石原詢子ディスコグラフィー
シングル

ホレました

作詞：山本伊織
作曲：長沢ヒロ
編曲：長沢ヒロ
c/w：はんぶん東京人
17cm：07SH 3115 / CA：10WH 3115

1988年10月21日発売

あなたにとまれ
作詞：松本礼児
作曲：むらさき幸
編曲：馬場良

ふたり傘

CD：SRDL 4721 / CA：SRSL 3611

CD：MHCL 1894 / CA：MHTL 2

CD：MHCL 2707

雨の居酒屋

あまやどり

1992年2月21日発売

作詞：北野 彩／補作詞：里村龍一
作曲：叶 弦大
編曲：丸山雅仁

c/w：北の帰り道

CD：SRDL 3687 / CA：SRCL 3406

1993年6月21日発売

三日月情話
作詞：岡田冨美子
作曲：川口 真
編曲：川村栄二
c/w：夜汽車

CD：SRDL 3911 / CA：SRSL 3457

1994年9月21日発売

夕霧海峡

作詞：水木れいじ
作曲：岡 千秋
編曲：丸山雅仁

c/w：祝い節

CD：SRDL 4046 / CA：SRSL 3471

1995年8月2日発売

桟橋

作詞：たきのえいじ
作曲：四方章人
編曲：丸山雅仁

c/w：明日坂

CD：SRDL 4275 / CA：SRSL 3521

1996年10月21日発売

手鏡

作詞：たきのえいじ
作曲：山口ひろし
編曲：丸山雅仁
c/w：浮世舟
CD：SRDL 4379 / CA：SRSL 3531

1997年6月21日発売

人恋しぐれ

作詞：里村龍一
作曲：水森英夫/編曲：馬場 良
c/w：花暦
CD：SRDL 4505 / CA：SRSL 3547

1998年4月22日発売

みれん酒

作詞：里村龍一
作曲：水森英夫／編曲：石倉重信
c/w：えにしの糸
CD：SRDL 4624 / CA：SRSL 3565

1999年4月21日発売

おんなの涙

作詞：麻こよみ
作曲：岡 千秋／編曲：南郷達也
c/w：夜泣き鳥
CD：SRDL 4688 / CA：SRSL 3580

2000年4月19日発売

浜唄

作詞：たきのえいじ
作曲：岡 千秋／編曲：池田孝春
c/w：ふるさと恋唄
CD：SRDL 4699 / CA：SRSL 3584

2001年2月21日発売

あなたと生きる

作詞：麻こよみ
作曲：水森英夫
編曲：石倉重信
c/w：明日坂（
「宝船」入り）
CD：SRDL 4711 / CA：SRSL 3601

2002年2月20日発売

きずな酒

作詞：里村龍一
作曲：叶 弦大／編曲：前田俊明
c/w：おんなの春
CD：SRDL 4714 / CA：SRSL 3604

2002年8月21日発売

しあわせの花
作詞 : 水木れいじ
作曲 : 市川昭介
編曲 : 石倉重信
c/w：ふたりづれ

CD：MHCL 1967 / CA：MHSL 4

2011年9月21日発売
【お得盤】

しあわせの花

作詞：三浦康照
作曲：影山時則
編曲：前田俊明
c/w：この世で一番好きな人
CD：SRCL 5876 / CA：SRSL 3622

北しぐれ

2011年4月13日発売

2004年8月18日発売

CD：CSDL 3236 / CA：CSSL 3236

CD：SRDL 3438 / CA：SRSL 3326

CD：MHCL 1893 / CA：MHSL 2

【通常盤】

作詞：仁井谷俊也
作曲：五木ひろし
編曲：池多孝春
c/w：春の恋唄

おもいでの雨

c/w：道しるべ

作詞：いとう冨士子
作曲：国安修二／編曲：若草 恵
c/w：アカシアの雨がやむとき／冬の街
何も始まらないなら〜ソロ・バージョン〜

紅い月

残り紅

作詞：たきのえいじ
作曲：叶 弦大
編曲：前田俊明

逢いたい、今すぐあなたに…。

2004年1月21日発売

CD：SRCL 5784 / CA：SRSL 3620

1991年3月21日発売

【お得盤】

明日坂

CD：CSDL 3069 / CA：CSSL3069

作詞：吉岡 治
作曲：弦 哲也
編曲：桜庭伸幸
c/w：月見草

2011年4月13日発売

2003年5月21日発売

CD：SRCL 5648 / CA：SRSL 3615

1990年4月8日発売

雪散華〜ゆきさんげ〜

c/w：ほたるのふる里

CD：12EH 3299 / CA：10WH 3299

作詞：水木れいじ
作曲：四方章人
編曲：斎藤恒夫
c/w：今夜だけ泣いて

【通常盤】

作詞：冬弓ちひろ
作曲：徳久広司
編曲：前田俊明

c/w：夢落葉

恋岬

逢いたい、今すぐあなたに…。
作詞：いとう冨士子
作曲：国安修二／編曲：若草 恵
c/w：アカシアの雨がやむとき
上を向いて歩こう

作詞：里村龍一
作曲：叶 弦大
編曲：前田俊明
c/w：明日坂（詩吟「宝船」入り）

1989月21日発売

【通常盤】

作詞：里村龍一
作曲：叶 弦大
編曲：石倉重信

作詞 : 水木れいじ
作曲 : 市川昭介／編曲 : 石倉重信
c/w：ふたりづれ
きずな酒／淡墨桜
CD：MHCL1966 / CA：MHTL4

2005年1月26日発売

2011年9月21日発売
【通常盤】

よりそい草

作詞：永井龍雲
作曲：永井龍雲
編曲：矢野立美
c/w：桜貝のかほり

作詞：森坂とも
作曲：水森英夫
編曲：石倉重信
c/w： 一途

CD：SRCL 5958 / CA：SRSL 3626

CD：MHCL2137 / CA：MHSL8

2005年8月24日発売

2012年9月19日発売

ふたり川

【お得盤】

よりそい草

作詞：麻こよみ
作曲：岡 千秋
編曲：南郷達也
c/w：散るは涙か花びらか

作詞：森坂とも
作曲：水森英夫
編曲：石倉重信
c/w：一途／桟橋／手鏡

CD：SRCL 6271 / CA：SRSL 3630

CD：MHCL2136 / CA：MHTL7

2006年4月26日発売

2012年9月19日発売

【通常盤】

【通常盤】

淡墨桜

さよなら酒

作詞：下地亜記子
作曲：徳久広司
編曲：南郷達也
c/w：迷い蛍

作詞：森坂とも
作曲：水森英夫
編曲：石倉重信
c/w：蘇州夜曲／東京ブギウギ

CD：SRCL 6507 / CA：SRSL 3631

CD：MHCL 2295 / CA：MHSL 12

2007年3月7日発売

2013年7月3日発売

【お得盤】

【お得盤】

淡墨桜

さよなら酒

作詞：下地亜記子
作曲：徳久広司／編曲：南郷達也
c/w：迷い蛍／みれん酒
明日坂（詩吟「宝船」入り）

作詞：森坂とも
作曲：水森英夫
編曲：石倉重信
c/w：蘇州夜曲／浜唄／紅い月
CD：MHCL 2294 / CA：MHTL 12

CD：SRCL 6506 / CA：SRSL 3630

2007年3月7日発売

2013年7月3日発売

【通常盤】

【通常盤】

濃尾恋歌

なごり雨

作詞：たきのえいじ
作曲：徳久広司
編曲：南郷達也
c/w：一人静

作詞：冬弓ちひろ
作曲：吉 幾三
編曲：京建輔
c/w：千年先まで…
CD：MHCL 2439 / CA：MHSL 16

CD：SRCL 6743 / CA：SRSL 3637

2014年4月23日発売

2008年3月5日発売

【お得盤】

【お得盤】

濃尾恋歌

なごり雨

作詞：冬弓ちひろ
作曲：吉 幾三／編曲：京 建輔
c/w：千年先まで…／みれん酒
淡墨桜

作詞：たきのえいじ
作曲：徳久広司／編曲：南郷達也
c/w：一人静
ふたり傘／ほたるのふる里

c/w：涙に抱かれて
2017年9月6日発売

【お得盤】

雪散華〜ゆきさんげ〜

作詞：冬弓ちひろ
作曲：徳久広司
編曲：前田俊明
c/w：涙に抱かれて
ホレました（アルバム・バージョン）
／ふたり傘
CD：MHCL 2706

2017年9月6日発売
【通常盤】

遥かな道

作詞：冬弓ちひろ
作曲：岡 千秋
編曲：南郷達也

c/w：細石〜さざれいし〜（詩吟「細石」入り）
CD：MHCL 2743 / CA：MHSL 35

2018年4月11日発売
【お得盤】

遥かな道

作詞：冬弓ちひろ
作曲：岡 千秋
編曲：南郷達也

c/w：細石〜さざれいし〜（詩吟「細石」入り）
みれん酒／逢いたい、今すぐあなたに…。
CD：MHCL 2742

2018年4月11日発売
【通常盤】

通り雨

作詞：冬弓ちひろ
作曲：岡 千秋
編曲：南郷達也

c/w：こころに春を
CD：MHCL 2804 / CA：MHSL 37

2019年5月15日発売
【お得盤】

通り雨

作詞：冬弓ちひろ
作曲：岡 千秋
編曲：南郷達也
c/w：こころに春を
淡墨桜（詩吟「淡墨桜」入り）
詢子の日本列島しあわせ音頭
CD：MHCL 2803

2019年5月15日発売
【通常盤】

ひとり酔いたくて
作詞：吉井省一
作曲：岡 千秋
編曲：南郷達也

c/w：大阪おかん
CD：MHCL 2836 / CA：MHSL 39

2019年12月11日発売
【お得盤】

ひとり酔いたくて
作詞：吉井省一
作曲：岡 千秋
編曲：南郷達也

c/w：大阪おかん／手鏡
明日坂（詩吟「宝船」入り）
CD：MHCL 2835

2019年12月11日発売

ただそばにいてくれて
作詞：古内東子
作曲：古内東子
編曲：河野 伸

c/w：ひと粒

CD：MHCL 2901 / CA：MHSL 41

2021年5月19日発売

CD：MHCL2438 / CA：MHTL16

CD：SRCL6742 / CA：SRSL3 636

2014年4月23日発売

2008年3月5日発売

【通常盤】

港ひとり

【通常盤】

寿 契り酒

作詞：下地亜紀子
作曲：四方章人
編曲：丸山雅仁
c/w：おんな雨

作詞：下地亜記子
作曲：徳久広司／編曲：南郷達也
c/w：寿 契り酒〜詩吟「結婚を賀す」入り〜

CD：MHCL 2510 / CA：MHSL 19

CD：SRCL 6855 / CA：SRSL 3641

2015年4月8日発売

2008年9月3日発売

【お得盤】

【お得盤】

港ひとり

寿 契り酒

作詞：下地亜紀子
作曲：四方章人／編曲：丸山雅仁
c/w：おんな雨／ふたり傘
明日坂（詩吟「宝船」入り）

作詞：下地亜記子
作曲：徳久広司／編曲：南郷達也
c/w：寿 契り酒〜詩吟「結婚を賀す」入り〜
明日坂（詩吟「宝船」入り）

CD：MHCL 2509 / CA：MHTL 19

CD：SRCL 6854 / CA：SRSL 3640

2015年4月8日発売

2008年9月3日発売

【通常盤】

化粧なおし

【通常盤】

風よ吹け

作詞：たきのえいじ
作曲：杉本眞人
編曲：宮崎慎二
c/w：すみだ川夜曲

作詞：仁井谷俊也
作曲：弦 哲也
編曲：前田俊明
c/w：月のエレジー

CD：MHCL 2575

2016年3月9日発売

CD：SRCL 7000 / CA：SRSL 3645

2009年5月27日発売

【お得盤】

化粧なおし

【お得盤】

風よ吹け

作詞：たきのえいじ
作曲：杉本眞人／曲：宮崎慎二
c/w：すみだ川夜曲
三日月情話
逢いたい、今すぐあなたに…。

作詞：仁井谷俊也
作曲：弦 哲也／編曲：前田俊明
c/w：月のエレジー
夕霧海峡／あなたと生きる

CD：MHCL 2574

CD：SRCL 6999 / CA：SRTL 2207

2016年3月9日発売

2009年5月27日発売

【通常盤】

女の花舞台

【通常盤】

ひとり日本海

作詞：さくらちさと
作曲：四方章人
編曲：石倉重信
c/w：春航路

作詞：仁井谷俊也
作曲：弦 哲也／編曲：前田俊明
c/w：港が見える丘／リンゴの唄

CD：MHCL 2676 / CA：MHSL 30

CD：SRCL 7211 / CA：SRTL 2214

2017年2月22日発売

2010年1月27日発売
【お得盤】

【お得盤】

ひとり日本海

女の花舞台

作詞：さくらちさと
作曲：四方章人／編曲：石倉重信
c/w：春航路
1992Version
明日坂（詩吟「宝船」入り）
みれん酒

作詞：仁井谷俊也
作曲：弦 哲也／編曲：前田俊明
c/w：港が見える丘
人恋しぐれ／みれん酒
CD：SRCL 7210 / CA：SRTL 2213

2010年1月27日発売

CD：MHCL 2675

2017年2月22日発売
-

1-

●内藤国雄 & 石原詢子
デュエット・シングル

夜のおとぎばなし
作詞：松井由利夫
作曲：市川昭介
編曲：池多孝春

CD：SRDL3352 / CA：SRSL3296

1991年9月21日臨時発売

●臨時発売シングル

郡上の詩
長良川

作詞：森 省三
作曲：叶 弦大／編曲：丸山雅仁

CD：SRDL3597 / CA：SRSL3378

1992年12月12日臨時発売

●浜 圭介 & 石原詢子
デュエット・シングル

三人の女

作詞：たきのえいじ
作曲：浜 圭介／編曲：石倉重信

CD：SRDL4672 / CA：SRSL3573

1999年11月20日発売

●石原じゅんこ＆国安修二
デュエット・シングル

何も始まらないなら
作詞：夏目 純
作曲：国安修二／編曲：十川ともじ
c/w：Tokyo
CD：SRCL7417 / CA：SRSL3651

2010年10月27日発売

アルバム

【石原悦子：テイチクレコード】

現代名吟家特選集
「吟雄」

石原詢子最新ベスト

青葉の笛/母(非行少年の悔悟)/英霊南より還る稗搗之歌

あなたと生きる/浜唄/おんなの涙/みれん酒/人恋しぐれ/花暦/
手鏡/桟橋/夕霧海峡/三日月情話/北しぐれ/雨の居酒屋/残り紅/
恋岬/あなたにとまれ/ホレました

17㎝ 55-61 OS 3801W / 3802W

CD：SRCL 5369 / CA：SRTL 2135

片想い

石原詢子全曲集

1978年発売

恋岬/花わかれ/ホレました/道しるべ/月見草/夢見川/あなたに
とまれ/あなたの女/鴎という名の酒場/月夜だね/博多舟/アカシ
アの夢/雨やどり/長良川艶歌

CD：CSCL 1151 / CA：CSTL 1151

1990年6月1日発売

石原詢子 最新ヒット全曲集

雨の居酒屋/明日坂/屋台酒/故郷酒場/残り紅/男の花道/冬紅葉/
酔ごころ/女の港/俺の出番はきっと来る/浮草情話/ふたり酒/愛
染かつらをもう一度/祝い船/雨の居酒屋
（オリジナル・カラオケ）
/冬紅葉
（オリジナル・カラオケ）
CD：SRCL 2499 / CA：SRTL 1838

1992年11月1日発売

石原詢子 ヒット全曲集'94

北しぐれ/雨の居酒屋/郡上の詩/月見草/恋岬/明日坂/明日坂（オ
リジナル・カラオケ）
/冬の駅/雪の舟/酒きずな/演歌みち/酒場ひ
とり/カモメお前なら/蜩
（ひぐらし）

CD：SRCL 2776 / CA：SRTL 892

1993年11月1日発売

石原詢子 ヒット全曲集'95

三日月情話/みちのく挽歌/石狩挽歌/天城越え/酔歌/無言坂/夜
汽車/予感
（NHK「サンデー経済スコープ」
エンディング・テーマ）
/北しぐれ/雨の居酒屋/郡上の詩/残り紅/恋岬/あなたにとまれ/
ホレました/三日月情話
（オリジナル・カラオケ）

CD：SRCL 3038 / CA：SRTL 1936

1994年11月2日発売

石原詢子 ヒット全曲集'96

夕霧海峡/三日月情話/樹氷の駅/越前恋歌/北の女房/夢おぼろ/
海燕/大阪情話/雨の居酒屋/北しぐれ/夢見川/屋台酒/郡上の詩/
明日坂（「宝船」入り）/明日坂（「宝船」入り）
（オリジナル・カラオ
ケ）
/夕霧海峡
（オリジナル・カラオケ）
CD：SRCL 3388 / CA：SRTL 1975

1995年11月1日発売

石原詢子 ヒット全曲集'97

桟橋/なみだの棧橋/白い海峡/女泣き砂日本海/三日月情話/恋は
女の命の華よ/海峡わかれ雨/夕霧海峡/恋して音頭/明日坂（「宝
船」入り）/ふたり/うたかたの宿/北しぐれ/雨の居酒屋/ふたり（
オリジナル・カラオケ）/恋して音頭
（オリジナル・カラオケ）

CD：SRCL 3701 / CA：SRTL 2009

1996年11月21日発売

石原詢子 ヒット全曲集'98

手鏡
（
「籠の鳥」
入り）/桟橋/夕霧海峡/三日月情話/北しぐれ/雨の
居酒屋/浮世舟/明日坂
（
「宝船」
入り）/浪花おんな節/他人酒/望郷
じょんから/舞酔い雪/細雪/女の酒場/浪花おんな節（オリジナ
ル・カラオケ）/手鏡
（
「籠の鳥」
入り）
（オリジナル・カラオケ）

CD：SRCL 4108 / CA：SRTL 2034

1997年11月1日発売

石原詢子 ヒット全曲集'99

人恋しぐれ/手鏡/桟橋/夕霧海峡/三日月情話/北しぐれ/明日坂（
「宝船」入り）/夢かんざし/花暦/哀愁港/二輪草/波止場しぐれ/佐
渡の恋唄/女の駅/音無川/愛傷歌

CD：SRCL 4398 / CA：SRTL 2067

1998年10月31日発売

石原詢子 スーパー・コレクション

みれん酒/人恋しぐれ/手鏡/桟橋/夕霧海峡/三日月情話/北しぐ
れ/群上の詩/明日坂（「宝船」入り）/雨の居酒屋/夜のおとぎばな
し/残り紅/月見草/恋岬/あなたにとまれ/ホレました

CD：SRCL 4559 / CA：SRTL 2076

1999年6月19日発売

石原詢子 最新ヒット全曲集

みれん酒/人恋しぐれ/手鏡/桟橋/夕霧海峡/三日月情話/えにし
の糸/花暦/明日坂（「宝船」入り）/流氷岬/終着みなと/愛別川/お
んな橋/隅田おんな川/夢追い橋/三人の女

CD：SRCL 4677 / CA：SRTL 2082

1999年11月3日発売

石原詢子 ベスト・コレクション
おんなの涙/みれん酒/三人の女/人恋しぐれ/花暦/手鏡/桟橋/夕
霧海峡/三日月情話/北しぐれ/郡上の詩/明日坂
（
「宝船」
入り）/雨
の居酒屋/残り紅/恋岬/あなたにとまれ/ホレました

CD：SRCL 4858 / CA：SRTL 2097

2000年6月21日発売

石原詢子 最新ヒット全曲集16

おんなの涙/愛をください/夜泣き鳥/みれん酒/宵待ちしぐれ/ひ
とり雨/許してほしい/三人の女/人恋しぐれ/花暦/手鏡/桟橋/夕
霧海峡/三日月情話/明日坂（「宝船」入り）/ホレました（アルバム
・バージョン）

平成14年6月19日発売

きずな酒/あなたと生きる/浜唄/おんなの春/うちあけ話/花暦/
雨の居酒屋/おんなの涙/みれん酒/人恋しぐれ/手鏡/桟橋/夕霧
海峡/三日月情話/ホレました（アルバム・バージョン）/明日坂（「
宝船」
入り）
CD：SRCL 5473 / CA：SRTL 2153

2002年11月20日発売

15周年企画 日本の祭り

詢子のソーラン祭り/郡上恋唄/越後夢花火/七夕哀歌/浅草八景/
博多男節/ほたるのふる里/阿波よしこの囃子/古都の送り火/美
ら島恋歌/女の祭り/女の祭り
（オリジナル・カラオケ）

CD：SRCL 5583 / CA：SRTL 2159

2003年6月18日発売

石原詢子全曲集

ふたり傘/きずな酒/あなたと生きる/浜唄/ほたるのふる里/花暦
/おんなの涙/みれん酒/人恋しぐれ/手鏡/桟橋/夕霧海峡/三日月
情話/雨の居酒屋/あなたにとまれ/ホレました
（アルバム・バー
ジョン）

CD：SRCL 5635 / CA：SRTL 2162

2003年11月19日発売

石原詢子最新ヒット全曲集

紅い月/みれん酒/美ら島恋歌/手鏡/雨の居酒屋/三日月情話/桟
橋/あなたと生きる/隅田おんな川/郡上の詩/おんなの涙/明日坂
（詩吟
「宝船」
入り）

CD：SRCL 5844 / CA：SRTL 2171

2004年11月17日発売

石原詢子 最新ヒット全曲集'06
冬の街/あまやどり/一途/おもいでの雨/夕霧海峡/おんなの涙/
みれん酒/浜唄/越中恋唄/愛をください/ほたるのふる里/花暦/
雨の居酒屋/紅い月

CD：SRCL 6070 / CA：SRTL 2176

2005年11月9日発売

石原詢子ヒット全曲集'07

ふたり川/迷い橋/人恋しぐれ/明日坂（詩吟「宝船」入り）/きずな
酒/紅い月/みれん酒/郡上恋唄/桟橋/ふるさと恋唄/桜貝のかほ
り/冬の街

CD：SRCL 6431 / CA：SRTL 2181

2006年11月8日発売

デビュー 20周年記念スーパーシングルコレクション

源風

DISC1 ホレました/あなたにとまれ/恋岬/残り紅/雨の居酒屋/郡
上の詩/北しぐれ/三日月情話/夕霧海峡/桟橋/手鏡/人恋しぐれ/
みれん酒/おんなの涙
DISC2 浜唄/あなたと生きる/きずな酒/ふたり傘/明日坂（詩吟「
宝船」入り）/紅い月/おもいでの雨/あまやどり/ふたり川/淡墨桜
/結婚を賀す/武田節/青葉の笛
CD：SRCL 6655〜56 / CA：SRTL 2185〜86

2007年10月24日発売

しあわせ演歌・石原詢子です

明日坂（詩吟「宝船」入り）/きずな酒/ふたり傘/愛をください/え
にしの糸/予感/ふたり川/一途/あなたと生きる/あまやどり/こ
の世で一番好きな人/秋桜/みちづれ/夫婦坂/ふたり酒/ハナミズキ

CD：SRCL 6800 / CA：SRTL 2197

2008年6月4日発売

石原詢子 最新ヒット全曲集2009

寿契り酒/あなたと生きる/人恋しぐれ/桟橋/夕霧海峡/おもいで
の雨/明日坂（詩吟「宝船」入り）/一途/みれん酒/女の祭り/浜唄/
あまやどり/郡上の詩/七夕哀歌/ふたり傘/三日月情話

CD：SRCL 6913 / CA：SRTL 2203

2008年11月26日発売

石原詢子 最新ヒット全曲集2010

風よ吹け/みれん酒/寿契り酒（詩吟「結婚を賀す」入り）/きずな酒
/明日坂（詩吟「宝船」入り）1995 Version/あなたと生きる/手鏡/
ふたり傘/三日月情話/ふたり川/桟橋/雨の居酒屋/なごり雨/お
んなの涙/淡墨桜/月のエレジー
（台詞入り）

CD：SRCL 7163 / CA：SRTL 2211

2009年11月18日発売

石原詢子 最新ヒット全曲集2011
ひとり日本海/ふたり傘/おもいでの雨/きずな酒/あまやどり/紅
い月/淡墨桜/北しぐれ/明日坂（詩吟「宝船」入り）/ホレました/み
れん酒/浜唄/夕霧海峡/寿 契り酒（詩吟「結婚を賀す」入り）/風よ
吹け/ふたり歩き

CD：SRCL 7420

2010年11月10日発売

石原詢子 最新ヒット全曲集2012
しあわせの花/あなたと生きる/ふたり傘/おんなの涙/明日坂（詩
吟「宝船」入り）/夕霧海峡/みれん酒/ふたり歩き/雨の居酒屋/人
恋しぐれ/ひとり日本海/紅い月/三日月情話/桜貝のかほり/何も
始まらないなら〜ソロ・バージョン〜/逢いたい、今すぐあなた
に…。

CD：SRCL 4964 / CA：SRTL 2110

CD：MHCL 1984

石原詢子ベスト・オブ・ベスト

石原詢子ベスト・セレクション

CD：SRCL 5101 / CA：SRTL 2114

CD：MHCL 2160

石原詢子全曲集

石原詢子カラオケ付きベスト

2000年11月22日発売

浜唄/おんなの涙/みれん酒/人恋しぐれ/花暦/手鏡/桟橋/夕霧海
峡/三日月情話/北しぐれ/明日坂
（
「宝船」
入り）/雨の居酒屋/残り
紅/恋岬/あなたにとまれ/ホレました

2001年6月20日発売

浜唄/おもかげ劇場/越中恋唄/ふるさと恋唄/日暮れ坂/花暦/雨
の居酒屋/おんなの涙/みれん酒/人恋しぐれ/手鏡/桟橋/夕霧海
峡/三日月情話/ホレました（アルバム・バージョン）/明日坂（「宝
船」
入り）

CD：SRCL 5263 / CA：SRTL 2143

2001年11月21日発売

2011年11月16日発売

よりそい草/きずな酒/ふたり傘/あまやどり/おんなの春/恋岬/
ひとり日本海/淡墨桜/古都の送り火/明日坂
（ 詩吟
「宝船」入り）/
みれん酒/おもかげ劇場/しあわせの花/夕霧海峡/ほたるのふる
里/逢いたい、
今すぐあなたに…。

2012年10月31日発売

紅い月/紅い月（オリジナル・カラオケ）/紅い月（男声用カラオ
ケ）/みれん酒/みれん酒（オリジナル・カラオケ）/みれん酒（男声
用カラオケ）/あなたと生きる/あなたと生きる（オリジナル・カ
ラオケ）/あなたと生きる（男声用カラオケ）/ふたり傘/ふたり傘
（オリジナル・カラオケ）/ふたり傘（男声用カラオケ）/きずな酒/
きずな酒
（オリジナル・カラオケ）
/きずな酒
（男声用カラオケ）
CD：MHCL 2223

2013年2月6日発売
-

2-

デビュー 25 周年スペシャル・ベスト

石原詢子全曲集2014

DISC1さよなら酒/みれん酒/あなたと生きる/明日坂（詩吟「宝船
」入り）/浜唄/淡墨桜/夕霧海峡/寿 契り酒（詩吟「結婚を賀す」入
り）/桟橋/ふたり傘/ホレました/郡上の詩/紅い月／手鏡（「籠の
鳥」
入り）/ほたるのふる里/三日月情話
DISC2 十三夜/瞼の母

CD：MHCL 2360〜2361

2013年11月6日発売

石原詢子ヒットコレクション

濃尾恋歌/淡墨桜/郡上の詩/しあわせの花/ふたり傘/雨の居酒屋
/明日坂（詩吟「宝船」入り）/三日月情話/桟橋/紅い月/みれん酒/
千年先まで…
（アルバムバージョン）/何も始まらないなら
（ソロ
・バージョン）/逢いたい、
今すぐあなたに…。/下呂音頭

CD：MHCL 2482

2014年11月12日発売

石原詢子大全集〜シングルベスト〜
DISC1ホレました/あなたにとまれ/恋岬/残り紅/雨の居酒屋/北
しぐれ/三日月情話/夕霧海峡/桟橋/手鏡/人恋しぐれ/みれん酒/
おんなの涙/浜唄/あなたと生きる/きずな酒
DISC2 ふたり傘/明日坂/紅い月/おもいでの雨/あまやどり/ふ
たり川/淡墨桜/なごり雨/寿契り酒/風よ吹け/ひとり日本海/逢
いたい、今すぐあなたに…。/しあわせの花/よりそい草/さよな
ら酒/濃尾恋歌/港ひとり

CD：MHCL 2532〜2533

2015年6月24日発売

石原詢子

全曲集2016

港ひとり/よりそい草/きずな酒/おもいでの雨/みれん酒/寿 契
り酒（詩吟「結婚を賀す」入り）/越後夢花火/あなたにとまれ/風
よ吹け/手鏡/流氷岬/ひとり日本海/ふたり川/おんなの涙/残り
紅/濃尾恋歌

CD：MHCL 2561

2015年11月4日発売

石原詢子 秘蔵名曲全集
〜カップリングコレクション〜
はんぶん東京人/月見草/道しるべ/夜汽車/祝い節/花暦/ふるさ
と恋唄/おんなの春/ほたるのふる里/桜貝のかほり/迷い蛍/月の
エレジー/一途/千年先まで…/おんな雨
CD：MHCL 2606

2016年6月29日発売

石原詢子

全曲集2017

化粧なおし/ホレました/しあわせの花/濃尾恋歌/みれん酒/明日
坂/あなたと生きる/ふたり傘/恋岬/北しぐれ/人恋しぐれ/あま
やどり/逢いたい、今すぐあなたに…。/淡墨桜 /三日月情話/夕霧
海峡

CD：MHCL 2644

2016年11月9日発売

石原詢子

全曲集2018

雪散華〜ゆきさんげ〜/みれん酒/淡墨桜/郡上の詩/寿契り酒〜
詩吟「結婚を賀す」入り〜/浜唄/桟橋/明日坂（詩吟「宝船」入り）/
さよなら酒/雨の居酒屋/風よ吹け/逢いたい、今すぐあなたに・・
・。/なごり雨/港ひとり/女の花舞台/朝まで恋人（五木ひろし・石
原詢子）
CD：MHCL 2730

2017年11月8日発売

詢風〜吟詠の世界〜

淡墨桜（詩吟入り）/黒田節（詩吟「名槍日本号」入り）/詩吟「山行」
/詩吟「稗搗之歌」
（石原悦子名義 初CD化音源）/明日坂（詩吟｢
宝船｣入り）/詩吟「偶成」/武田節（詩吟「風林火山」入り）/富士山/
構成吟「本能寺」/詩吟「結婚を賀す」/寿 契り酒（詩吟｢結婚を賀
す｣入り）/詩吟「月夜聞荒城曲」
（CD初収録ライブ音源）/細石〜
さざれいし〜
（詩吟「細石」入り）/ほたるのふる里
（詩吟「何事も」
入り）/白虎隊（詩吟「白虎隊」入り/詩吟「偶成」
（ガイドメロディ
ー入りカラオケ）

CD：MHCL 2767

2018年9月5日発売

石原詢子

全曲集2019

遥かな道/ホレました/三日月情話/夕霧海峡/みれん酒/明日坂（
詩吟「宝船」入り）/ふたり傘/逢いたい、今すぐあなたに…。/より
そい草/濃尾恋歌/港ひとり/化粧なおし/女の花舞台/雪散華〜ゆ
きさんげ〜/淡墨桜（詩吟「淡墨桜」入り）/詢子の日本列島しあわ
せ音頭

CD：MHCL 2790

2018年11月7日発売

石原詢子

全曲集2020

通り雨/ふたり傘/しあわせの花/きずな酒／紅い月/夕霧海峡/淡
墨桜（詩吟「淡墨桜」入り）/人恋しぐれ/雪散華〜ゆきさんげ〜/
逢いたい、今すぐあなたに・・・。/あまやどり/ひとり日本海/寿契
り酒〜詩吟「結婚を賀す」入り〜/みれん酒/女の花舞台/遥かな
道

CD：MHCL 2728

2019年11月6日発売

石原詢子

全曲集2021

ひとり酔いたくて/風よ吹け/みれん酒/浜唄/さよなら酒/三日月
情話/おもいでの雨/ふたり傘/手鏡/あなたと生きる/詢子の日本
列島しあわせ音頭明日坂（詩吟「宝船」入り）/恋岬/濃尾恋歌/淡
墨桜
（詩吟
「淡墨桜」
入り）/逢いたい、
今すぐあなたに・・
・。

CD：MHCL 2865

2020年11月4日発売

石原詢子 特選演歌・ヒット全曲集

紅い月/明日坂（詩吟「宝船」入り）/濃尾恋歌/三日月情話/手鏡
（「籠の鳥」入り）/あなたと生きる/ひとり酔いたくて/ふたり傘/
きずな酒/淡墨桜
（詩吟
「淡墨桜」
入り）/みれん酒/桟橋/夕霧海峡/
雨の居酒屋/しあわせの花/ホレました
CD：MHCL 2945

2021年11月3日発売

カバーアルバム

日本名曲集

ふたり酒/天城越え/長良川艶歌/望郷じょんから/みち
づれ/夫婦坂/白い海峡/無言坂/演歌みち/蜩/石狩挽歌/
細雪/佐渡の恋唄/波止場しぐれ/なみだの桟橋/女泣き
砂日本海/酔歌

ふたり傘/ふたり傘カラオケ
（歌詞字幕付き）

DVD：SRBL1210

CD：SRCL 6970

2009年7月22日発売

石原詢子デビュー 25 周年記念カバー・アルバム

我がこころの愛唱歌

〜夢と希望に満ちてたあの時代〜

青い山脈/憧れのハワイ航路/君の名は/湖畔の宿/リン
ゴの唄/白い花の咲く頃/星の流れに/東京ブギウギ/蘇
州夜曲/港が見える丘/銀座カンカン娘/テネシーワルツ
CD：MHCL 2357

2013年10月23日発売

我がこころの愛唱歌Ⅱ

東京だョおっ母さん（セリフ入り）/アカシアの雨がやむ
とき/上を向いて歩こう/見上げてごらん夜の星を/真赤
な太陽/虹色の湖/小指の思い出/ゆうべの秘密/ブルー・
ライト・ヨコハマ/愛のさざなみ/手紙/瀬戸の花嫁/喝采/
五番街のマリーへ/空港

CD：MHCL 2508

2015年4月8日発売

CD ボックス
石原詢子

ふたり傘

2004年1月21日発売

デビュー15周年記念 石原詢子リサイタル
“花咲きそめし・祭りうた”ライブ
詩吟 月夜聞荒城曲/黒田節/おまつりメドレー（八木節〜
河内おとこ節〜お祭りの夜〜孤愁人〜祭囃子がうねるよ
〜まつり）/きずな酒/手鏡/桟橋/三日月情話/あなたと生き
る/夕霧海峡/みれん酒/ふたり傘/未来へのノスタルジア/
美ら島恋歌/ソーラン節/詢子のソーラン祭り/初恋/ミ・ア
モーレ/抱いて…/ほたるのふる里/浜唄/七夕哀歌/古都の
送り火/ホレました
DVD：SRBL 1216

2004年2月18日発売

劇団シニアグラフティ
昭和歌謡シアター
“終着駅”
DVD：UFGP 1005

時代のうた

DISC1 ホレました/郡上の詩/三日月情話/夕霧海峡/
桟橋/みれん酒/あなたと生きる/きずな酒/ふたり傘/
明日坂 (詩吟 「宝船」入り) 1992 Version/紅い月/淡墨
桜/寿契り酒 (詩吟「結婚を賀す」入り)/風よ吹け/逢
いたい、今すぐあなたに…。/しあわせの花/濃尾恋歌
DISC2 蘇州夜曲/湖畔の宿/リンゴの唄/星の流れに/
港が見える丘/憧れのハワイ航路/東京ブギウギ/銀座
カンカン娘/青い山脈/白い花の咲く頃/テネシーワル
ツ/君の名は/東京だョおっ母さん(セリフ入り)/アカシ
アの雨がやむとき/上を向いて歩こう/見上げてごらん
夜の星を/真赤な太陽/虹色の湖/小指の思い出/ゆうべ
の秘密/ブルー・ライト・ヨコハマ/愛のさざなみ/手
紙
DISC3 瀬戸の花嫁/喝采/五番街のマリーへ/空港/み
ちづれ/石狩挽歌/アカシアの夢/秋桜/なみだの棧橋/
鴎という名の酒場/ふたり酒/他人酒/あなたの女/祝い
船/俺の出番はきっと来る/女の港/細雪/浮草情話/長
良川艶歌
DISC4 夫婦坂/カモメお前なら/望郷じょんから/演
歌みち/恋は女の命の華よ/愛傷歌/波止場しぐれ/天城
越え/女の駅/舞酔い雪/女泣き砂日本海/音無川/月夜
だね/博多舟/雨やどり/大阪情話/酔歌
DISC5 佐渡の恋唄/愛染かつらをもう一度/みちのく
挽歌/白い海峡/酒場ひとり/酔ごころ/雪の舟/蜩/無言
坂/酒きずな/冬の駅/越前恋歌/海燕/北の女房/女の酒
場/哀愁港/二輪草
CD：DYCL 3067〜3071

2006年発売

劇団シニアグラフティ
昭和歌謡シアター
東京”
DVD：UFGP 1040

2007年発売

石原詢子
DVDビデオ全曲集2009

DISC1 ホレました/あなたにとまれ/恋岬/残り紅/雨
の居酒屋/北しぐれ/三日月情話/夕霧海峡/桟橋/手鏡/
人恋しぐれ/みれん酒／おんなの涙/浜唄/あなたと生
きる/きずな酒
DISC2
ふたり傘/明日坂（詩吟「宝船」入り）/紅
い月/おもいでの雨/あまやどり/ふたり川/淡墨桜/な
ごり雨/寿 契り酒 〜詩吟「結婚を賀す」入り〜/三日
月情話（別ver）/明日坂（アルバムver）/花暦/女の
祭り特典映像 秘蔵ドキュメント/「詢子のしあわせ
撮影日記」

DVD：SRBL 1370〜1

2008年9月24日発売

2014年11月10日発売

映像

ベスト・カップリング
石原詢子

北しぐれ / 雨の居酒屋 / 北しぐれ（オリジナル・カラ
オケ）/ 雨の居酒屋（オリジナル・カラオケ）
LD：SRMM 4371

1993年10月21日発売

ベスト・カップリング
石原詢子２

夕霧海峡 / 三日月情話 / 夕霧海峡
（オリジナル・カラオ
ケ）/ 三日月情話
（オリジナル・カラオケ）
LD：SRMM 4371

1993年10月21日発売

ベスト・ヒット4
石原詢子1

夕霧海峡 / 三日月情話 / 北しぐれ / 雨の居酒屋 / 夕霧
海峡（オリジナル・カラオケ）/ 三日月情話（オリジナ
ル・カラオケ）/ 北しぐれ（オリジナル・カラオケ）/
雨の居酒屋（オリジナル・カラオケ）
LD：SRLM 512／VHS：SRVM 512

1997年1月1日

ベスト・カップリング
石原詢子３

手鏡 / 桟橋 / 手鏡（オリジナル・カラオケ）/ 桟橋（オ
リジナル・カラオケ）
LD：SRMM 4576

1997年7月21日発売

ベスト・ヒット4
石原詢子2

手鏡 / 桟橋 / 夕霧海峡 / 明日坂（詩吟「宝船」入り）/
手鏡（オリジナル・カラオケ）/ 桟橋（オリジナル・カ
ラオケ）/ 夕霧海峡（オリジナル・カラオケ）/ 明日坂
（詩吟「宝船」入り （
) オリジナル・カラオケ）
LD：SRLM 5575 / VHS：SRVM 5575

1997年1月1日

デビュー20周年記念
石原詢子リサイタル
〜今・感謝を込めて〜
ホレました/あなたにとまれ/恋岬/きずな酒/あなたと
生きる/紅い月／花暦/三日月情話/なごり雨/あまやど
り 〜「雨」アンコ入り〜/ふたり傘/歌謡浪曲「八百
屋お七恋ごころ」/桃色吐息/六本木心中/吾亦紅/愛し
き日々/みれん酒/淡墨桜／夕霧海峡/（手紙朗読）/寿
契り酒 〜詩吟「結婚を賀す」入り〜
DVD：SRBL 1320

2009年3月11日発売

石原詢子
ビデオヒットコレクション
みれん酒/ふたり傘/紅い月/淡墨桜/なごり雨/風よ
吹け/ひとり日本海/何も始まらないなら/逢いたい、
今すぐあなたに. . .。/しあわせの花/よりそい草/さよな
ら酒／濃尾恋歌/千年先まで・・・/港ひとり
DVD：MHBL 288

石原詢子プロフィール

2016年1月6日発売

石原詢子30周年記念リサイタル
〜遥かな歌の道〜

夕霧海峡/ホレました/人恋しぐれ/三日月情話/白虎隊
（詩吟「白虎隊」入り）/淡墨桜（うすずみざくら）
（詩吟「淡墨桜」入り）/富士山／ふたり傘/あなたと
生きる/よりそい草/しあわせの花／みれん酒/あまや
どり/逢いたい、今すぐあなたに…。/歌謡浪曲「唐人
お吉」（二葉百合子・石原詢子）/岸壁の母（二葉百
合子）/関東一本〆（二葉百合子・石原詢子）/港ひと
り/化粧なおし/濃尾恋歌/雪散華〜ゆきさんげ〜/遥か
な道/女の花舞台

DVD：MHBL 336

2019年1月16日発売

ゲームソフト
新 DX億万長者ゲーム
〜作って！売って！大儲け！〜
SLPM 872514

2003年6月19日発売

ベスト・カップリング
石原詢子４

人恋しぐれ/花暦/人恋しぐれ
（オリジナル・カラオケ）/
花暦
（オリジナル・カラオケ）

●石原詢子（いしはらじゅんこ） ●生年月日：1968年1月12日

LD：SRMM 4626

●出身地：岐阜県

1997年7月21日発売

●星座：山羊座

ベスト・ヒット4
石原詢子3

詩吟

浜唄 / おんなの涙 / みれん酒 / 人恋しぐれ / 浜唄 / お
んなの涙 / みれん酒 / 人恋しぐれ

揖斐郡

池田町

●血液型：A型

●趣味・特技：絵画・書道・ゴルフ

揖水流詢風会家元

岐阜県

ひだ・みの観光大使

北海道

江差町観光大使

VHS：SRVM 5725

2001年5月23日

-
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NOT FOR SALE

