郎 近藤政次郎 浅草小ゆき コロムビア・オーケストラ
27582 A 1933年11月 流行唄 蒼空を恋ふ 中野忠晴 島田芳文 佐藤吉五郎 奥山貞吉 ミス・コロムビア コロムビア・オーケストラ
27608 B 1933年12月 新民謡 みなと行進曲 中野忠晴 西條八十 江口夜詩 江口夜詩 赤坂小梅 コロムビア・オーケストラ 神戸新聞特選・神戸市民祭協会推奨、大阪地方臨時発売

27650 A 1934年1月 ジャズコーラス 山の人気者
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

本牧二郎
（訳詩）

奥山貞吉 コロムビア・ジャズバンド パソドブル

27650 B 1934年1月 ジャズコーラス 今夜逢ってね
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

本牧二郎
（訳詩）

杉田良造 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット
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27651 A 1934年1月 ダンスミュージック 夢の恋路 中野忠晴 山口白陽 久世晋嗣
フロリダ・アルゼンチン
タンゴ・バンド

フロリダ・アルゼンチン
タンゴ・バンド

ルムバ

27637 A 1934年1月 流行唄 初陣の唄 中野忠晴 西岡水朗 江口夜詩 江口夜詩 林敏夫、林長二郎 コロムビア・オーケストラ 松竹下加茂映画「初陣」主題歌

27640 B 1934年1月 流行唄 一宮音頭 中野忠晴、男女合唱団 稲垣満一郎 早川弥左衛門 大村能章 赤坂小梅 コロムビア・オーケストラ
一宮観光協会・中部日日新聞社・コロムビア文芸部
選懸賞当選歌、11月15日名古屋地方臨発

27675 A 1934年1月 流行唄 スキー行進曲 中野忠晴 島田芳文 古関裕而 奥山貞吉 関種子 コロムビア・オーケストラ
27708 B 1934年2月 新民謡 浜松小唄 中野忠晴 若杉雄三郎 大村能章 大村能章 藤本二三吉 コロムビア・オーケストラ 1月15日名古屋支店臨発
27717 B 1934年2月 新民謡 哈爾宝小唄 中野忠晴 鈴木勇作 古関裕而 仁木他喜雄 藤本二三吉 コロムビア・オーケストラ 1月10日大連支店臨発、佐藤惣之助補作
27749 B 1934年3月 流行唄 春の歓喜 中野忠晴 松村又一 デュフォール デュフォール 淡谷のり子 アコーデオン（モーリス・デュフォール） タンゴ
27770 A 1934年4月 流行歌 南国の夕映 中野忠晴 明本京静 レイモンド・服部 レイモンド・服部 コロムビア・オーケストラ
27770 B 1934年4月 流行歌 港の別れ 中野忠晴 丘みちを レイモンド・服部 レイモンド・服部 コロムビア・オーケストラ

27753 B 1934年4月 流行歌 輝く近代日本の唄 中野忠晴 奥山靉 菊池滋弥
トーマス・
ミスマン

ベティ・稲田 コロムビア・オーケストラ
ワンステップ、雑誌「近代日本」募集「ダンサーミス・
ニッポン」主題歌、2月15日東京・大阪・名古屋地方臨発

27826 A 1934年5月 ジャズコーラス ダイナ
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

中野忠晴 奥山貞吉 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

27826 B 1934年5月 ジャズコーラス 春の祭り
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

中野忠晴 奥山貞吉 コロムビア・ジャズバンド ルムバ

27825 B 1934年5月 流行歌 娘ごころ 中野忠晴 大木惇夫 江口夜詩 江口夜詩 関種子 コロムビア・オーケストラ

27871 A 1934年6月 ジャズコーラス 君と二人で
中野忠晴、コロムビア・
リズム・ボーイズ

中野忠晴 仁木他喜雄 コロムビア・ジャズバンド クイックステップ

27871 B 1934年6月 ジャズコーラス 六月の唄
中野忠晴、淡谷のり子、
コロムビア・リズム・ボーイズ

中野忠晴 仁木他喜雄 コロムビア・ジャズバンド スロー・フォックス・トロット

27842 B 1934年6月 新民謡 相生小唄 中野忠晴 浦山晴美 古関裕而 仁木他喜雄 赤坂小梅 コロムビア・オーケストラ 相生商工会相生事報社選歌（大阪）
27873 A 1934年6月 校歌 台北高等商業学校校歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 河合譲 浦江安 仁木他喜雄 松平晃 コロムビア・オーケストラ 台湾
27891 A 1934年7月 流行歌 かちどきの唄 中野忠晴 西岡水朗 仁木他喜雄 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ

27895 A 1934年7月 ジャズコーラス 海の人気者
中野忠晴とコロムビア・
リズムボーイズ

中野忠晴 仁木他喜雄 コロムビア・ジャズバンド スケーターワルツ

27895 B 1934年7月 ジャズコーラス 山の唄
中野忠晴とコロムビア・
リズムボーイズ

中野忠晴 仁木他喜雄 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

27875 A 1934年7月 軍歌 第十師団凱旋歓迎歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 高澤市郎 飯島豊年 奥山貞吉 赤坂小梅、筑波一郎 コロムビア・オーケストラ 在姫路記者団募集当選歌
27911 A 1934年7月 新民謡 山は六甲 中野忠晴 島田芳文 古関裕而 奥山貞吉 赤坂小梅 コロムビア・オーケストラ 六甲有馬鉄道株式会社推薦歌
27944 B 1934年8月 流行歌 昭和盆踊り 分山田和香、中野忠晴 久保田宵ニ 大村能章 大村能章 藤本二三吉 洋楽器・鳴物 振付附

27945 A 1934年8月 ジャズコーラス お散歩は如何
中野忠晴とコロムビア・
リズムボーイズ

中野忠晴 奥山貞吉 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

27945 B 1934年8月 ジャズコーラス 愉快な独り者（＝月光価千金）
中野忠晴とコロムビア・
リズムボーイズ

森岩雄 菊池博 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

27925 A 1934年8月 国民歌 守れ台湾 中野忠晴 小島富太郎 古関裕而 奥山貞吉 コロムビア男声合唱団 コロムビア・オーケストラ 台湾日日新報社選定・台湾軍司令部推薦、台湾防空の歌

27995 A 1934年9月 ジャズコーラス ブルー・メロデー
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

中野忠晴 Ｃ・ラプハム Ｃ・ラプハム コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

27995 B 1934年9月 ジャズコーラス ジャズ・オーラ
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

中野忠晴 Ｃ・ラプハム Ｃ・ラプハム コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28009 A 1934年9月 流行歌 都市対抗野球行進曲 中野忠晴、コロムビア合唱団 小島茂蔵 古関裕而 奥山貞吉 藤本二三吉 コロムビア・オーケストラ 東京日日新聞社懸賞当選歌
27966 A 1934年9月 新民謡 新伊勢音頭 赤坂小梅、中野忠晴 野口雨情 藤井清水 奥山貞吉 藤本二三吉 コロムビア・オーケストラ 勢州毎日新聞社制定、振付附
28028 A 1934年10月 流行歌 浮れ星 中野忠晴 高橋掬太郎 千振勘二 奥山貞吉 丸山和歌子 コロムビア・オーケストラ

28033 A 1934年10月 ジャズコーラス 街の人気者
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

中野忠晴 コロムビア・ジャズバンド 奥山貞吉指揮

28033 B 1934年10月 ジャズコーラス 十月の唄
淡谷のり子とコロムビア・
リズム・ボーイズ

中野忠晴 コロムビア・ジャズバンド 仁木他喜雄指揮

28034 A 1934年10月 ジャズ民謡 串本節 中野忠晴 高橋掬太郎 菊池博 丸山和歌子 コロムビア・ジャズバンド

28019 A 1934年10月 流行歌 わが心の灯
淡谷のり子、中野忠晴、
コロムビア合唱団

奥山靉 Ｃ・ラプハム 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ メトロ映画「わが心の灯」主題歌

28022 B 1934年10月 流行歌 名古屋をどり 藤本二三吉、中野忠晴 佐藤惣之助 大村能章 大村能章 松平晃
三味線：小静・富奴、
洋楽器・鳴物・囃子連中

振付附

28021 A 1934年10月 流行歌 空は青春 中野忠晴 寺下辰夫 紙恭輔 紙恭輔 上野静夫 コロムビア・ジャズバンド コーラス附

28016 AB 1934年10月 新民謡 九州甚句 藤本二三吉、中野忠晴 島田芳文 佐々紅華 佐々紅華
三味線：小静・富奴、
はやし連中、洋楽器・鳴物伴奏

振付附
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28012 A 1934年10月 校歌 平和の鐘 中野忠晴、コロムビア合唱団
中野忠晴、
コロムビア合唱団

コロムビア・オーケストラ 旅順工科大学正歌、発売月は推測

28012 B 1934年10月 校歌 東亜の歴史 中野忠晴、コロムビア合唱団 土井晩翠 信時潔 奥山貞吉
中野忠晴、
コロムビア合唱団

コロムビア・オーケストラ 旅順工科大学副歌、発売月は推測

28083 A 1934年11月 ジャズソング 僕の恋人 中野忠晴 松村又一 レイモンド・服部ベティ・稲田 コロムビア・ジャズバンド
28053 B 1934年11月 主題歌 白樺の森 中野忠晴 酒井江南 杉田良造 奥山貞吉 オリオン・コール コロムビア・マンドリンオーケストラ 海軍省後援横浜シネマ映画「北進日本」挿入歌
28061 A 1934年11月 独唱 宮崎県民歌 中野忠晴 桑原節次 古関裕而 奥山貞吉 伊藤久男 コロムビア・オーケストラ 大阪毎日新聞社宮崎支局懸賞募集一等当選歌
28109 B 1934年12月 流行歌 君去りて 中野忠晴 高橋掬太郎 レイモンド・服部 レイモンド・服部淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ

28112 A 1934年12月 ジャズコーラス 猫の合唱
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

中野忠晴 Ｃ・ラプハム コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28112 B 1934年12月 ジャズコーラス 超特急ツバメ
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

中野忠晴 Ｃ・ラプハム コロムビア・ジャズバンド クイックフォックス・トロット

28092 B 1934年12月 流行歌 義人村上――日本人は此処に在り――中野忠晴 佐藤惣之助 古関裕而 奥山貞吉 音丸 コロムビア・オーケストラ

28122 A 1934年12月 市民歌 力の聖歌 中野忠晴 佐藤惣之助 古関裕而 奥山貞吉
藤本二三吉、
伊藤久男、
コロムビア合唱団

コロムビア・オーケストラ 復興市民歌

28087 A 1934年12月 新民謡 港の人気者 中野忠晴、コロムビア合唱団 桐山麗吉 中野忠晴 奥山貞吉 藤本二三吉 コロムビア・ジャズバンド 神戸みなと祭主題歌
28163 B 1935年1月 ジャズソング ヴォルガ・マーチ 中野忠晴、淡谷のり子 畑喜代司 淡谷のり子 コロムビア・ジャズバンド

28164 A 1935年1月 ジャズコーラス 一九三五年
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

中野忠晴 中野忠晴 奥山貞吉 コロムビア・ジャズバンド label\一九三五年歌詞カード.jpg

28164 B 1935年1月 ジャズコーラス 若き日のよろこび
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

大井辰夫 仁木他喜雄 コロムビア・ジャズバンド

28126 B 1935年1月 流行歌 ようこそ社長さん 中野忠晴 入江ぷろ文芸部レイモンド・服部 仁木他喜雄 ヘレン・雪子本田 コロムビア・ジャズバンド 入江ぷろ「雁来紅」主題歌

28214 A 1935年2月 ジャズコーラス 不景気なんか？
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

桐山麗吉 奥山貞吉 コロムビア・ジャズバンド

28214 B 1935年2月 ジャズコーラス ミルク色だよ
中野忠晴とコロムビア・
リズム・ボーイズ

中野忠晴 仁木他喜雄 コロムビア・ジャズバンド

28235 A 1935年3月 ジャズコーラス 七匹の犬
中野忠晴とコロムビア
ナカノ・リズム・ボーイズ

中野忠晴 Ｃ・ラプハム Ｃ・ラプハム コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28235 B 1935年3月 ジャズコーラス 猿とは辛いね
中野忠晴とコロムビア
ナカノ・リズム・ボーイズ

中野忠晴 Ｃ・ラプハム Ｃ・ラプハム コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28222 A 1935年3月 流行歌 俺は水兵 中野忠晴 海野啓一 山野幸子 山野幸子 柳家金語楼 コロムビア・オーケストラ 太秦発声映画「俺は水兵」主題歌

28264 A 1935年4月 轟け鉄輪 中野忠晴、コロムビア合唱団 北原白秋 山田耕筰
鉄道省音楽部
合唱団

28290 A 1935年4月 ジャズコーラス 口笛が吹けるかい？
中野忠晴とコロムビア・
ナカノ・リズム・ボーイズ

柏木晴夫 エキセルソン 奥山貞吉 コロムビア・ジャズバンド 口笛：藤本勝利

28290 B 1935年4月 ジャズコーラス 私のリズム
淡谷のり子とコロムビア・
ナカノ・リズム・ボーイズ

柏木晴夫
ゴールド
シュタイン

仁木他喜雄 コロムビア・ジャズバンド

28263 A 1935年4月 主題流行歌 ハッチャッチャ 中野忠晴 平山一郎 ハイマン 仁木他喜雄 松平晃 コロムビア・オーケストラ フォックス映画「キャラバン」主題歌、合唱附
28320 A 1935年5月 流行歌 思ひ出の春 ミス・コロムビア 久保田宵ニ 柏木晴夫 奥山貞吉 中野忠晴 コロムビア・オーケストラ
28320 B 1935年5月 流行歌 大学ぶし 中野忠晴 大泉黒石 柏木晴夫 奥山貞吉 ミス・コロムビア コロムビア・オーケストラ 合唱附
28326 A 1935年5月 ポピュラーヴォーカル小さな喫茶店 中野忠晴 瀬沼喜久雄 レイモンド 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ タンゴ

28328 A 1935年5月 ジャズコーラス あなたの為に
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

中野忠晴 仁木他喜雄 コロムビア・ジャズバンド

28328 B 1935年5月 ジャズコーラス 春春春
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

中野忠晴 仲勇吉 仁木他喜雄 コロムビア・ジャズバンド

28295 A 1935年5月 流行歌 さくら日本
藤本二三吉、中野忠晴、
コロムビア合唱団

時雨音羽 佐々紅華 奥山貞吉 音丸、伊藤久男 コロムビア・ジャズバンド 鳴物入、振付附

28355 A 1935年6月 流行歌 流線型ね 中野忠晴 時雨音羽 柏木晴夫 奥山貞吉 藤本二三吉 コロムビア・ジャズバンド

28359 A 1935年6月 ジャズコーラス わたしの想ひ
淡谷のり子とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

奥山靉 カハレ Ｃ・ラプハム コロムビア・ジャズバンド

28359 B 1935年6月 ジャズコーラス 青空の下に
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

野村俊夫 Ｃ・ラプハム コロムビア・ジャズバンド label\青空の下に　歌詞カード.jpg

28360 B 1935年6月 ジャズソング 恋の占ひ
ベティ稲田、コロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

奥山靉 Ｃ・レーベル Ｃ・ラプハム ベティ稲田 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28372 B 1935年6月 ジャズソング 楽しいランデブー 中野忠晴、淡谷のり子 柏木晴夫 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・タンゴ・バンド タンゴ

28373 A 1935年6月 主題流行歌 すみれ娘（＝すみれの花咲く頃）
宮川はるみ、コロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

白井鐵造 仁木他喜雄 リキー・宮川 コロムビア・オーケストラ Ｐ・Ｃ・Ｌ映画「すみれ娘」主題歌
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28339 A 1935年6月 流行歌 大楠公の歌 中野忠晴 高橋掬太郎 古関裕而 奥山貞吉 音丸、伊藤久男 コロムビア・オーケストラ
28405 A 1935年7月 流行歌 窓に口笛 淡谷のり子 久保田宵ニ 柏木晴夫 奥山貞吉 中野忠晴 コロムビア・オーケストラ 口笛：藤本勝利、合唱附
28405 B 1935年7月 流行歌 村の辻馬車 中野忠晴 藤田紀 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ
28406 A 1935年7月 流行歌 牧場は晴れて 伊藤久男 野村俊夫 柏木晴夫 奥山貞吉 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ

28411 A 1935年7月 ジャズコーラス タイガー・ラッグ
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

中野忠晴 仁木他喜雄 コロムビア・オーケストラ

28411 B 1935年7月 ジャズコーラス サン・ライズ
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

中野忠晴 角田孝 コロムビア・オーケストラ

28382 B 1935年7月 流行歌 輝く青春 中野忠晴 西岡水朗 古関裕而 仁木他喜雄 ミス・コロムビア コロムビア・オーケストラ 松竹映画「若旦那春爛漫」主題歌
28435 A 1935年8月 流行歌 宵の雨 分山田和香 野村俊夫 柏木晴夫 大村能章 明本京静 コロムビア・オーケストラ 三味線：豊吉・小友

28438 A 1935年8月 ジャズコーラス 山・山・山
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

高橋掬太郎 中野忠晴 奥山貞吉 コロムビア・オーケストラ

28438 B 1935年8月 ジャズコーラス 波に踊る
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

西岡水朗 米山正夫 奥山貞吉 コロムビア・オーケストラ

28440 B 1935年8月 ナンセンスソング 皆んなでハッチャッチャ 中野忠晴 奥山靉 仁木他喜雄 仁木他喜雄 音丸 コロムビア・ジャズバンド フォックス・トロット、合唱附
28492 B 1935年9月 ジャズソング 夢のタンゴ 中野忠晴 堀口博夫 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・タンゴ・バンド タンゴ
28493 A 1935年9月 ジャズソング ダイナ リキー・宮川 中野忠晴 角田孝 リキー・宮川 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28495 A 1935年9月 ジャズコーラス
トウィート・トウィート・
トウィート

中野忠晴とコロムビア
ナカノ・リズム・ボーイズ

中野忠晴 中野忠晴 仁木他喜雄 コロムビア・オーケストラ フォックス・トロット

28495 B 1935年9月 ジャズコーラス 夢だネ
中野忠晴とコロムビア
ナカノ・リズム・ボーイズ

中野忠晴 中野忠晴 角田孝 コロムビア・オーケストラ フォックストロット

28467 A 1935年9月 行進歌 大分県行進曲 中野忠晴、コロムビア合唱団 庄武憲太 江口夜詩 江口夜詩 コロムビア・オーケストラ 豊州新報社五十年記念募集当選歌、体育ダンス解説付
28537 B 1935年10月 流行歌 ギターで唄へば 中野忠晴 高橋掬太郎 竹岡信幸 杉田良造 松平晃 コロムビア・オーケストラ
28530 A 1935年10月 ジャズソング 銀河仰ぎて 中野忠晴、淡谷のり子 佐藤惣之助 仁木他喜雄 松平晃 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット
28531 B 1935年10月 ジャズソング エスパーニャ・カーニ 中野忠晴 中野忠晴 マルキーナ 淡谷のり子 コロムビア・タンゴ・バンド パソドブル

28532 A 1935年10月 ジャズコーラス ピクニック
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

桐山麗吉 中野忠晴 奥山貞吉 コロムビア・ジャズバンド

28532 B 1935年10月 ジャズコーラス リズムに浮れて
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

中野忠晴 角田孝 コロムビア・ジャズバンド タップ：林時夫

28585 A 1935年11月 流行歌 はりきれ！青春だ
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

伊馬鵜平 中野忠晴 奥山貞吉
宇留木浩、
藤原釜足

コロムビア・オーケストラ Ｐ・Ｃ・Ｌ映画「人生初年兵」主題歌

28578 B 1935年11月 ジャズコーラス ハレルヤ
中野忠晴とコロムビア・
ナカノ・リズムボーイズ

奥山靉 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28551 B 1935年11月 新民謡 伸びゆく朝鮮 中野忠晴 佐藤惣之助 古関裕而 奥山貞吉 音丸 コロムビア・オーケストラ
28571 B 1935年11月 唱歌 輝け朝鮮 新美博義、中野忠晴 北原白秋 山田耕筰 山田耕筰 宇垣一成閣下 コロムビア・オーケストラ 山田耕筰指揮、朝鮮総督府・京城日報社推薦
28618 B 1935年12月 ジャズソング 憧れのニーナ 中野忠晴 千家徹三 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビアタンゴ・オーケストラ タンゴ

28661 A 1936年1月 ジャズコーラス 一九三六年
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

西條八十 古関裕而 奥山貞吉 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28661 B 1936年1月 ジャズコーラス リズムかっぽれ
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

高橋掬太郎 奥山貞吉 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28662 B 1936年1月 ジャズコーラス ダーダネラ
淡谷のり子とコロムビア・
ナカノ・リズム・シスターズ

桐山麗吉 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・ジャズバンド ルムバ

28663 B 1936年1月 ジャズソング おてんば娘
ベティ・稲田、コロムビア・
ナカノ・リズム・シスターズ

久保田宵ニ 柏木晴夫 仁木他喜雄
ベティ・稲田、
淡谷のり子

コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28666 A 1936年1月 ダンスミュージック曠野を行く 中野忠晴、淡谷のり子 西岡水朗 江口夜詩
桜井健二、
ミス・コロムビ
ア

アレクサンダーダンス管絃楽団 フォックストロット、手風琴：モーリス・アレクサンダー

28709 B 1936年2月 ジャズソング 帰れソレントへ 中野忠晴 柏木晴夫 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・ジャズバンド ワルツ

28711 A 1936年2月 ジャズコーラス 風になよなよ
豆千代とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

高橋掬太郎 大村能章 奥山貞吉
中野忠晴と
コロムビア・ナカノ
リズム・ボーイズ

コロムビア・ジャズバンド スローフォックストロット

28711 B 1936年2月 ジャズコーラス 君と僕
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

野村俊夫 奥山貞吉
豆千代とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイ
ズ

コロムビア・ジャズバンド ルムバ

28710 A 1936年2月 大日本消防の歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 北原白秋 山田耕筰 山田耕筰
松平晃、
コロムビア合唱団

コロムビア管絃楽団 内務省制定、山田耕筰指揮

67555 1936年2月 ダイナ テット木村 柏木晴夫 テッド木村 テット木村 リーガル・ジャズバンド リーガル吹込み
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28758 A 1936年3月 ジャズコーラス 村の鍛冶屋
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

久保田宵ニ 奥山貞吉
淡谷のり子と
コロムビア・ナカノ
リズム・ボーイズ

コロムビア・ジャズバンド

28758 B 1936年3月 ジャズコーラス あこがれのキャロライナ
淡谷のり子とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

柏木晴夫 仁木他喜雄
中野忠晴と
コロムビア・ナカノ
リズム・ボーイズ

コロムビア・ジャズバンド

28759 B 1936年3月 ジャズソング 初恋の想ひ出 中野忠晴 野村俊夫 斎藤鐵男 淡谷のり子 コロムビア・タンゴ・バンド タンゴ
28777 A 1936年4月 流行歌 桜三里 中野忠晴・音丸 宇野美樹 米山正夫 仁木他喜雄 赤坂小梅 コロムビア・オーケストラ

28781 A 1936年4月 ジャズコーラス 陽気な馬車屋
中野忠晴とコロムビア・
ナカノ・リズム・ボーイズ

桐山麗吉 奥山貞吉 淡谷のり子 コロムビア・ジャズバンド フォックス・トロット

28834 A 1936年5月 ジャズソング 四ツ葉のクローヴァー 淡谷のり子、中野忠晴 藤浦洸 レイモンド服部仁木他喜雄 ヘンリー・長谷 コロムビア・ジャズバンド フォックス・トロット

28835 A 1936年5月 ジャズソング パイプふかして
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・シスターズ

松村又一 柏木晴夫 奥山貞吉
淡谷のり子と
コロムビア・ナカノ
リズム・シスターズ

コロムビアマンドリン・オーケストラフォックス・トロット

28835 B 1936年5月 ジャズソング おしゃれ娘
淡谷のり子とコロムビア・
ナカノリズム・シスターズ

久保田宵ニ 服部良一 服部良一
中野忠晴と
コロムビア・ナカノ
リズム・シスターズ

コロムビア・ジャズバンド フォックス・トロット

28844 A 1936年5月 応援歌 オリムピック応援歌　あげよ日の丸中野忠晴、コロムビア合唱団 山本槐二 山田耕筰 山田耕筰 コロムビア混声合唱団 コロムビア管絃楽団 東日・大毎懸賞募集当選、山田耕筰指揮

28882 A 1936年6月 ジャズコーラス ボンヂリ
リキー・宮川とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

佐藤惣之助 服部良一 ベティ・稲田 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28883 A 1936年6月 ジャズソング 当世おしゃれ男 中野忠晴 高橋掬太郎 服部良一 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28883 B 1936年6月 ジャズコーラス 鼻唄人生
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

松村又一 大村能章 服部良一 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28908 B 1936年7月 流行歌 招く連峰 中野忠晴 高橋掬太郎 大村能章 奥山貞吉 伊藤久男 コロムビア・オーケストラ
28910 A 1936年7月 ジャズソング 丘の夢 中野忠晴、二葉あき子 野村俊夫 古関裕而 奥山貞吉 淡谷のり子 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28891 A 1936年7月 ジャズソング ミュージック・ゴーズ・ラウンド
渡邊良、コロムビア・ナカノ
リズム・ボーイズエンド・シスターズ

北村季俊 服部良一
中野忠晴とコロム
ビア・ナカノリズ
ム・ボーイズ

コロムビア・ジャズバンド
フォックス・トロット、コロムビア映画
「意気な紐宵子」主題歌

28891 B 1936年7月 ジャズコーラス 東京見物
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

西條八十 服部良一 服部良一
渡邊良、コロムビア・
ナカノリズム・ボーイ
ズエンド・シスターズ

コロムビア・ジャズバンド

28932 A 1936年7月
三菱重工業株式
会社

長崎造船所々歌 中野忠晴 北原白秋 山田耕筰 山田耕筰
コロムビア管
弦楽団

ピアノ

28939 B 1936年8月 マンドリン合奏 パイプふかして 柏木晴夫 奥山貞吉 コロムビアマンドリン・オーケストラ

28950 A 1936年8月 ジャズコーラス 月に踊る
二葉あき子とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

藤浦洸 服部良一 服部良一
中野忠晴とコロ
ムビア・ナカノリ
ズム・ボーイズ

コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28950 B 1936年8月 ジャズコーラス 恋の並木路
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

柏木晴夫 レイモンド服部角田孝
二葉あき子とコ
ロムビア・ナカノ
リズム・ボーイズ

コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

28952 A 1936年8月 ジャズソング ロマンスの花束 中野忠晴 松村又一 柏木晴夫 仁木他喜雄 三盆愛子 コロムビア・ジャズバンド
33405 A 1936年8月 体育ダンス 日本国民歌 中野忠晴 中川末一 山田耕筰 山田耕筰 日本コロムビア管絃楽団 日本コロムビア管絃楽団 山田耕筰指揮
29010 A 1936年9月 ジャズソング アルプスの牧歌 中野忠晴 野村俊夫 ハリー・トラニ 淡谷のり子 ギター ワルツ

29011 A 1936年9月 ジャズコーラス 三文ハイキング
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

東辰三 中野忠晴 仁木他喜雄
二葉あき子とコ
ロムビア・ナカノ
リズム・ボーイズ

コロムビア・ジャズバンド

29011 B 1936年9月 ジャズコーラス ビロードの月
二葉あき子とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

藤浦洸 服部良一 服部良一
中野忠晴とコロ
ムビア・ナカノリ
ズム・ボーイズ

コロムビア・ジャズバンド

29051 A 1936年10月 ジャズソング 二人のアルバム 中野忠晴、二葉あき子 松村又一 古関裕而 服部良一 中野忠晴 コロムビア・ジャズバンド フォックストロット

29051 B 1936年10月 ジャズソング 楽しき日曜日 中野忠晴 野村俊夫 仁木他喜雄
中野忠晴、
二葉あき子

コロムビア・ジャズバンド ワルツ

29054 A 1936年10月 ジャズソング 花売の唄 中野忠晴 服部逸郎 仁木他喜雄
コロムビア・ヒ
ロカレッヂアン
ス

コロムビア・ヒロ・カレッヂアンズ スロー・フォックス・トロット
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29081 A 1936年11月 ジャズコーラス 夢の支那街
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

佐藤惣之助 中野忠晴 仁木他喜雄

淡谷のり子とコ
ロムビア・ナカ
ノリズム・シス
ターズ

コロムビア・ジャズバンド

29081 B 1936年11月 ジャズコーラス 涙の踊子
淡谷のり子とコロムビア・
ナカノリズム・シスターズ

藤浦洸 服部良一 服部良一

中野忠晴とコ
ロムビア・ナカ
ノリズム・ボー
イズ

コロムビア・ジャズバンド

27223 A 1936年11月 新民謡 日本アルプス行進曲 中野忠晴 本山卓 古関裕而 関種子 東京日日新聞社懸賞当選歌・国立公園指定記念レコード
27351 B 1936年11月 新民謡 明鏡十和田 中野忠晴 野口雨情 藤井清水 淡谷のり子 国立公園指定記念レコード
27381 A 1936年11月 新民謡 驚異の阿蘇 中野忠晴 北原白秋 佐藤吉五郎 関種子 国立公園指定記念レコード
27382 A 1936年11月 新民謡 大山の唄 中野忠晴 島田芳文 佐藤吉五郎 関種子 国立公園指定記念レコード
27527 A 1936年11月 新民謡 麗しの瀬戸内海 中野忠晴 佐藤惣之助 古関裕而 淡谷のり子 国立公園指定記念レコード

29119 A 1936年12月 ジャズコーラス 支那ルムバ
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

佐藤惣之助 ベリオス 服部良一 淡谷のり子 コロムビア・ジャズバンド

29122 A 1937年1月 流行歌 ブラボー一九三七年
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

長田恒雄 野瀬宇多男 仁木他喜雄

二葉あき子とコ
ロムビア・ナカノ
リズム・シスター
ズ

コロムビア・ジャズバンド

29122 B 1937年1月 流行歌 青春のパラダイス
二葉あき子とコロムビア・
ナカノリズム・シスターズ

長田恒雄 古関裕而 服部良一
中野忠晴とコロ
ムビア・ナカノリ
ズム・ボーイズ

コロムビア・ジャズバンド

29132 A 1937年1月 流行歌 すべてを許してネ 二葉あき子 久保田宵ニ 野瀬宇多男 奥山貞吉
中野忠晴、
二葉あき子

コロムビア・オーケストラ

29132 B 1937年1月 流行歌 シーク東京 中野忠晴、二葉あき子 久保田宵ニ 野瀬宇多男 奥山貞吉 二葉あき子 コロムビア・オーケストラ

29142 B 1937年1月 ジャズソング 二人のシャンソン 中野忠晴、淡谷のり子
堀内敬三、
松村又一

ベティ稲田 ピアノ

29199 A 1937年2月 流行歌 愉快な天下 中野忠晴 高橋掬太郎 北村季俊 奥山貞吉 二葉あき子 コロムビア・オーケストラ

29187 A 1937年2月 ジャズソング 青春のタンゴン 中野忠晴 藤浦洸
フランシスコ
カナロ

仁木他喜雄

二葉あき子とコ
ロムビア・ナカノ
リズム・シスター
ズ

コロムビア・タンゴバンド

29187 B 1937年2月 ジャズコーラス 南国のセレナーデ
二葉あき子とコロムビア・
ナカノリズム・シスターズ

藤浦洸 服部良一 服部良一 中野忠晴 コロムビア・ジャズバンド

29188 A 1937年2月 ジャズソング 捨てられた女 淡谷のり子 野村俊夫 野瀬宇多男 仁木他喜雄
中野忠晴とコロ
ムビア・ナカノリ
ズム・ボーイズ

コロムビア・タンゴ・バンド

29188 B 1937年2月 ジャズコーラス 街の靴みがき
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

中野忠晴 奥山貞吉 淡谷のり子 コロムビア・ジャズバンド

29222 A 1937年3月 流行歌 そこだそこだよ
中野忠晴、二葉あき子、コロム
ビア・ナカノ・リズム・ボーイズ

松村又一 服部良一 服部良一 赤坂小梅

29232 A 1937年3月 ジャズアルバム 春のジャズ祭
中野忠晴・淡谷のり子、コロム
ビア・ヒロ・カレッヂアンズ、コロ
ムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ

仁木他喜雄 二葉あき子、岡本八重子・森山久、コロムビア・ナカノ・リズム・シスターズコロムビア・ジャズバンド

29232 B 1937年3月 ジャズアルバム 春のジャズ祭
二葉あき子、岡本八重子・森山
久、コロムビア・ナカノ・リズム・
シスターズ

服部良一 中野忠晴・淡谷のり子、コロムビア・ヒロ・カレッヂアンズ、コロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズコロムビア・ジャズバンド

29233 B 1937年3月 ジャズソング 僕の青空 中野忠晴 久保田宵ニ 米山正夫 奥山貞吉 淡谷のり子 コロムビア・ジャズ・バンド
29258 A 1937年4月 流行歌 青春二重奏 中野忠晴、二葉あき子 久保田宵ニ 竹岡信幸 奥山貞吉 音丸 コロムビア・オーケストラ

29260 A 1937年4月 流行歌 チェリー日本
中野忠晴、二葉あき子、コロム
ビア・ナカノリズム・ボーイズ

松村又一 古関裕而 奥山貞吉

二葉あき子、コ
ロムビア・ナカノ
リズム・シスター
ズ

コロムビア・オーケストラ

29260 B 1937年4月 流行歌 桜むすめ
二葉あき子、コロムビア・
ナカノリズム・シスターズ

久保田宵ニ 竹岡信幸 奥山貞吉

中野忠晴、二葉
あき子、コロムビ
ア・ナカノリズ
ム・ボーイズ

コロムビア・オーケストラ

29293 A 1937年5月 流行歌 願をかけませう 二葉あき子、中野忠晴 桜井佐賀恵 服部良一 服部良一
豆千代、コロム
ビア・ナカノ・リズ
ム・ボーイズ

コロムビア・オーケストラ 合唱附

29293 B 1937年5月 流行歌 命がけだよ
豆千代、コロムビア・ナカノ・
リズム・ボーイズ

高橋掬太郎 古関裕而 奥山貞吉
二葉あき子、
中野忠晴

コロムビア・オーケストラ
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29300 A 1937年5月 ジャズコーラス 山寺の和尚さん
コロムビア・ナカノリズム・
ボーイズ

久保田宵ニ 服部良一 服部良一 中野忠晴 コロムビア・ジャズバンド

29300 B 1937年5月 ジャズソング アコーデオンの春 中野忠晴 長田恒雄 カールスタッド 仁木他喜雄
コロムビア・ナカ
ノリズム・ボーイ
ズ

コロムビア・ジャズバンド

29304 A 1937年5月 亜欧記録大飛行声援歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 河西新太郎 田村虎蔵 奥山貞吉 コロムビア吹奏楽団 コロムビア・オーケストラ 朝日新聞社懸賞当選歌

29344 B 1937年6月 ジャズソング 二人のプラン
中野忠晴・淡谷のり子、コロム
ビア・ナカノ・リズム・ボーイズ

瀬沼喜久雄 高木東六 仁木他喜雄 森山久 コロムビア・タンゴバンド タンゴ

29345 B 1937年6月 ジャズソング 河辺に唄ふ 中野忠晴 服部龍太郎 カーン 仁木他喜雄 由利あけみ コロムビア・ジャズバンド
29309 A 1937年6月 市民歌 函館市民歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 阿部龍夫 古関裕而 奥山貞吉 音丸・伊藤久男 コロムビア・オーケストラ 函館日日新聞社懸賞当選歌、西條八十選並補作

29313 B 1937年6月 新民謡 ブラボー・東京
中野忠晴、コロムビア・ナカノ・
リズム・ボーイズ

田部伸二 浅井挙曄 仁木他喜雄
松平晃、
豆千代

コロムビア・オーケストラ
国際劇場開場記念・世界名物年中行事
第一回「国際東京踊り」主題歌

29385 B 1937年7月 流行歌 愛の窓 中野忠晴、二葉あき子 久保光 大村能章 仁木他喜雄 伊藤久男 コロムビア・オーケストラ 東日連載当選歌
29359 A 1937年7月 歓迎歌 神風歓迎歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 土岐善麿 古関裕而 奥山貞吉 コロムビア・オーケストラ コロムビア・オーケストラ
29360 B 1937年7月 遂げたり神風 中野忠晴 北原白秋 村山美知子 松原操 コロムビア・オーケストラ
29361 A 1937年7月 青年蒙古の歌 中野忠晴 八十沼丈夫 松原操 コロムビア・オーケストラ 関東軍嘱託
29419 B 1937年8月 流行歌 山の恋唄 伊藤久男 高橋掬太郎 中野忠晴 仁木他喜雄 ミス・コロムビア コロムビア・オーケストラ
29420 A 1937年8月 流行歌 波のワルツ 二葉あき子 西岡水朗 中野忠晴 仁木他喜雄 中野忠晴、二葉あき子 コロムビア・オーケストラ
29420 B 1937年8月 流行歌 海のパラダイス 中野忠晴、二葉あき子 西岡水朗 服部良一 服部良一 二葉あき子 コロムビア・オーケストラ
29429 A 1937年8月 ジャズソング マリネラ 中野忠晴 佐藤惣之助 スコット 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・ジャズバンド ルムバ

29434 B 1937年8月 応援歌 飛ばせかっ飛ばせ
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

高橋掬太郎 古関裕而 奥山貞吉 伊藤久男 コロムビア・オーケストラ

29488 A 1937年9月 ジャズコーラス 果報は寝て待て
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

桜井佐賀恵 中野忠晴 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・ジャズバンド

29489 B 1937年9月 ジャズソング 月光の湖
中野忠晴、コロムビア・ヒロ・
カレッヂアンズ

西條八十
ハリーオーエ
ンス

岡見如雪 内本実

29491 A 1937年9月 団歌 朝鮮青年歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 田中初夫 大場勇之助 大場勇之助 二葉あき子 コロムビア・オーケストラ 朝鮮文芸会制定
29391 A 1937年9月 行進曲 航空愛国の歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 澤登静夫 山田耕筰 奥山貞吉 コロムビア・オーケストラコロムビア・オーケストラ 帝国飛行協会懸賞当選歌

29530 B 1937年10月 軍歌 露営の歌
中野忠晴、松平晃、伊藤久男、
霧島昇、佐々木章

籔内喜一郎 古関裕而 奥山貞吉
陸軍戸山学校
軍楽隊

コロムビア・オーケストラ 大阪毎日・東京日日新聞社懸賞募集当選歌

29527 A 1937年10月 ジャズコーラス 何をくよくよ
中野忠晴とコロムビア・ナカノ
リズム・ボーイズ

西岡水朗 服部良一 服部良一 森山久 コロムビア・ジャズバンド

29528 A 1937年10月 ジャズソング あなたの微笑 中野忠晴 松村又一 バーキンス 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ

29542 B 1937年11月 軍歌 空爆千里（海軍空襲隊）
中野忠晴、松平晃・霧島昇、
コロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ

海軍中佐
松島慶三

江口夜詩 江口夜詩
帝国海軍
軍楽隊

帝国海軍軍楽隊 内藤清五楽長指揮

29545 A 1937年11月 時局歌 皇軍万歳
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

久保田宵二
ジョニー・
ノーブル

仁木他喜雄 コロムビア・オーケストラ

29545 B 1937年11月 時局歌 死線を越えて
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

服部龍太郎 中野忠晴 奥山貞吉 コロムビア・オーケストラ

29549 A 1937年11月 時局歌 壮烈空爆少年兵
二葉あき子、コロムビア・
ナカノ・リズム・ボーイズ

西條八十 古関裕而 奥山貞吉 コロムビア・オーケストラ

29549 B 1937年11月 時局歌 華やかなる突撃
松平晃、コロムビア・ナカノ・リ
ズム・ボーイズ、コロムビア・ナ
カノ・リズム・シスターズ

西條八十 古関裕而 奥山貞吉 コロムビア・オーケストラ

29539 B 1937年11月 ジャズコーラス 夢見る黄昏
中野忠晴とコロムビア・
ナカノ・リズム・ボーイズ

久保田宵二 角田孝 淡谷のり子 コロムビア・ジャズ・バンド

29563 A 1938年1月 国民行進歌 皇国の朝 中野忠晴 佐藤惣之助 田辺尚雄 田辺尚雄
伊藤久男、コロ
ムビア合唱団

コロムビア・オーケストラ 文部省推薦

29616 B 1938年1月 流行歌 躍進一九三八年 中野忠晴・二葉あき子 久保田宵二 古関裕而 仁木他喜雄
伊藤久男・ミ
ス・コロムビア

コロムビア・オーケストラ 合唱附

29619 A 1938年1月 流行歌 最後の手紙 二葉あき子 佐藤惣之助 中野忠晴 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ 男声合唱附

29631 A 1938年2月 時局歌 軍国数へ唄
中野忠晴、二葉あき子、
男声合唱団

高橋掬太郎 杉山長谷雄 杉山長谷雄
伊藤久男、
豆千代

コロムビア・オーケストラ

29632 B 1938年2月 流行歌 銀嶺晴れて 藤澤洋二 松村又一 中野忠晴 仁木他喜雄 渡邊はま子 コロムビア・オーケストラ
29636 B 1938年2月 流行歌 歓喜の丘へ 中野忠晴 松村又一 アーウィン・ブーツ仁木他喜雄 ミス・コロムビア コロムビア・マンドリン・オーケストラ
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29645 AB 1938年2月 時局歌 コロムビア慰問隊
中野忠晴・松平晃・伊藤久男、霧島昇・
豆千代・音丸・ミスコロムビア・二葉あ
き子・香取みほ子・コロムビア合唱団

コロムビア・オーケストラ コロムビア文芸部編

30001 A 1938年2月 斉唱 愛国行進曲
中野忠晴・松平晃・伊藤久男、霧島昇・
佐々木章・松原操・二葉あき子・渡邊
はま子・香取みほ子

奥山貞吉
帝国海軍
軍楽隊

コロムビア吹奏楽団 内閣情報部撰定　文部省検定済

1938年3月
29669 B 1938年3月 おいらの青春 中野忠晴、男声合唱 高橋掬太郎 杉山長谷雄 杉山長谷雄 渡邊はま子 コロムビアオーケストラ
29672 B 1938年3月 可愛い坊や 中野忠晴 西條八十 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビアオーケストラ フォックス・トロット
29674 A 1938年4月 カレッジ・ソング 中野忠晴 西條八十 服部良一 服部良一 コロムビア合唱団 東邦「鉄腕都市」

29690 B 1938年4月 ナチス黨歌、ファシストの歌 中野忠晴、コロムビア合唱団
茅野蕭々、
下位春吉

仁木他喜雄
伊藤久男、コロ
ムビア合唱団

コロムビア・吹奏楽団

29698 B 1938年4月 若き日の夢 中野忠晴、二葉あき子 服部龍太郎 ハンマースタイン仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビアオーケストラ

29710 A 1938年5月 もしもし亀よ
コロムビア・ナカノリズム・
シスターズ

久保田宵二 服部良一 服部良一
中野忠晴、コロ
ムビア・ナカノリ
ズム・ボーイズ

コロムビアジャズ・バンド

29710 B 1938年5月 日本大好き
中野忠晴、コロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

野村俊夫 服部良一 服部良一
コロムビア・ナカ
ノリズム・シス
ターズ

コロムビアジャズ・バンド

29711 B 1938年4月 春はうれしや 中野忠晴、ミス・コロムビア 高橋掬太郎 杉山長谷雄 杉山長谷雄 二葉あき子 コロムビアオーケストラ
29716 B 1938年4月 街は春風 中野忠晴 久保田宵二 アーヴィングベルリン 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビアオーケストラ

29739 B 波のリズム コロムビア・アンサンブル 中野忠晴 角田孝
コロムビア・
アンサンブル

コロムビア・アンサンブル

29761 B 1938年6月 バンヂョーで唄えば 中野忠晴 藤浦洸 服部良一 服部良一 淡谷のり子 コロムビアオーケストラ
29781 A 1938年7月 月夜の散歩 中野忠晴 野村俊夫 仁木他喜雄 ドリー藤岡 コロムビアオーケストラ

29820 A 1938年8月 ジャズソング みどりの夢
二葉あき子、コロムビア・
ナカノリズム・シスターズ

西岡水朗 スコット 仁木他喜雄 ベティ・稲田 コロムビア・オーケストラ

29821 A 1938年8月 ジャズソング たのしい一日 中野忠晴 高橋掬太郎 ミルス 淡谷のり子 コロムビア・アコーデオン・バンド

29893 A 1938年9月 ジャズコーラス アホダラ心経
コロムビア・ナカノ・
リズムシスターズ

金川文楽 行方伸 服部良一
コロムビア・ナカ
ノ・リズムボーイ
ズ

コロムビア・オーケストラ

29893 B 1938年9月 ジャズコーラス ジャズ浪曲
コロムビア・ナカノ・
リズムボーイズ

服部良一 服部良一 服部良一
コロムビア・ナカ
ノ・リズムシス
ターズ

コロムビア・オーケストラ

1938年10月
29916 B 1938年10月 ヴェニ・ヴェニ 中野忠晴、淡谷のり子 桐山麗吉 スコット 仁木他喜雄 内本実 コロムビアオーケストラ

29977 A 1938年10月 今日は日曜日
中野忠晴とコロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

西岡水朗 杉山長谷雄 杉山長谷雄 淡谷のり子 コロムビアジャズ・バンド 発売月は10～12月、三味線：豊吉社中

30052 A 1938年12月 懐かしのフォスター集
伊藤久男、コロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

津川主一 フォスター 仁木他喜雄
中野忠晴、コロ
ムビア・ナカノリ
ズム・シスターズ

コロムビアオーケストラ

30052 B 1938年12月 夕陽山に沈めば
中野忠晴、コロムビア・
ナカノリズム・シスターズ

藤浦洸 仁木他喜雄
伊藤久男、コロ
ムビア・ナカノリ
ズム・ボーイズ

コロムビア・オーケストラ

30075 A 1939年1月 流行歌 戦捷二五九九年 中野忠晴、コロムビア合唱団 西岡水朗 古関裕而 仁木他喜雄
中野忠晴・
渡邊はま子

コロムビア・オーケストラ

30075 B 1939年1月 流行歌 春はトロットで 中野忠晴・渡邊はま子 松村又一 奥山貞吉
中野忠晴、コロ
ムビア合唱団

コロムビア・オーケストラ

30086 A 1939年1月 谷の灯ともし頃
高峰三枝子、コロムビア・ナカ
ノ・
リズム・シスターズ

入江静雄 仁木他喜雄 松平晃

30116 A 1939年2月 ジャズコーラス 日の丸数へ唄
コロムビア・ナカノ
リズム・シスターズ

久保田宵二 服部良一
コロムビア・ナカ
ノリズム・ボーイ
ズ

コロムビア・オーケストラ

30116 B 1939年2月 ジャズコーラス ヴォルガの舟唄
コロムビア・ナカノ
リズム・ボーイズ

藤浦洸 服部良一
コロムビア・ナカ
ノリズム・シス
ターズ

コロムビア・オーケストラ

30017 B 1939年2月 ジャズソング 二つ星 中野忠晴 藤浦洸 仁木他喜雄 川畑文子 コロムビア・オーケストラ

1938年3月～7月は目録が欠

1938年10月～12月は目録が欠
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30134 B 1939年3月 ジャズソング 春は微笑む 中野忠晴 野村俊夫 平川英夫 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ
69430 1939年3月 ダイナ レイ・エ・シスターズ 中野忠晴 ルイス リーガル吹込み
30164 A 1939年4月 ジャズソング 愉快な円タク 中野忠晴 サトウ・ハチロー 仁木他喜雄 ロイ・槇 コロムビア・ジャズバンド
30202 A 1939年5月 流行歌 チャイナ・タンゴ 中野忠晴 藤浦洸 服部良一 服部良一 奥山彩子 コロムビア・オーケストラ

30173 B 1939年6月 国民舞踊の歌 神風そだち 中野忠晴 西條八十 佐々紅華 奥山貞吉
内本実、コロム
ビア合唱団

コロムビア・オーケストラ 振付附

30174 B 1939年6月 国民舞踊の歌 馬蹄千里 中野忠晴、コロムビア合唱団 西條八十 佐々紅華 奥山貞吉
霧島昇、コロム
ビア合唱団

コロムビア・オーケストラ 振付附

30219 A 1939年6月 流行歌 青春ルムバ 中野忠晴 藤浦洸 仁木他喜雄 ミス・コロムビア コロムビア・オーケストラ
30226 B 1939年6月 ジャズソング 青い牧場 中野忠晴・二葉あき子 久保田宵二 仁木他喜雄 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ
30270 A 1939年7月 ジャズソング 裏町のアパート 中野忠晴、女声合唱団 藤浦洸 仁木他喜雄 志村道夫 コロムビア・オーケストラ

30297 A 1939年8月 ジャズソング 浪曲ブルース 中野忠晴 水野草庵子 服部良一 服部良一
コロムビア・ナカ
ノ・リズム・ボー
イズ

コロムビア・オーケストラ

30297 B 1939年8月 ジャズソング 幽霊は踊る コロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ 秋山日出夫 秋山日出夫 仁木他喜雄 中野忠晴 コロムビア・オーケストラ
30354 B 1939年9月 ジャズソング 歌はうよタンゴ 中野忠晴 藤浦洸 デュフール 仁木他喜雄 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ

30355 A 1939年9月 ジャズコーラス 山寺の和尚さん
コロムビア・ナカノ
リズム・ボーイズ

久保田宵二 服部良一 服部良一
中野忠晴、コロ
ムビア・ナカノ・リ
ズム・シスターズ

コロムビア・オーケストラ
コロムビア・ジャズ・コーラス傑作集
（アルバム入歌詞本附

30355 B 1939年9月 ジャズコーラス パイプふかして
中野忠晴、コロムビア・ナカノ・
リズム・シスターズ

松村又一 柏木晴夫 奥山貞吉
コロムビア・ナカ
ノ・リズム・ボー
イズ

コロムビア・マンドリン
オーケストラ

コロムビア・ジャズ・コーラス傑作集
（アルバム入歌詞本附

30356 A 1939年9月 ジャズコーラス 山の人気者
中野忠晴、コロムビアナカノ・
リズム・ボーイズ

本牧二郎
（訳詩）

奥山貞吉
コロムビア・ナカ
ノリズム・シス
ターズ

コロムビア・オーケストラ
コロムビア・ジャズ・コーラス傑作集
（アルバム入歌詞本附

30356 B 1939年9月 ジャズコーラス もしもし亀よ
コロムビア・ナカノリズム・
シスターズ

久保田宵二 服部良一 服部良一
中野忠晴、コロ
ムビアナカノ・リ
ズム・ボーイズ

コロムビア・オーケストラ
コロムビア・ジャズ・コーラス傑作集
（アルバム入歌詞本附

30357 A 1939年9月 ジャズコーラス 口笛が吹けるかい？
中野忠晴、コロムビア・
ナカノリズム・ボーイズ

柏木晴夫 エキセルソン 奥山貞吉
中野忠晴、コロ
ムビア・ナカノリ
ズム・ボーイズ

コロムビア・オーケストラ
口笛：藤本勝利、コロムビア・ジャズ・コーラス傑作集
（アルバム入歌詞本附）

30357 B 1939年9月 ジャズコーラス 君と二人で 中野忠晴、コロムビア・ナカノリズム・ボーイズ中野忠晴 仁木他喜雄
中野忠晴、コロ
ムビア・ナカノリ
ズム・ボーイズ

コロムビア・オーケストラ コロムビア・ジャズ・コーラス傑作集（アルバム入歌詞本附

30384 B 1939年10月 流行歌 ヘイホーの唄 コロムビアリズム・ボーイズ 奥山靉 仁木他喜雄 奥山彩子 コロムビア・オーケストラ RKO映画「白雪姫」より
30372 A 1939年10月 ジャズコーラス お江戸日本橋 コロムビア・リズム・ボーイズ 服部良一 服部良一 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ
30399 B 1939年11月 ジャズソング とても嬉しい 中野忠晴 藤浦洸 服部良一 服部良一 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ

30400 A 1939年11月 ジャズコーラス かっぽれ コロムビア・リズム・ボーイズ 服部良一 服部良一
志村道夫、コロ
ムビア・リズムシ
スターズ

コロムビア・オーケストラ

30400 B 1939年11月 ジャズコーラス 向ふ横町
志村道夫、コロムビア・
リズムシスターズ

久保田宵二 仁木他喜雄
コロムビア・リズ
ム・ボーイズ

コロムビア・オーケストラ

30430 A 1939年12月 ジャズソング 愛のギター 中野忠晴 藤浦洸 仁木他喜雄 二葉あき子 コロムビア・タンゴ・バンド

30471 B 1940年1月 流行歌 背広の兵隊 中野忠晴 松村又一 奥山貞吉
淡谷のり子と
その楽団

コロムビア・オーケストラ

30493 A 1940年2月 流行歌 人車來々 中野忠晴 佐藤惣之助 柏木晴夫 奥山貞吉 渡邊はま子 コロムビア・オーケストラ
1940年3月

100001 B 1940年4月 流行歌 楽しき喫茶店 中野忠晴 野村俊夫 柏木晴夫 仁木他喜雄 高峰三枝子 コロムビア・オーケストラ

100006 B 1940年4月 ジャズソング 通りゃんせ
志村道夫、コロムビア・
リズムシスターズ

久保田宵二 服部良一 笠置シヅ子 コロムビア・オーケストラ

100012 A 1940年5月 流行歌 チェリールムバ 中野忠晴、コロムビア合唱団 藤浦洸 柏木晴夫 仁木他喜雄
ミス・コロムビア、
コロムビア合唱団

コロムビア・オーケストラ

100012 B 1940年5月 流行歌 さくらワルツ
ミス・コロムビア、
コロムビア合唱団

野村俊夫 柏木晴夫 仁木他喜雄
中野忠晴、コロ
ムビア合唱団

コロムビア・オーケストラ

100024 B 1940年6月 流行歌 古い仲間だ コロムビア・リズム・ボーイズ 藤浦洸 仁木他喜雄 渡邊はま子 コロムビア・オーケストラ
100027 A 1940年6月 流行歌 街で拾った歌 中野忠晴 野村俊夫 柏木晴夫 仁木他喜雄 真木あや子 コロムビア・オーケストラ

1940年3月は月報が欠
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100047 A 1940年7月 流行歌 ペニー・セレネード
笠置シヅ子、コロムビア・
リズム・シスターズ

藤浦洸 服部良一 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ

100056 B 1940年7月 軽音楽 愛染椿
コロムビア・リズム・
ボーイズ（ハミング）

仁木他喜雄
コロムビア・
オーケストラ

コロムビア・オーケストラ

100067 A 1940年8月 流行歌 歌の国メキシコ
中野忠晴、コロムビア・
リズム・ボーイズ

野村俊夫 仁木他喜雄 香取みほ子 コロムビア・オーケストラ

100104 A 1940年10月 流行歌 タリナイ・ソング コロムビア・リズム・ボーイズ コロムビア・リズム・ボーイズ服部良一 笠置シヅ子 コロムビア・オーケストラ 発売中止

100111 B 1940年11月 国民歌 空の船長
中野忠晴、松平晃、二葉あき
子、奥山彩子、菊池章子

西條八十 古関裕而 仁木他喜雄

伊藤久男、霧
島昇、藤山一
郎、二葉あき
子

コロムビア・オーケストラ
陸・海軍・逓信各省・帝国飛行協会後援　文部省検定済
朝日新聞社選定　航空日制定記念

100115 A 1940年11月 流行歌 ボレロに寄せて
中野忠晴、コロムビア・
リズム・ボーイズ

野村俊夫 仁木他喜雄 菅沼ゆき子 コロムビア・オーケストラ

100154 A 1941年2月 歌謡曲 ほがらか夢日記 コロムビア・リズム・ボーイズ
コロムビアリ
ズムボーイズ

コロムビアリズ
ムボーイズ

仁木他喜雄
コロムビア・リズ
ム・シスターズ

コロムビア・オーケストラ

100154 B 1941年2月 歌謡曲 スパイは躍る コロムビア・リズム・シスターズ 大和史鼠 服部良一
コロムビア・リズ
ム・ボーイズ

コロムビア・オーケストラ

100193 A 1941年3月 歌謡曲 空の人気者
中野忠晴、コロムビア・
リズム・ボーイズ

野村俊夫 中野忠晴 仁木他喜雄
コロムビア
合唱団

コロムビア・オーケストラ

100225 B 1941年5月 歌謡曲 愉快な鼻唄 コロムビアリズム・ボーイズ 西條八十 服部良一 藤山一郎 コロムビア・オーケストラ
100257 A 1941年6月 歌謡曲 緑は招く 中野忠晴・渡邊はま子 佐藤惣之助 中野忠晴 仁木他喜雄 渡邊はま子 コロムビア・オーケストラ
32018 A 1941年6月 産業歌謡 揺れる青空 中野忠晴、コロムビア合唱団 大木惇夫 仁木他喜雄 渡邊はま子 コロムビア管絃楽団 河野達郎振付

100268 A 1941年7月 歌謡曲 男荒波
中野忠晴、コロムビア・
リズム・ボーイズ

藤浦洸 中野忠晴 仁木他喜雄
コロムビア・リズ
ム・ボーイズ

コロムビア・オーケストラ

100268 B 1941年7月 歌謡曲 つもりつもりだ コロムビア・リズム・ボーイズ 藤浦洸 服部良一
中野忠晴、コロ
ムビア・リズム・
ボーイズ

コロムビア・オーケストラ

100323 B 1941年9月 歌謡曲 小川のほとり
志村道夫、コロムビア・
リズム・シスターズ

平林清夫 服部良一 渡邊はま子 コロムビア・オーケストラ

100325 A 1941年9月 歌謡曲 頼むと言われりや
ロッパ、コロムビア・リズム・
ボーイズ

サトウハチロー 平川英夫
コロムビア・リズム・
ボーイズ コロムビア・オーケストラ

100325 B 1941年9月 歌謡曲 僕にや二本の足がある コロムビア・リズム・ボーイズ サトウハチロー 服部良一
ロッパ、コロムビア・
リズム・ボーイズ コロムビア・オーケストラ

100111 B 1941年10月 歌謡曲 空の船長
中野忠晴、松平晃、二葉あき
子、奥山彩子、菊池章子

西條八十 古関裕而 仁木他喜雄
伊藤久男、霧
島昇、藤山一
郎

コロムビア・オーケストラ 1940年11月のものと同じ

100338 B 1941年10月 歌謡曲 荒鷲さんだよ コロムビア・リズム・ボーイズ 藤浦洸 服部良一 淡谷のり子 コロムビア・オーケストラ

30601 A 1941年10月 童謡漫曲 可愛い動物
高橋祐子、コロムビア・リズム・
シスターズ、コロムビア児童合
唱団

サトウ・
ハチロー

服部良一
高橋祐子、コロ
ムビア児童合唱
団

コロムビア・オーケストラ 河野たつる振付

100586 A 1942年9月 歌謡曲 祖国の祈り
伊藤久男、コロムビア・
リズム・ボーイズ

藤浦洸 古賀政男
霧島昇、コロム
ビア・リズム・
ボーイズ

松竹映画「誓ひの港」主題歌

100586 B 1942年9月 歌謡曲 誓いの港
霧島昇、コロムビア・
リズム・ボーイズ

藤浦洸 古賀政男
伊藤久男、コロ
ムビア・リズム・
ボーイズ

松竹映画「誓ひの港」主題歌

A79 校歌
T.V.C.牧歌
（東京高等獣医学校々歌）

中野忠晴 北原白秋 山田耕筰
トリオ・カスタル
ド

トリオ・カスタルド

A100 A 浅野セメント工場歌 中野忠晴
浮井芳代、
東條内外

弘田龍太郎
コロムビア
ブラスバンド

コロムビアオーケストラ

A154 A 大阪ロータリークラブの歌 中野忠晴 林理夫 山田耕筰
コロムビア
女声合唱団

ピアノ伴奏　菊池博

A183 空は青春 中野忠晴 寺下辰夫 紙恭輔 紙恭輔 上野静夫 コロムビア・ジャズバンド コーラス付
A-223 1935年4月 鉄道精神の歌（轟け鉄輪） 中野忠晴、コロムビア合唱団 北原白秋 山田耕筰 山田耕筰 鉄道省音楽部合唱団 日本コロムビアオーケストラ
A-236 警察行進曲 中野忠晴、コロムビア合唱団 北原白秋 山田耕筰 山田耕筰 コロムビア合唱団 日本コロムビア吹奏楽団 指揮：山田耕筰
A246 A 新民謡 三崎想へば 中野忠晴 松本英一 近藤十九二 近藤十九二 音丸 コロムビア・オーケストラ 愛媛県工場研究会八幡浜支部八幡浜織物同業組合選歌

A-254 富士電機の歌 中野忠晴 コロムビア合唱団 コロムビア・オーケストラ
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A258
日本土木建築請負業
連合会々歌

中野忠晴 堀口大学 山田耕筰 山田耕筰
日本コロムビ
ア
オーケストラ

日本コロムビアオーケストラ 合唱附

A-265 社歌 大林組社歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 大林組 山田耕筰 山田耕筰
コロムビア
オーケストラ

コロムビア・オーケストラ 富田碎花補詞

A272 A 合唱 同志社大学学歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 北原白秋 山田耕筰 山田耕筰
コロムビア・
オーケストラ

ピアノ伴奏　上田仁

A-279 社歌 広島電気株式会社々歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 広島電気株式会社山田耕筰 山田耕筰
コロムビア・
オーケストラ

コロムビア・オーケストラ 北原白秋補整　山田耕筰指揮

A-289 ひとのみち行進曲 中野忠晴、合唱団 ひとのみち教団奥山貞吉 奥山貞吉 松平晃 日本コロムビアオーケストラ
A-305 1936年 大阪タイガースの歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 佐藤惣之助 古関裕而 奥山貞吉 コロムビア管絃楽団

A-328 工場歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 水谷まさる 小松平五郎 奥山貞吉 赤坂小梅 コロムビア管弦楽団 株式会社日立製作所亀戸工場
A331 藤倉工業工場歌（仰げよ日輪） 中野忠晴 服部逸郎 服部逸郎 服部逸郎 管弦楽

A-334 満洲電業公司社歌 中野忠晴 野木喜美 奥山貞吉
コロムビア・
オーケストラ

コロムビア・オーケストラ

A-336 東京電気株式会社社歌 中野忠晴 佐藤惣之助 古関裕而 平野廣 コロムビア合唱団 マツダ・ブラス・バンド
A-337 火防行進歌 中野忠晴 岡正二 中川則夫 大村能章 音丸 コロムビア・オーケストラ 北海道火災予防組合連合会撰
A-390 新民謡 周参見音頭 中野忠晴 玉井鉉二郎 野村光雄 野村光雄 赤坂小梅 コロムビア・オーケストラ 女声コーラス附

A-391 航空愛国の歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 澤登静夫 山田耕筰 奥山貞吉
コロムビア・
オーケストラ

コロムビア・オーケストラ 帝国飛行協会懸賞当選歌

A-392 工業組合歌 中野忠晴、二葉あき子 有本けんじ 堀内敬三 奥山貞吉
霧島昇、コロム
ビア男声合唱団

コロムビア・オーケストラ

A-394 森永チョコレート・リズム 二葉あき子、中野忠晴 西條八十 仁木他喜雄 仁木他喜雄 音丸、伊藤久男 日本コロムビアオーケストラ
A-396 ブラヴオ・ニッサン 中野忠晴、ミスコロムビア 高橋掬太郎 浅井挙曄 仁木他喜雄 音丸、伊藤久男 日本コロムビアオーケストラ 男女合唱附

A-405 A 大正大学校歌 中野忠晴、コロムビア合唱団 北原白秋 山田耕筰 奥山貞吉
中野忠晴、コロ
ムビア合唱団

コロムビア・オーケストラ

A-405 B 大正大学応援歌―栄冠いまぞ我等に中野忠晴、コロムビア合唱団 安藤徇之介 本多鉄麿 奥山貞吉
中野忠晴、コロ
ムビア合唱団

コロムビア・オーケストラ

A-410 B 北はアムール 中野忠晴、コロムビア合唱団 満鉄社員会選 満鉄社員会選 奥山貞吉 ミス・コロムビア 日本コロムビアオーケストラ
A-416 汽車製造株式会社社歌 中野忠晴 西條八十 橋本国彦 仁木他喜雄 コロムビア合唱団 日本コロムビアオーケストラ
A-436 校歌に就て 上田蠶絲専門学校校々友会歌 中野忠晴 加子三郎 橋本国彦 橋本国彦 コロムビア合唱団 コロムビア・オーケストラ 上田蠶絲専門学校長針塚長太郎先生
A440 大谷スキーグループの歌 中野忠晴 大谷スキーグループ奥山貞吉 奥山貞吉 二葉あき子 コロムビアオーケストラ

A-471 太陽レーヨン株式会社行進曲中野忠晴、コロムビア合唱団 堀内敬三 松平晃 コロムビア・オーケストラ

A-485 北はアムール 中野忠晴、コロムビア合唱団
満鉄社員会
選

満鉄社員会選奥山貞吉
コロムビア・
ブラスバンド

日本コロムビアオーケストラ

A-518 満州三菱の歌 中野忠晴 高津敏 仁木他喜雄
コロムビア・
オーケストラ

日本コロムビアオーケストラ 三菱商事株式会社満洲支店編纂

A-645 華北交通『社歌』 中野忠晴
華北交通社
員会選

華北交通社
員会選

コロムビア・
オーケストラ

コロムビア専属管弦楽団

A-713 国民防諜の歌―今一億が― 中野忠晴、酒井清 竹内多三郎 栗田国彦 仁木他喜雄
松原操、コロム
ビア合唱団

コロムビア・オーケストラ 愛媛県特高課選定

・このリストは『コロムビア邦楽レコード新譜』『コロムビアレコード邦楽総目録』『ＳＰレコード６０，０００曲総目録』『昭和流行歌総覧　戦前・戦中編』『オリジナル盤による秘蔵盤　SP時代 昭和の流行歌　資料編』「昭和歌謡大全（戦前／戦中編）」を参考に

して作成した。

・「中野稔」「佐藤弘」「柏木穂」は、ニッポンレコード（＝トンボ、ホーオー）での変名。

・「水田潔」「牧忠夫」は、タイヘイレコードでの変名。

・なお、コロムビアで一般販売されたレコードは、全曲リストであり、他社のレコードや”A”から始まるプライベート盤は抄出。

・「柏木晴夫」「野瀬宇多男」は、コロムビアでの作詞・作曲時の中野の変名。
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