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絶賛
「スーJ(ーロボット大戦ボーカルコレクションj アルバムの第二
弾がついに発売! !水木一郎、影山ヒロノブ、 MIDが歌う新曲“時

を越えて"や、特別ゲストで参加した堀江美都子と水木一郎によ

るデ‘ュエットなど全アニメソングファン注目の楽曲全 12曲を収

録。全収録楽曲のカラオケを収録したディスクが付いた2枚組。

収録楽曲
①時を越えて寧②鉄也のテーマ③ポルテスVの歌

④アニメじゃない~夢を忘れた古い地球人よ~⑤z ・刻をこえて

⑥復活のイデオン⑦STAND UPTOTHEVICTORY-- トゥ・ザ・ヴィクトリー~

⑤行けザンポット 3 ⑨行乙うよ洗⑩力ムヒア!ダイターン 3

bメロスのように --LONELY WAY-- ⑫風のノー・リプライ

本ス-J(ーロポット大戦オリジナルソング

歌唱
水木一郎 (1 ， 2， 6，ア， 9， 10)/ 影山ヒロノブ(1， 4 , 7 , 8 , 1 1)

M I0 (1， 5， 12)/堀江美都子 (3， 9)

MITSUKOHORIEBYTHECOURTESYOFNIPPONCOLUMBIA

~

スーパーロボット大
iiiーカルコレクション 2

.FSCA-10042 ・定価￥ 3，262 (TAXIN)

8.19INSTORE!!
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ス-}t ーロボット現

マジ‘ンカイザー樽 vol.2
f猛き巨神、デビルマジンガーの謎 j

ラジオドラマ fマジン力イザー傍 j

の第 2弾アルバムが早くも登場!最新

最強のマジンガーの物語を、ラジオ

未放送シーンを追加収録したディレ

クターズカット版で収録!

定価￥ 2，548( 税妓￥ 2，427) FSCA-10046

お嬢様特急
ヴォイスコレクション

話題の恋愛アドベンチャーゲーム
「お嬢様特急 j。特別特急ヴエガで出

逢う 13 人の女の子たちのキャラクタ

ーヴォイスに加え、半場友恵、山崎

和佳奈、長沢美樹による CD オリジナ

ルナレーションを追加収録!

定価￥ 2，548( 税銭￥ 2，4 27) FSCA ・10048

GRANTURISMO
ROCKARRANGE

「グランツーリスモ j を盛り上げる楽
曲の中かう選ばれた全 10 曲を、パッ
パラー河合、ちわきまゆみ、

TAKESHIGONDA(プロペラ)う
超一流ミュージシャンがハードロッ

クにアレンジ!

定価￥ 2，854( 税銭￥ 2，718) FSCA ・10049

水木一郎・影山ヒロノブ・鈴木真仁の

ラジオ・ス吋トロボッ雌 Ivol.1
~恐怖!真仁政造計画の巻~

絶賛放送中のウワサのラジオ fスーパ

ーロポット魂 j がアルバムになった!

アルバム用新曲や水木一郎、影山ヒロ

ノブによる「おたけび生ライヴ j に加

え、スペシャルドラマをプラス!

定価￥ 2，548( 税銭￥ 2，427) FSCA ・10050

~"I:.I ~ ~-"j le]:J::m
エピカ・ステラ

オリジナルサウンドトラック

ヒューマンが贈るプレイステーショ

ン用シミュレーション RPG rエピ

カ・ステラ J のサントラアルバム。
未使用楽曲やゲーム出演声優による

オリジナルヴォーカル曲 4曲含む、ゲ

ームの BGM を完全収録。

定価￥ 2，548( 税銭￥ 2，427) FSCA ・10052

エーベルージ.ユスペシャル
ヴォイスコレクション

PS&SS で好評発売中の恋愛シミュレ

ーションゲーム「エーベルージュ J
のキャラクターヴオイスアルバム。
三石琴乃や笠原留美、宮村優子 5に

よるゲーム中のヴォイスをピックア

ップセレク卜して収録。

定価￥ 2，548( 税妓￥ 2，427) FSCA ・10053

ランク‘リッサー V
THEENDOFLEGEND
ドラマアルバム

セガサターンで発売された、シミュレ

ーション RPGr ラングリッサー J のシ
リーズ最新作にして完結作 rVJ のド

ラマアルバム。緑川光と川上とも子が
歌うイメージソングを 2曲追加収録 1

定価￥ 2，548( 税扱￥ 2，427) FSCA ・10045

LIVE!
from スーパーロボット魂 TOUR '98
6月に行われた“スーパーロポット魂"

初の全国ツアーを収録したライヴア

ルバムが 2枚組で登場!水木一郎、影

山ヒロノブ、 MIO に加え、今回は岩

永雅子、アップル・パイさうに、謎

のユニット鋼鉄兄弟が参加!

定価￥ 3 ，873( 税銭￥ 3，689) FSCA ・10051

|唱~唱 IN STORE!! li.iIl畳且昼主虫孟 1茎M・

スター才一シャン
セカンドストーリー

アレンジアル Itム

“あの"エニックスが手掛けたプレイス

テーション用 RPGr スターオーシャン

セカンドストーリー j。ゲーム BGM の

作曲者自うがアレンジした楽曲を収録

した、との秋注目のアレンジアルバム。

定価￥ 2，854 (税銭￥ 2，718) FSCA ・10056

XI[sai]
オリジナルサウンドトラック

サイコロを転がして消していくとい

うシンプルなルールにハマり、アク

リのアクションにメロメ口な人続出
中、大ヒットパズルゲーム rXIJ 。ゲ

ーム中の楽曲に加え、アレンジ楽曲
を 1 曲追加収録!

定価￥ 2 ，548( 税鍍￥ 2，427) FSCA-10057

水木一郎・影山ヒロノブ・鈴木真仁の

ラジオ・スーパーロポッド説 Ivo l. 2
ただいま、文化放送・ ABC ラジオに

て絶賛放送中のラジオ fスーパーロ

ポット魂 j のアルバム第二弾!今回
は影山ヒロノブにスポットを当てた

スペシャルドラマを収録。もちろん、

番組内の人気コーナーもあるゼ!

定価￥ 2，548( 税銭￥ 2 ，427) FSCA ・10058

デビルマン伝説

鬼才・永井豪が産み出したキャラク

ターのなかかう「デビルマン j を中
心とした“神話"世界をオリジナル

新録音イメージソング&ミュージツ

クにて構成!初回限定盤は BOX 仕

様&特製ピンズ付き。

定価￥ 2，854( 税扱￥ 2 ，718) FSCA ・10054

この秋、大注目の実写変身ヒーロー特撮『ボイスラッガー j のテーマシングルが 10 月発売予定!
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