
シングル

恋ざんげ
作詞：吉岡 治
作曲：猪俣公章
編曲：前田俊明

CA:SRSL 3387 / CD:SRDL 3637
1993年4月21日発売

c/w：はまなす恋唄

ひとり酒
作詞：たかたかし
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

CA:SRSL 3424 / CD:SRDL 3788
1994年1月21日発売

c/w：月の宿

女のひとりごと
作詞：吉岡 治
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

CA:SRSL 3463 / CD:SRDL 3975
1995年4月1日発売

てがみ

c/w：恋文

【星ひろみ：センチュリーレコード】

恋の家なき子
作詞：藤本卓也
作曲：藤本卓也
編曲：藤本卓也

1982年7月21日発売

c/w：このままずっと
17cm:7AC0003

【平松政次＆加川有希：センチュリーレコード】

夜明けまでヨコハマ
作詞：ジェームス三木
作曲：野崎眞一
編曲：小谷　充

1985年4月21日発売

c/w：ヨコハマ首ったけ
17cm:7AC0035

【加川有希：センチュリーレコード】

ロマンティックしましょう
作詞：おおばまさと
作曲：中曽根緑声
編曲：小谷　充

1985年8月5日発売

c/w：鏡よ
17cm:7AC 0039

【中川輝美：センチュリーレコード】

夢きずな
作詞：荒木とよひさ
作曲：岡　千秋
編曲：斎藤恒夫

1986年7月21日発売

c/w：女の故郷
17cm:7AC 0050

戻り川
作詞：吉岡 治
作曲：市川昭介
編曲：斉藤恒夫

17cm:07SH 1976 / CA:10KH 2309
 / CD:10EH 3054
1987年9月21日発売

c/w：函館夢ごよみ

水なし川

17cm:07SH 3298 / CA:10KH 3298 
/ CD:12EH 3298
1989年6月21日発売

作詞：吉岡 治
作曲：市川昭介
編曲：斉藤恒夫
c/w：雨のめぐり逢い

忍ぶ雨
作詞：たきのえいじ
作曲：市川昭介
編曲：前田俊明

17cm:CSKL 3020 / CA:CSSL 3091
 / CD:CSDL 3091
1990年5月21日発売

c/w：浮雲

恋挽歌
作詞：たきのえいじ
作曲：市川昭介
編曲：池多孝春

17cm:SRKL 3021 / CA:SRSL 3262 
/ CD:SRDL 3263
1991年4月25日発売

こいばんか

c/w：夢しぐれ

雪中花
作詞：吉岡 治
作曲：市川昭介
編曲：馬場 良

17cm:SRKL 3022 / CA:SRSL 3334
 / CD:SRDL 3459
1992年4月22日発売

c/w：雨情話

北の舟唄
作詞：たきのえいじ
作曲：弦 哲也
編曲：前田俊明

CA:SRSL 3487 / CD:SRDL 4111
1995年10月21日発売

c/w：ごめん

鳴門海峡
作詞：吉岡 治
作曲：水森英夫
編曲：馬場 良

CA:SRSL 3495 / CD:SRDL 4182
1996年4月21日発売

c/w：おもかげ河

憂愁平野
作詞：吉岡 治
作曲：弦 哲也
編曲：馬場 良

CA:SRSL 3528 / CD:SRDL 4364
1997年5月21日発売

ゆうしゅう

c/w：夢追い海峡

港恋唄
作詞：吉岡 治
作曲：弦 哲也
編曲：池多孝春

CA:SRSL 3544 / CD:SRDL 4501
1998年3月11日発売

c/w：冬牡丹

人生にありがとう
作詞：荒木とよひさ
作曲：羽場仁志
編曲：林 有三

CD:MHCL 2964
2022年7月20日発売

c/w：長崎ランデヴー／瀬田の夕暮れ

風待ち湊
作詞：たかたかし
作曲：聖川 湧
編曲：石倉重信

CA:SRSL 3562 / CD:SRDL 4612
1999年2月24日発売

c/w：水無月の雨

はまなす酒場
作詞：吉岡 治
作曲：弦 哲也
編曲：石倉重信

CA:SRSL 3575 / CD:SRDL 4676
2000年1月26日発売

c/w：春の岬

満月
作詞：たきのえいじ
作曲：杉本眞人
編曲：川村栄二

CA:SRSL 3582 / CD:SRDL 4696
2000年9月20日発売

c/w：かんにん

九十九坂
作詞：たきのえいじ
作曲：八木架寿人
編曲：佐伯 亮

CA:SRSL 3586 / CD:SRDL 4702
2001年4月25日発売

つづら

c/w：寒つばめ

c/w：横顔慕情

都忘れ
作詞：阿木燿子
作曲：平尾昌晃
編曲：若草 恵

CA:SRSL 3602 / CD:SRDL 4712
2002年5月15日発売

夜桜迷い子
作詞：吉岡 治
作曲：弦 哲也
編曲：竜崎孝路

CA:SRSL 3609 / CD:SRDL 4719
2003年3月19日発売

c/w：愁止符

秘め歌
作詞：吉岡 治
作曲：弦 哲也
編曲：南郷達也

CA:SRSL 3613 / CD:SRCL 5608
2003年10月1日発売

いざよい

c/w：十六夜セレナーデ

ふたり坂
作詞：仁井谷俊也
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

CA:SRSL 3617 / CD:SRCL 5753
2004年5月19日発売

c/w：越後草紙

浮世坂
作詞：仁井谷俊也
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

CA:SRSL 3623 / CD:SRCL 5884
2005年2月23日発売

c/w：こころ川

金木犀
作詞：麻こよみ
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

CA:SRSL 3627 / CD:SRCL 6117
2006年1月1日発売

c/w：寒咲あやめ

舟
作詞：たきのえいじ
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

CA:SRSL 3633 / CD:SRCL 6525
2007年3月28日発売

c/w：えにし坂

【通常盤】

作詞：たきのえいじ
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

CA:SRTL 2184 / CD:SRCL 6524
2007年3月28日発売

舟

c/w：えにし坂
忍ぶ雨／鳴門海峡

【お得盤】

【通常盤】

京都二年坂
作詞：坂口照幸
作曲：大地 良
編曲：前田俊明

CA:SRSL 3636 / CD:SRCL 6741
2008年2月20日発売

c/w：恋しぐれ

京都二年坂
作詞：坂口照幸
作曲：大地 良
編曲：前田俊明

CA:SRTL 2194 / CD:SRCL 6740
2008年2月20日発売

c/w：恋しぐれ
水なし川／雪中花

【お得盤】

夜明け坂
作詞：下地亜記子
作曲：弦 哲也
編曲：南郷達也

CA:SRSL 3643 / CD:SRCL 6959
2009年2月4日発売

【通常盤】

c/w：風の道

夜明け坂
作詞：下地亜記子
作曲：弦 哲也
編曲：南郷達也

CA:SRTL 2206 / CD:SRCL 6958
2009年2月4日発売

c/w：風の道
ひとり酒／恋挽歌

【お得盤】

作詞：麻こよみ
作曲：水森英夫
編曲：南郷達也

CA:SRSL 3649 / CD:SRCL 7213
2010年2月10日発売

紅一輪
べにいちりん

【通常盤】

c/w：わかれ宿

べにいちりん

紅一輪
作詞：麻こよみ
作曲：水森英夫
編曲：南郷達也

CA:SRTL 2215 / CD:SRCL 7212
2010年2月10日発売

c/w：わかれ宿
忍ぶ雨／恋ざんげ

【お得盤】

霧笛橋

c/w：おんな夜景

作詞：喜多條 忠
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

CA:SRSL 3652 / CD:SRCL 7534
2011年2月2日発売

【通常盤】

霧笛橋
作詞：喜多條 忠
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

CA:SRTL 2217 / CD:SRCL 7533
2011年2月2日発売

【お得盤】

c/w：おんな夜景
港恋唄／風待ち湊

海峡の宿
作詞：喜多條 忠
作曲：若草 恵
編曲：若草 恵

CA:MHSL 6 / CD:MHCL 2014
2012年2月15日発売

【通常盤】

c/w：横濱エラヴィータ

海峡の宿
作詞：喜多條 忠
作曲：若草 恵
編曲：若草 恵

CA:MHTL 6 / CD:MHCL 2013
2012年2月15日発売

c/w：横濱エラヴィータ
戻り川／金木犀

【お得盤】

作詞：森坂とも
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

CA:MHSL 10 / CD:MHCL 2220
2013年2月6日発売

ほろよい酒場
【通常盤】

こいよさめ

c/w：恋夜雨

作詞：森坂とも
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

CA:MHTL 10 / CD:MHCL 2219
2013年2月6日発売

ほろよい酒場
【お得盤】

こいよさめ

c/w：恋夜雨
恋ざんげ／女のひとりごと

女のまこと
作詞：田久保真見
作曲：岡 千秋
編曲：伊戸のりお

CA:MHSL 14 / CD:MHCL 2414
2014年1月1日発売

c/w：愛の橋

【通常盤】

女のまこと
作詞：田久保真見
作曲：岡 千秋
編曲：伊戸のりお

CA:MHTL 14 / CD:MHCL 2413
2014年1月1日発売

c/w：愛の橋
憂愁平野／秘め歌

【お得盤】

矢車草～やぐるまそう～
作詞：仁井谷俊也
作曲：徳久広司
編曲：前田俊明

CA:MHSL 17 / CD:MHCL 2473
2014年9月24日発売

【通常盤】

c/w：江ノ電-白い日傘-

原作：池田充男 / 脚本：杉崎智介
音楽：飯田敏明 / 主演：伍代夏子
劇中歌「雪中相合傘」
作詞：池田充男 / 作曲：弦 哲也
編曲：飯田敏明 / 歌：伍代夏子

CD:MHCL 2910 / CA:MHSL 43
2021年7月21日発売

c/w：雪中相合傘

歌劇版 雪中相合傘-科白編-

矢車草～やぐるまそう～
作詞：仁井谷俊也
作曲：徳久広司
編曲：前田俊明

CA:MHTL 17 / CD:MHCL 2472
2014年9月24日発売

c/w：江ノ電-白い日傘-
北の舟唄／鳴門海峡

【お得盤】

花つむぎ
作詞：仁井谷俊也
作曲：徳久広司
編曲：前田俊明

CA:MHSL 22 / CD:MHCL 2569
2016年1月6日発売

【通常盤】

c/w：淡雪牡丹

花つむぎ
作詞：仁井谷俊也
作曲：徳久広司
編曲：前田俊明

CD:MHCL 2568
2016年1月6日発売

c/w：淡雪牡丹
ふたり坂／人生めぐり愛

【お得盤】

肱川あらし
作詞：喜多條 忠
作曲：船村 徹　
編曲：蔦 将包

CA:MHSL 29 / CD:MHCL 2673
2017年1月25日発売

【通常盤】

c/w：夢待ち港

作詞：喜多條 忠
作曲：船村 徹　
編曲：蔦 将包

肱川あらし

CD:MHCL 2672
2017年1月25日発売

c/w：夢待ち港
はまなす酒場／舟

【お得盤】

宵待ち灯り
作詞：麻 こよみ
作曲：四方 章人　
編曲：前田 俊明

CA:MHSL 33 / CD:MHCL 2736
2018年2月7日発売

c/w：袖しぐれ

【通常盤】

作詞：麻 こよみ
作曲：四方 章人　
編曲：前田 俊明

宵待ち灯り

CD:MHCL 2735
2018年2月7日発売

【お得盤】

c/w：袖しぐれ
都忘れ／浮世坂

宵待ち灯り
作詞：麻 こよみ
作曲：四方 章人　
編曲：前田 俊明

CD:MHCL 2761
2018年7月25日発売

【特別盤】

c/w：肱川あらし

暁
作詞：松井五郎
作曲：杉本眞人
編曲：猪股義周

CA:MHSL 36 / CD:MHCL 2797
2019年2月6日発売

【通常盤】

c/w：いつか雨上がる

暁
作詞：松井五郎
作曲：杉本眞人
編曲：猪股義周

CD:MHCL 2796
2019年2月6日発売

c/w：いつか雨上がる
大阪らぶそんぐ／金木犀

【お得盤】

雪中相合傘
作詞：池田充男
作曲：弦　哲也
編曲：南郷達也

CA:MHSL 40 / CD:MHCL 2838
2020年1月1日発売

【通常盤】

c/w：拝啓　男どの

雪中相合傘
作詞：池田充男
作曲：弦　哲也
編曲：南郷達也

CD:MHCL 2837
2020年1月1日発売

c/w：拝啓　男どの
夜明け坂／夜桜迷い子

【お得盤】

伍代夏子ディスコグラフィー
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ふれあい
●テレビ愛知開局10周年記念曲

作詞：杉江茂貞
補作詞：星野哲郎
作曲：弦 哲也
編曲：丸山雅仁
CA:SRSL 3435 / CD:SRDL 3851
1994年5月21日発売

心の糸
歌:香西かおり・伍代夏子・坂本冬美・
　 長山洋子・藤あや子

●阪神・淡路AID SONG

作詞：たきのえいじ
作曲：杉本真人
編曲：若草 恵＆前田俊明
CA:SRSL 3467 / CD:SRDL 4015
1995年4月26日発売

●伍代夏子＆藤あや子
デュエットソング

作詞：伍代夏子　
作曲：藤あや子　
編曲：小倉 良
CD:MHCL 2847

いつもそばにいるよ
オンナノハナミチ

2020年7月1日発売

お江戸チョイチョイ節

●NHK「コメディーお江戸でござる」
オリジナルソング

作詞：上田紅葉
作曲：四方章人
編曲：前田俊明

CA:SRSL 3608 / CD:SRDL 4718
2002年9月19日発売

c/w：捨てちゃ駄目です 人生は

CA:SRSL 3607 / CD:SRDL 4717
2002年10月9日発売

angel～天使をみつけた～
●伍代夏子＆ソル・ウンド
デュエット・ソング

作詞：阿久 悠
作曲：弦 哲也
編曲：竜崎孝路
c/w：ふたりだけの世界

c/w：ふたりの愛

男と女のはしご酒
●古舘伊知郎＆伍代夏子
デュエット・ソング

作詞：魚住 勉
作曲：馬飼野康二
編曲：馬飼野俊一

17cm:07SH 2027 / CA:10KH 2391
1987年11月21日発売

◎企画シングル



アルバム

戻り川/恋知りそめて/水なし川/函館夢ごよみ/
憂き世川/滝の白糸/舞酔い雪/乱れ花/祝い酒/
いで湯炎歌

戻り川

CA:28KH 5164 / CD:32DH 5164
1988年11月21日発売

水なし川/待つ女/雨のめぐり逢い/湯の町情話/
春子/ふたり川/戻り川/さざんかの宿/舞酔い雪
/大阪しぐれ/浮草ぐらし/恋吹雪/情け川/さよ
なら海峡/水なし川（カラオケ）/待つ女（カラオ
ケ）

夢いくつ

CA:28KH 5299 / CD:32DH 5299
1989年9月21日発売

港ラプソディー/くちべに/行かないで/ガス燈/
旅一夜/恋挽歌/三年坂/夜明け前/女のワルツ/
夢しぐれ（アルバムバージョン）

くちべに

CA:SRTL1733/ CD:SRCL1968
★「くちべに」オリジナル・カラオケ集
CA:SRTL 1734 / CD:SRCL 1980
1991年6月21日発売

忍ぶ雨/戻り川/滝の白糸/さざんかの宿/浮草ぐ
らし/雪酒場/恋知りそめて/水なし川/乱れ花/祝
い酒/待つ女/ふたり川/憂き世川/忍ぶ雨（セリ
フ入り）/戻り川（カラオケ）/忍ぶ雨（セリフ入り）
（カラオケ）
CA:CSTL 1604 / CD:CSCL 1604
1990年11月21日発売

伍代夏子ヒット全曲集

忍ぶ雨（セリフ入り）/一輪ざし/漁火情話/信濃
路ひとり/浮雲/走馬灯/おんな春秋/雨ふり川/
大阪みれん/花冷え/戻り川/水なし川

えれがんす

CA:CSTL 1464 / CD:CSCL 1464
★愛蔵盤「えれがんす」（オリジナル・カラオケ付）
CA:CSTL 1465～6/CD:CSCL 1465～6
1990年7月21日発売

宵待草（ナレーション入り）/ 神田川/花水仙/一
輪ざし/ガス燈/ナレーション～走馬灯/おまえ
に惚れた/裏町酒場/河内おとこ節/望郷じょん
から/水なし川/忍ぶ雨

夢舞台
～伍代夏子ファースト・ライブ～

CA:SRTL 1735 / CD:SRCL 2022
1991年7月25日発売

恋挽歌/戻り川/友禪流し/暗夜航路/しぐれ川/
漁火情話/走馬灯/忍ぶ雨/水なし川/流恋草（は
ぐれそう）/離愁～秋から冬へ～/みれん雨/し
のび傘/酒ごころ（未発表曲）/恋挽歌（カラオケ
）/忍ぶ雨（カラオケ）
CA:SRTL 1765 / CD:SRCL 2205
1991年11月1日発売

伍代夏子ヒット全曲集'92

雪中花/道草/夢ごよみ/おしどり夫婦じゃない
けれど/恋挽歌/忍ぶ雨（セリフ入り）/夏子の夢
（インストゥルメンタル）/恋唄綴り/人生いろ
いろ/川の流れのように/想い出迷子/酔っぱら
っちゃった/恋/夢ごよみ（カラオケ）/雪中花（
カラオケ）

伍代夏子特選集
～夏子ふたり～

CA:SRTL 1823 / CD:SRCL 2445
1992年7月22日発売

雪中花/恋挽歌/忍ぶ雨/水なし川/戻り川/港ラ
プソディー/生命（いのち）のワルツ/男惚れ/酒
場ひとり/矢切の渡し/細雪/波止場しぐれ/女の
駅/雪のれん/雪中花（カラオケ）/港ラプソディ
ー（カラオケ）
CA:SRTL 1831 / CD:SRCL 2492
1992年11月1日発売

伍代夏子ヒット全曲集

雪中花/戻り川/細雪/大阪しぐれ/さざんかの宿
/滝の白糸/舞酔い雪/おしどり夫婦じゃないけ
れど/忍ぶ雨/恋挽歌/水なし川/ふたり川/おん
な春秋/春子/ガス燈/待つ女

伍代夏子 哀艶歌
～市川昭介作品集～

CA:SRTL 1867 / CD:SRCL 2651
1993年6月21日発売

恋ざんげ/雪中花/忍ぶ雨/まほろばの里/夢ごこ
ろ/三陸海岸/冬桜/心凍らせて/たんぽぽ/恋挽
歌/送り傘/水なし川/戻り川/夏子音頭/恋ざん
げ（カラオケ）/夏子音頭（カラオケ）

CA:SRTL 1886 / CD:SRCL 2770
1993年11月1日発売

伍代夏子ヒット全曲集'94

ひとり酒/恋ざんげ/雪中花/恋挽歌/忍ぶ雨/水
なし川/戻り川/月の宿/はまなす恋唄/雨情話/
夢しぐれ/浮雲/雨のめぐり逢い/函館夢ごよみ/
浮世つづり/ひとり酒（カラオケ）　　
CA:SRTL 1913 / CD:SRCL 2917
1994年6月1日発売

伍代夏子
パーフェクトコレクション'87～'94

ひとり酒/忍ぶ雨/雪中花/恋挽歌/縁（えにし）/倖
せ渡し舟/恋縁歌（こいえんか）/わかれうた/駅/
今日でお別れ/六本木ララバイ/ふれあい/とま
どいトワイライト/歌姫/ひとり酒（カラオケ）

CA:SRTL 1930 / CD:SRCL 3032
1994年11月2日発売

伍代夏子ヒット全曲集'95
～夏子の恋～

CA:SRTL 1950 / CD:SRCL 3234
1995年6月21日発売

伍代夏子オリジナル全集
～女のひとりごと～
女のひとりごと/かりそめ/一輪ざし/ガス燈/愛
に燃えて/歌草子娘道成寺/恋文（てがみ）/忍ぶ
雨（セリフ入り）/霞草/おんな坂/走馬灯/花しぐ
れ/漁火情話/待つ女/女のひとりごと（オリジ
ナル・カラオケ）/霞草（オリジナル・カラオケ）

伍代夏子ヒット全曲集'96

CA:SRTL 1968 / CD:SRCL 3381
1995年11月1日発売

北の舟唄/女のひとりごと/ひとり酒/恋ざんげ/
雪中花/恋挽歌/忍ぶ雨/戻り川/酔芙蓉/夜の雪
/まごころ/恋紅/心凍らせて/女のワルツ/ふた
り川/水なし川

夏子の路
～伍代夏子10周年記念アルバム～

CA:SRTL 1998～9 / CD:SRCL 3680～1
1996年9月21日発売

鳴門海峡/北の舟唄/女のひとりごと/ひとり酒/恋ざんげ/雪中花
/恋挽歌/忍ぶ雨/水なし川/戻り川/湯の町情話/信濃路ひとり/道
草/ 倖せ渡し舟/三年坂/契り橋/川の流れのように/越後獅子の唄
/港町十三番地/哀愁波止場/ひばりの佐渡情話/車屋さん/お祭り
マンボ/悲しい酒/ある女の詩（うた）/おまえに惚れた/しのぶ/裏
町酒場/みだれ髪/愛燦燦

伍代夏子ヒット全曲集'97

CA:SRTL 2008 / CD:SRCL 3700
1996年11月21日発売

戻り川/忍ぶ雨/恋挽歌/雪中花/ひとり酒/女の
ひとりごと/北の舟唄/鳴門海峡/函館夢ごよみ/
浮雲/夢しぐれ/雨情話/月の宿/恋文/ごめん/お
もかげ河

伍代夏子ヒット全曲集'98

CA:SRTL 2029 / CD:SRCL 4103
1997年11月1日発売

憂愁平野/鳴門海峡/北の舟唄/女のひとりごと/
ひとり酒/恋ざんげ/雪中花/恋挽歌/忍ぶ雨/水
なし川/戻り川/夢追い海峡/五百川/くちびる花
火/見返り美人/見返り美人（オリジナル・カラ
オケ）

伍代夏子ヒット全曲集'99

CA:SRTL 2063 / CD:SRCL 4394
1998年10月31日発売

港恋唄/憂愁平野/鳴門海峡/北の舟唄/女のひと
りごと/ひとり酒/恋ざんげ/雪中花/恋挽歌/忍
ぶ雨/水なし川/戻り川/冬牡丹/見返り美人/女
の海/女の海（オリジナル・カラオケ）

風待ち湊
伍代夏子オリジナル・アルバム

CA:SRTL 2074 / CD:SRCL 4557
★風待ち湊伍代夏子 オリジナル・カラオケ集
CA:SRTL 2075 / CD:SRCL 4558

1999年6月19日発売

風待ち湊/こぬか雨/お酒のせいではないけれ
ど/憂き世酒/駅/涙の河/港恋唄/夢みなと/津軽
半島/冬の花/浮き草/ひとひらの雪

伍代夏子最新ヒット全曲集

CA:SRTL 2078 / CD:SRCL 4673
1999年11月3日発売

風待ち湊/港恋唄/憂愁平野/鳴門海峡/北の舟唄
/女のひとりごと/ひとり酒/恋ざんげ/雪中花/
恋挽歌/忍ぶ雨/水なし川/戻り川/水無月の雨/
冬牡丹/見返り美人

伍代夏子ベスト・セレクション

CA:SRTL 2096 / CD:SRCL 4857
2000年6月21日発売

はまなす酒場/風待ち湊/港恋唄/冬牡丹/見返り
美人/憂愁平野/鳴門海峡/北の舟唄/女のひとり
ごと/ひとり酒/恋ざんげ/雪中花/恋挽歌/忍ぶ
雨/水なし川/戻り川/夏子音頭

伍代夏子最新ヒット曲全集16

CA:SRTL 2108 / CD:SRCL 4962
2000年11月22日発売

満月/はまなす酒場/夢花火/螢草/かんにん/風
待ち湊/港恋唄/憂愁平野/鳴門海峡/女のひとり
ごと/ひとり酒/恋ざんげ/雪中花/恋挽歌/忍ぶ
雨/戻り川

伍代夏子ベスト・オブ・ベスト

CA:SRTL 2112 / CD:SRCL 5099
2001年6月20日発売

九十九坂/満月/はまなす酒場/風待ち湊/港恋唄
/憂愁平野/鳴門海峡/北の舟唄/女のひとりごと
/ひとり酒/恋ざんげ/雪中花/恋挽歌/忍ぶ雨/水
なし川/戻り川

日本彩織

CA:SRTL 2115 / CD:SRCL 5160
2001年9月19日発売

桜橋/高山巡り/瀬戸情話/誘われて長崎/越後草
紙/秋の栞/鎌倉八景/港町運河/守礼の門/津軽

伍代夏子全曲集

CA:SRTL 2141 / CD:SRCL 5261
2001年11月21日発売

九十九坂/満月/はまなす酒場/寒つばめ/風待ち
湊/港恋唄/見返り美人/鳴門海峡/女のひとりご
と/ひとり酒/恋ざんげ/雪中花/恋挽歌/忍ぶ雨/
戻り川/夏子音頭

伍代夏子最新ベスト

CA:SRTL 2134 / CD:SRCL 5368
2002年6月19日発売

都忘れ/九十九坂/満月/はまなす酒場/風待ち湊
/港恋唄/憂愁平野/鳴門海峡/北の舟唄/女のひ
とりごと/ひとり酒/恋ざんげ/雪中花/恋挽歌/
忍ぶ雨/戻り川

伍代夏子全曲集

CA:SRTL 2152 / CD:SRCL 5472
2002年11月20日発売

都忘れ/横顔慕情/お江戸チョイチョイ節/捨て
ちゃ駄目です　人生は/九十九坂/満月/はまな
す酒場/風待ち湊/港恋唄/鳴門海峡/北の舟唄/
ひとり酒/恋ざんげ/雪中花/忍ぶ雨/angelー天
使を見つけたー

伍代夏子全曲集

CA:SRTL 2160 / CD:SRCL 5633
2003年11月19日発売

秘め歌/夜桜迷い子/都忘れ/十六夜セレナーデ/
愁止符/お江戸チョイチョイ節/九十九坂/満月/
はまなす酒場/港恋唄/鳴門海峡/ひとり酒/恋ざ
んげ/雪中花/忍ぶ雨/戻り川

CA:SRTL 2167～8 / CD:SRCL 5804～5

歌手生活20周年記念スーパーシングルコレクション

夏子 心もよう

2004年9月15日発売

夜明けまでヨコハマ/夢きずな/戻り川/男と女のはし
ご酒/水なし川/忍ぶ雨/恋挽歌/雪中花/恋ざんげ/ひと
り酒/ふれあい/女のひとりごと/北の舟唄/鳴門海峡/
憂愁平野/港恋唄/風待ち湊/はまなす酒場/満月/九十
九坂/都忘れ/お江戸チョイチョイ節/angelー天使を
見つけたー/夜桜迷い子/秘め歌/ふたり坂

CA:SRTL 2169 / CD:SRCL 5842

伍代夏子最新ヒット全曲集

2004年11月17日発売

ふたり坂/忍ぶ雨（セリフ入り）/ごめん/霞草/秘
め歌/夜桜迷い子/雪中花/北の舟唄/走馬灯/ひ
とり酒/津軽半島/鳴門海峡

CA:SRTL 2174 / CD:SRCL 6068

伍代夏子最新ヒット全曲集'06

2005年11月9日発売

浮世坂/鳴門海峡/水なし川/女のひとりごと/お
江戸チョイチョイ節/恋挽歌/高山巡り/夜桜迷
い子/満月/九十九坂/都忘れ/津軽/ふたり坂/恋
ざんげ

CA:SRTL 2179 / CD:SRCL 6429

伍代夏子ヒット全曲集'07

2006年11月8日発売

金木犀/雪中花/戻り川/漁火情話/霞草/鎌倉八
景/ひとり酒/ひとひらの雪/恋文（てがみ）/ふた
り坂/風待ち湊/夢しぐれ

CA:SRTL 2187 / CD:SRCL 6657

伍代夏子最新ヒット全曲集'08

2007年11月7日発売

舟/忍ぶ雨/鳴門海峡/寒咲あやめ/港恋唄/瀬戸
情話/歌草子娘道成寺/夏子音頭/一輪ざし/夢花
火/寒つばめ/女のひとりごと/浮世坂/憂愁平野

CA:SRTL 2201 / CD:SRCL 6911

伍代夏子最新ヒット全曲集2009

2008年11月26日発売

京都二年坂/水なし川/恋挽歌/ふたり坂/はまな
す酒場/戻り川/秋の栞/金木犀/夜桜迷い子/こ
ころ川/秘め歌/ひとり酒/鎌倉八景/見返り美人
/冬牡丹/北の舟唄

CD:SRCL 7135～6

伍代夏子歌手生活25周年記念特別盤

ノスタルジア

2009年9月30日発売

ホの字屋の女房/信濃路暮色/大阪らぶそんぐ/江ノ電-
白い日傘-/長崎ランデヴー/阿国伝説/横濱エラヴィー
タ/木綿の鴎/失恋記念日/瀬田の夕暮れ/おはなし壱/
京都二年坂/おはなし弐/港恋唄（ノスタルジア・ヴァ
ージョン）/おはなし参/函館夢ごよみ/おはなし四/津
軽半島/おはなし五/五百川/おはなし六/雪中花/おは
なし七/旅一夜/おはなし八/走馬灯/おはなし九/風待
ち湊/おはなし拾/鳴門海峡

CA:SRTL 2209 / CD:SRCL 7161

伍代夏子最新ヒット全曲集2010

2009年11月18日発売

夜明け坂/忍ぶ雨/戻り川/水なし川/ひとり酒/
はまなす酒場/女のひとりごと/九十九坂/ふた
り坂/金木犀/秘め歌/恋挽歌/恋ざんげ/北の舟
唄/舟/浮世坂

CD:SRCL 7418

伍代夏子最新ヒット全曲集2011　

2010年11月10日発売

紅一輪/金木犀/雪中花/港恋唄/ひとり酒/夜明
け坂/戻り川/満月/夜桜迷い子/舟/忍ぶ雨/九十
九坂/北の舟唄/憂愁平野/恋ざんげ/鳴門海峡

CD:MHCL 1982

伍代夏子最新ヒット全曲集2012

2011年11月16日発売

霧笛橋/忍ぶ雨/金木犀/ひとり酒/風待ち湊/水
なし川/恋挽歌/紅一輪/お江戸チョイチョイ節/
夏子音頭/ふたり坂/鳴門海峡/戻り川/都忘れ/
風の道/angelー天使を見つけたー

CD:MHCL 2158

伍代夏子ベスト・セレクション

2012年10月31日発売

海峡の宿/金木犀/ふたり坂/雪中花/恋挽歌/北の舟唄/
忍ぶ雨/桜橋/女のワルツ/ひとり酒/夜桜迷い子/鳴門
海峡/恋ざんげ/寒咲あやめ/夜明け坂/angelー天使を
見つけたー

CD:MHCL 2221

伍代夏子カラオケ付きベスト

2013年2月6日発売

金木犀/金木犀（オリジナル・カラオケ）/金木犀（男声
用カラオケ）/忍ぶ雨/忍ぶ雨（オリジナル・カラオケ）/
忍ぶ雨（男声用カラオケ）/ふたり坂/ふたり坂（オリジ
ナル・カラオケ）/ふたり坂（男声用カラオケ）/舟/舟（
オリジナル・カラオケ）/舟（男声用カラオケ）/鳴門海
峡/鳴門海峡（オリジナル・カラオケ）/鳴門海峡（男声
用カラオケ）

CD:MHCL 2358

伍代夏子全曲集2014

2013年11月6日発売

ほろよい酒場/ひとり酒/港恋唄/浮世坂/恋ざんげ/横
顔慕情/十六夜セレナーデ/満月/忍ぶ雨/港町運河/女
のひとりごと/京都二年坂/夢追い海峡/鳴門海峡/戻り
川/夏子音頭

CD:MHCL 2480

伍代夏子ヒットコレクション

2014年11月12日発売

矢車草～やぐるまそう～/金木犀/ふたり坂/雪中花/忍
ぶ雨（セリフ入り）/満月/夜桜迷い子/夜明け坂/angel 
ー天使を見つけたー/恋挽歌/ひとり酒/恋ざんげ/都
忘れ/海峡の宿/鳴門海峡/女のまこと

伍代夏子歌手生活30周年記念企画アルバム

夏子ものがたり～人生めぐり愛～

2015年7月22日発売
CD:MHCL 2539

プロローグ～子供の頃の歌たち～/童謡メドレ
ー/叱られて/おぼろ月夜/里の秋/この道/モノ
ローグ～歌手を夢みて～/さくら貝の歌/星影
の小径/下町の太陽/モノローグ～涙と歩いた
日々～/遠くへ行きたい/見上げてごらん夜の
星を/さくら　さくら/エピローグ～めぐり愛
ありがとう～/人生めぐり愛

伍代夏子全曲集2016

2015年11月4日発売
CD:MHCL 2559

矢車草～やぐるまそう～/金木犀/ほろよい酒
場/冬牡丹/戻り川/舟/こぬか雨/水なし川/秘め
歌/忍ぶ雨/はまなす酒場/夢花火/ひとり酒/信
濃路暮色/鳴門海峡/守礼の門

伍代夏子秘蔵名曲全集
～カップリングコレクション～

2016年6月29日発売
CD:MHCL 2604

函館夢ごよみ/浮雲/夢しぐれ/ごめん/夢追い海
峡/冬牡丹/水無月の雨/横顔慕情/越後草紙/寒
咲あやめ/恋しぐれ/風の道/おんな夜景/愛の橋
/淡雪牡丹

伍代夏子全曲集2017

2016年11月9日発売
CD：MHCL 2642

花つむぎ/ふたり坂/金木犀/忍ぶ雨/満月/恋挽
歌/北の舟唄/霧笛橋/angelー天使を見つけた
ー/矢車草～やぐるまそう～/戻り川/紅一輪/ひ
とり酒/港恋唄/海峡の宿/鳴門海峡

伍代夏子全曲集2018

2017年11月8日発売
CD:MHCL 2728

肱川あらし/金木犀/雪中花/ひとり酒/夜桜迷い
子/女のまこと/風待ち湊/鳴門海峡/忍ぶ雨（台
詞入り）/女のひとりごと/浮世坂/九十九坂/お
江戸チョイチョイ節/憂愁平野/恋ざんげ/矢車
草～やぐるまそう～

伍代夏子全曲集2019

2018年11月7日発売
CD:MHCL 2788

ひとり酒/戻り川/忍ぶ雨/恋挽歌/港恋唄/北の
舟唄/鳴門海峡/恋ざんげ/夜桜迷い子/金木犀/
矢車草～やぐるまそう～/宵待ち灯り/肱川あ
らし/海峡の宿/満月/人生めぐり愛

伍代夏子全曲集 2020

2019年11月6日発売
CD:MHCL 2826

暁／ふたり坂／ひとり酒／雪中花／満月／
舟／霧笛橋／風待ち湊／金木犀／花つむぎ／
矢車草～やぐるまそう～／忍ぶ雨／戻り川／
肱川あらし／鳴門海峡／海峡の宿

伍代夏子全曲集 2021

2020年11月4日発売
CD:MHCL 2863

雪中相合傘／矢車草～やぐるまそう～／肱川
あらし／ひとり酒／紅一輪／忍ぶ雨／水なし
川／秘め歌／戻り川／京都二年坂／女のひとり
ごと／海峡の宿／鳴門海峡／恋ざんげ／いつも
そばにいるよ（伍代夏子・藤あや子）／オンナノ
ハナミチ（伍代夏子・藤あや子）

伍代夏子
特選演歌・ヒット全曲集

2020年11月4日発売
CD:MHCL 2863

雪中相合傘/鳴門海峡/恋挽歌/風待ち湊/北の
舟唄/港恋唄/戻り川/ひとり酒/恋ざんげ/花つ
むぎ/雪中花/金木犀/矢車草～やぐるまそう～
/忍ぶ雨/肱川あらし/海峡の宿

夏子…心うた
-伍代夏子 名曲カバーベスト-

CD:MHCL 1986
2011年11月16日発売

愛の終着駅/北の宿から/立待岬/石狩挽歌/函館本線/
越前岬/風の盆恋歌/さだめ川/鳳仙花/女の港/長良川
艶歌/旅愁/京都から博多まで/空港/酒場にて

CDボックス

カバーアルバム

追憶
～RESPECT COVER～

2016年8月24日発売
CD:MHCL 2629

越後獅子の唄/お祭りマンボ/港町十三番地/哀
愁波止場/車屋さん/ひばりの佐渡情話/悲しい
酒/京都から博多まで/ある女の詩/酒場にて/空
港/おまえに惚れた/鳳仙花/裏町酒場/しのぶ/
愛燦燦/人生いろいろ/みだれ髪/川の流れのよ
うに

伍代夏子全集

2012年7月3日発売
CD:DYCL 1849～1853

・ジュエルケースCD５枚組
・全曲歌詞付き
・オリジナルボックス収納

 DISC 1
戻り川/水なし川/忍ぶ雨（セリフ入り）/恋挽歌/
雪中花/恋ざんげ/ひとり酒/女のひとりごと/北
の舟唄/鳴門海峡/憂愁平野/港恋唄/風待ち湊/
はまなす酒場/満月/九十九坂

 DISC 2
都忘れ/夜桜迷い子/秘め歌/ふたり坂/浮世坂/
金木犀/舟/京都二年坂/夜明け坂/紅一輪/霧笛
橋/海峡の宿/男と女のはしご酒/お江戸チョイ
チョイ節/angelー天使を見つけたー/夏子音頭

 DISC 3
川の流れのように/越後獅子の唄/港町十三番
地/哀愁波止場/ひばりの佐渡情話/車屋さん/お
祭りマンボ/悲しい酒/ある女の詩/おまえに惚
れた/しのぶ/裏町酒場/みだれ髪/愛燦燦

 DISC 4
北の宿から/滝の白糸/鳳仙花/さざんかの宿/祝
い酒/愛の終着駅/想い出迷子/立待岬/心凍らせ
て/京都から博多まで/暗夜航路/女の駅/旅愁/
細雪/石狩挽歌/さだめ川

 DISC 5
矢切の渡し/大阪しぐれ/長良川艶歌/流恋草/風
の盆恋歌/人生いろいろ/空港/函館本線/越前岬
/恋唄綴り/酒場にて/酔っぱらっちゃった/今日
でお別れ/六本木ララバイ/わかれうた/恋
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伍代夏子大全集
～シングルベスト～

2015年6月24日発売
CD:MHCL 2528～2529

戻り川/水なし川/忍ぶ雨/恋挽歌/雪中花/恋ざんげ/ひ
とり酒/女のひとりごと/北の舟唄/鳴門海峡/憂愁平野
/港恋唄/風待ち湊/はまなす酒場/満月/九十九坂



- 3 -

映像

VHS:38ZH221

水なし川

1989年7月21日発売

戻り川/恋知りそめて/水なし川/函館夢ごよみ
/憂き世川/滝の白糸/舞酔い雪/乱れ花/祝い酒
/いで湯炎歌

VHS:SRVM 273 / LD:SRLM 273 / β:SRUM 3273

恋挽歌
～伍代夏子ファースト・ライブ～

1991年9月1日発売

水なし川/待つ女/雨のめぐり逢い/湯の町情話
/春子/ふたり川/戻り川/さざんかの宿/舞酔い
雪/大阪しぐれ/浮草ぐらし/恋吹雪/情け川/さ
よなら海峡/水なし川(カラオケ)/待つ女(カラ
オケ)/ いで湯炎歌

VHS:SRVM 347 / LD:SRLM 347

伍代夏子ベスト・ヒット4

1993年6月21日発売

忍ぶ雨(台詞入り)/一輪ざし/漁火情話/信濃路
ひとり/浮雲/走馬灯/おんな春秋/雨ふり川/
大阪みれん/花冷え/戻り川/水なし川

VHS:SRVM 386 / LD:SRLM 386

演歌の花道・伍代夏子

1994年3月21日発売

オープニング(演歌の花道テーマ)/戻り川/
つぐない/水なし川/想いで迷子/哀しみ本線日
本海/忍ぶ雨/海峡/恋挽歌/雨の慕情/乱れ髪/
恋ざんげ/くちべに/ひとり酒/エンディング
(こころうた)

VHS:SRVM 385 / LD:SRLM 385

ベスト・ヒット4
伍代夏子 No.2

1994年3月21日発売

ひとり酒/月の宿/水なし川/戻り川/ひとり
酒(カラオケ)/月の宿(カラオケ)/水なし川
(カラオケ)/戻り川(カラオケ)

VHS:SRVM 411 / LD:SRLM 411

伍代夏子
ビデオ全曲集'95

1994年9月21日発売

ひとり酒/恋ざんげ/雪中花/恋挽歌/忍ぶ雨
/戻り川ひとり酒(オリジナル・カラオケ)/
恋ざんげ(オリジナル・カラオケ) /雪中花
(オリジナル・カラオケ)/雪中花(オリジナル・
カラオケ)/

VHS:SRVM 443 /  LD:SRLM 443

ベスト・ヒット4
伍代夏子 No.3

1995年4月21日発売

女のひとりごと/ふれあい/ひとり酒/恋ざん
げ女のひとりごと/(オリジナル・カラオケ)/
ふれあい(オリジナル・カラオケ)/ひとり酒(
オリジナル・カラオケ)/恋ざんげ(オリジナ
ル・カラオケ)

VHS:SRVM 488 /  LD:SRLM 488

伍代夏子
ビデオ全曲集'96

1995年11月22日発売

北の舟唄/女のひとりごと/ひとり酒/雪中花
/恋挽歌/忍ぶ雨/北の舟唄(オリジナル・カラ
オケ)/女のひとりごと(オリジナル・カラオ
ケ)/ひとり酒(オリジナル・カラオケ)/雪中花
(オリジナル・カラオケ)/恋挽歌(オリジナル
・カラオケ)/忍ぶ雨(オリジナル・カラオケ)

LD:SRLM 496～498

伍代夏子
ビデオ大全集・完全限定盤

1995年12月13日発売

北の舟唄/女のひとりごと/ひとり酒/ふ
れあい/恋ざんげ/雪中花/恋挽歌/忍ぶ雨
/水なし川/戻り川

VHS:SRVM 522 / LD:SRLM 522

ベスト・ヒット4
伍代夏子No.4

1996年5月22日発売

鳴門海峡/北の舟唄/女のひとりごと/ひと
り酒鳴門海峡(オリジナル・カラオケ) /北
の舟唄(オリジナル・カラオケ) /女のひと
りごと(オリジナル・カラオケ) /北の舟唄
(オリジナル・カラオケ)

VHS:SRVM 526

演歌の花道第二集伍代夏子
～鳴門海峡～

1996年6月21日発売

オープニング(演歌の花道テーマ)/鳴門海
峡/忍ぶ雨/愛傷歌/戻り川/恋ざんげ/大阪
しぐれ/心凍らせて/雪中花/水なし川/ひ
とり酒/わたしの城下町/三年坂/秋桜/恋
挽歌/女のひとりごと/北の舟唄/エンディ
ング(こころうた)

1996年11月21日発売
VHS:SRVM 560 / LD:SRLM 560

伍代夏子
ビデオ全曲集'97
鳴門海峡/北の舟唄/女のひとりごと/ひとり
酒/恋挽歌/忍ぶ雨/鳴門海峡(オリジナル・
カラオケ) /北の舟唄(オリジナル・カラオ
ケ) /女のひとりごと(オリジナル・カラオ
ケ) /ひとり酒(オリジナル・カラオケ) /恋
挽歌(オリジナル・カラオケ)/忍ぶ雨(オリ
ジナル・カラオケ)

VHS:SRVM 5549 / LD:SRLM 5549

伍代夏子10周年記念公演ライブ　
～艶・夢・情～

1997年3月1日発売

オープニング～日和下駄/わたしゃ糸屋の
器量よし/十三夜/船頭可愛や/すみだ川/
車屋さん/チェイス～花笠道中/関東春雨
傘/蘇州夜曲/君待てども/胸の振子/一杯
のコーヒーから/銀座カンカン娘/東京ラ
プソディー/水なし川/戻り川/～他10曲
～/エンディング

VHS:SRVM 5567 / LD:SRLM 5567

ベスト・ヒット4
伍代夏子No.5

1997年6月21日発売

憂愁平野/鳴門海峡/北の舟唄/女のひとり
ごと/憂愁平野(オリジナル・カラオケ)/鳴門
海峡(オリジナル・カラオケ)/北の舟唄(オ
リジナル・カラオケ) /女のひとりごと(オ
リジナル・カラオケ

VHS:SRVM 5600 / LD:SRLM 5600

伍代夏子
ビデオ全曲集'98

1997年11月21日発売

憂愁平野/鳴門海峡/北の舟唄/女のひとり
ごと/ひとり酒/恋挽歌/憂愁平野(オリジ
ナル・カラオケ)/鳴門海峡(オリジナル・カ
ラオケ)/北の舟唄(オリジナル・カラオケ)
女のひとりごと(オリジナル・カラオケ)

VHS:SRVM 5619 / LD:SRLM 5619

ベスト・ヒット4
伍代夏子No.6

1998年5月21日発売

港恋唄/憂愁平野/鳴門海峡/北の舟唄/港
恋唄(オリジナル・カラオケ)/憂愁平野(オ
リジナル・カラオケ) /鳴門海峡(オリジナ
ル・カラオケ)/北の舟唄(オリジナル・カラ
オケ)

VHS:SRVM 5636 / LD:SRLM 5636

伍代夏子
ビデオ全曲集'99

1998年10月31日発売

港恋唄/憂愁平野/鳴門海峡/北の舟唄/女
のひとりごと/ひとり酒/港恋唄(オリジナ
ル・カラオケ)/憂愁平野(オリジナル・カラ
オケ) /鳴門海峡(オリジナル・カラオケ) /
北の舟唄(オリジナル・カラオケ) /女のひ
とりごと(オリジナル・カラオケ) /ひとり
酒(オリジナル・カラオケ)

VHS:SRVM 5689

ベスト・ヒット4
伍代夏子No.8

2000年5月3日発売

はまなす酒場/鳴門海峡/恋ざんげ/忍ぶ雨
/はまなす酒場(オリジナル・カラオケ)/鳴
門海峡(オリジナル・カラオケ)/恋ざんげ(
オリジナル・カラオケ) /忍ぶ雨(オリジナ
ル・カラオケ)

DVD：SRBL 1209

秘め歌

2004年1月21日発売

秘め歌/秘め歌カラオケ（歌詞字幕付き）

DVD：SRBL 1248

熱唱！伍代夏子
歌手生活20周年記念コンサート
夏子 心もよう

2005年8月24日発売

オープニング/日和下駄/お祭りマンボ～SE（新
内流し）/夜桜迷い子/ 満月/みだれ髪/お江戸チ
ョイチョイ節/素敵なランデヴー/都忘れ/恋ざ
んげ/真赤な太陽/夢きずな/戻り川/水なし川/ 
忍ぶ雨/恋挽歌/雪中花/ひとり酒/憂愁平野/女の
ひとりごと/九十九坂/秘め歌/北の舟唄/はまな
す酒場/風待ち湊/港恋唄/鳴門海峡/ふたり坂
/エンディング

DVD：SRBL 1382～3

伍代夏子
ビデオ全曲集2009

2008年11月12日発売

DISC1
OPENING/戻り川/水なし川/忍ぶ雨/恋挽歌/雪中
花/恋ざんげ/ひとり酒/ふれあい/女のひとりごと/北
の舟唄/鳴門海峡/憂愁平野/港恋唄
DISC2
OPENING/風待ち湊/はまなす酒場/満月/九十
九坂/都忘れ/夜桜迷い子/秘め歌/ふたり坂/浮世坂/
金木犀/舟/京都二年坂/特典映像 伍代夏子スペシャ
ルインタビュー「夏子の思い出」

DVD：MHBL 202～203

伍代夏子コンサート豪華2本立て

2012年8月29日発売

おまえに惚れた/裏町酒場/河内おとこ節/望郷
じょんから/宵待草/神田川/花水仙/走馬灯/一輪
ざし/ガス橙/女のワルツ/戻り川/恋挽歌/忍ぶ雨

伍代夏子歌手生活30周年記念コンサート
～心より感謝を込めて～

2016年1月6日発売
DVD：MHBL 285

オープニング/やくざ若衆祭り唄/MC/お座敷ソ
ングメドレー/一週間に十日来い/トンコ節/ヤッ
トン節/松の木小唄/お座敷小唄/下町育ち/矢切
の渡し/東京ドドンパ娘（バンド演奏）/東京の花
売り娘/東京キッド/ウナセラディ東京/東京アン
ナ/プロローグ～子供の頃の歌たち～/童謡メ
ドレー/叱られて/おぼろ月夜/里の秋/この道/
プロローグ～子供の頃の歌たち～/見上げてご
らん夜の星を/エピローグ～めぐり愛ありがと
う～/さくら さくら/戻り川/MC/金木犀/ひとり
酒/恋ざんげ/忍ぶ雨/雪中花/MC/矢車草～や
ぐるまそう～/海峡の宿/鳴門海峡/MC/人生めぐ
り愛/～エンディング

伍代夏子
ビデオヒットコレクション

2016年1月6日発売
DVD：MHBL 286

戻り川/忍ぶ雨/恋ざんげ/ひとり酒/鳴門海峡/港
恋唄/浮世坂/金木犀/夜明け坂/紅一輪/霧笛橋/
海峡の宿/ほろよい酒場/女のまこと/矢車草～や
ぐるまそう～/戻り川(オリジナル・カラオケ)/忍
ぶ雨(オリジナル・カラオケ)/恋ざんげ(オリジナ
ル・カラオケ)/ひとり酒(オリジナル・カラオケ)/
鳴門海峡(オリジナル・カラオケ)/港恋唄(オリジナル
・カラオケ)/浮世坂(オリジナル・カラオケ)/金木犀(
オリジナル・カラオケ)/夜明け坂(オリジナル・カ
ラオケ)/紅一輪(オリジナル・カラオケ)/霧笛橋(オリジ
ナル・カラオケ)/海峡の宿(オリジナル・カラオケ)/
ほろよい酒場(オリジナル・カラオケ)/女のまこ
と(オリジナル・カラオケ)/矢車草 ～やぐるまそう～(
オリジナル・カラオケ)

●伍代夏子（ごだいなつこ）　●生年月日：1961年12月18日
●出身地：東京都　渋谷区　●血液型：A型　●星座：射手座
●趣味・特技：カメラ・写真・ネイチャークラフト・料理・園芸

兵庫県　南あわじ市　鳴門海峡うず潮観光大使

愛媛県　大洲市　肱川あらし観光大使

厚生労働省　肝炎対策特別大使

警視庁　特別防犯支援官

伍代夏子プロフィール

NOT FOR SALE


