藤あや子ディスコグラフィー
シングル
村勢真奈美名義シングル】

ふたり川

作詞：石本美由起
作曲：船村 徹
編曲：丸山雅仁
c/w：女の真実
EP：07SH1952

1987年6月21日発売

おんな

作詞：荒川利夫
作曲：叶 弦大
編曲：竹村次郎
c/w：木曽の恋唄
E P：07SH 3338 / CA：10WH 3338
CD：12EH 3338

1989年9月21日発売

雨夜酒

作詞：荒川利夫
作曲：叶 弦大
編曲：前田俊明
c/w：荒浪大将
CA：CSSL 3237 / CD：CSDL 3237

1991年３月 21 日発売

こころ酒

作詞：三浦康照
作曲：山口ひろし
編曲：前田俊明
c/w：涙の夜汽車
CA：SRSL 3366 / CD：SRDL 3533

1992年9月1日発売

むらさき雨情
作詞：三浦康照
作曲：山口ひろし
編曲：前田俊明
c/w：母恋酒

CA：SRSL 3384 / CD：SRDL 3629

1993年4月1日発売
おなきがわ

女泣川

作詞：坂口照幸
作曲：徳久広司
編曲：前田俊明
c/w：さしむかい
CA：SRSL 3431 / CD：SRDL 3816

1994年4月1日発売

花のワルツ
作詞：たかたかし
作曲：徳久広司
編曲：南郷達也
c/w：さよなら岬

CA：SRSL 3453 / CD：SRDL 3896

1994年7月21日発売

み・れ・ん

作詞：吉田 旺
作曲：山口ひろし
編曲：前田俊明

c/w：かくれ花
CA：SRSL 3464 / CD：SRDL 3995

1995年5月21日発売

おばこ巡礼歌
作詞：吉 幾三
作曲：吉 幾三
編曲：南郷達也

c/w：紅ごころ
CA：SRSL 3497 / CD：SRDL 4199

1996年5月22日発売
べに

紅

作詞：坂口照幸
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明

c/w：椿坂
CA：SRSL 3517 / CD：SRDL 4263

1996年8月21日発売

うたかたの恋
作詞：三浦康照
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明
c/w：きずな

CA：SRSL 3527 / CD：SRDL 4344

1997年3月31日発売
しんしん

雪 深深

作詞：石本美由起
作曲：桧原さとし
編曲：桜庭伸幸
c/w：はまなす
CA：SRSL 3543 / CD：SRDL 4441

1998年2月25日発売
はっこうか

薄幸花

作詞：石本美由起
作曲：浜 圭介
編曲：南郷達也

c/w：艶姿…恋絵巻
CA：SRSL 3556 / CD：SRDL 4552

1998年7月15日発売

女のまごころ
作詞：三浦康照
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明
c/w：恋夢語

CA：SRSL 3561 / CD：SRDL 4610

1999年2月17日発売

くちづけ

作詞：松井由利夫
作曲：弦 哲也
編曲：前田俊明
c/w：恋しそうろう
CA：SRSL 3578 / CD：SRDL 4682

2000年2月23日発売

【通常盤】

きょうちくとう

夾竹桃

作詞：小野 彩
作曲：小野 彩
編曲：伊戸のりお
c/w：あや子のお国自慢だよ
CA：SRSL 3638 / CD：SRCL 6784

2008年5月21日発売

ふたり花
作詞：三浦康照
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明
c/w：夢月夜

CA：SRSL 3581 / CD：SRDL 4693

2000年8月30日発売

作詞：下地亜記子
作曲：円 広志
編曲：桜庭伸幸
c/w：恋ひ月夜

きょうちくとう

夾竹桃

作詞：小野 彩／作曲：伊藤雪彦
編曲：伊戸のりお
c/w：あや子のお国自慢だよ
むらさき雨情／ふたりの絆

CA：SRSL 3585 / CD：SRDL 4700

2001年3月14日発売

ふたりの絆
作詞：小野 彩
作曲：小野 彩
編曲：伊戸のりお
c/w：愛に揺れて

CA：SRSL 3587 / CD：SRDL 4703

2001年8月29日発売
こよいざけ

2008年5月21日発売
【通常盤】

作詞：小椋 佳／作曲：小椋 佳
編曲：宮崎慎二
c/w：戯れに
CA：SRSL 3642 / CD：SRCL 6957

2009年1月28日発売

ひだ

心の襞

作詞：小椋 佳／作曲：小椋 佳
編曲：宮崎慎二
c/w：戯れに／冬桜／紅い糸
CA：SRTL 2205 / CD：SRCL 6956

恋酔酒

作詞：小野 彩
作曲：小野 彩
編曲：前田俊明
c/w：夢みたび
CA：SRSL 3603 / CD：SRDL 4713

2002年5月22日発売

流氷恋唄

作詞：小野 彩
作曲：小野 彩
編曲：桜庭伸幸
c/w：そんなあんたに惚れたのさ
CA：SRSL 3606 / CD：SRDL 4716

2002年8月29日発売

寄りそい橋

2009年1月28日発売
【通常盤】

忘却の雨

作詞：小野 彩／作曲：五木ひろし
編曲：南郷達也

藤あや子&五木ひろし

最後の恋物語

作詞：小野 彩／作曲：五木ひろし
編曲：竜崎孝路
CA：SRSL 3646 / CD：SRCL 7099

2009年9月2日発売
【お得盤】

忘却の雨

作詞：小野 彩／作曲：五木ひろし
編曲：南郷達也

藤あや子&五木ひろし

最後の恋物語

CA：SRSL 3610 / CD：SRDL 4720

CA：SRTL 2208 / CD：SRCL 7098

曼珠沙華
作詞：阿木耀子
作曲：宇崎竜童
編曲：深澤 順
c/w：愛染橋

CA：SRSL 3614 / CD：SRCL 5609

2003年9月18日発売

花びら慕情
作詞：三浦康照
作曲：水森英夫
編曲：伊戸のりお
c/w：恋の走馬燈

CA：SRSL 3616 / CD：SRCL 5671

2004年2月18日発売

雪荒野

作詞：下地亜記子
作曲：浜 圭介
編曲：桜庭伸幸
c/w：あや子音頭
CA：SRSL 3621 / CD：SRCL 5810

2004年9月29日発売

港子守歌

作詞：下地亜記子
作曲：小野 彩
編曲：桜庭伸幸
c/w：歌謡浪
「港子守歌」
〜蝶々夫人に寄せて
CA：SRSL 3624 / CD：SRCL 5921

2005年5月18日発売

宵待草

作詞：小野 彩
作曲：小野 彩
編曲：南郷達也
c/w：悲恋花
CA：SRSL 3628 / CD：SRCL 6235

2006年3月1日発売

無情の酒

作詞：三浦康照
作曲：水森英夫
編曲：前田俊明
c/w：無情の酒（ギター演歌バージョン）
女の恋心
CA：SRSL 3632 / CD：SRCL 6523

2007年3月21日発売

紅い糸

作詞：小野 彩
作曲：小野 彩
編曲：宮崎慎二
c/w：雪のみちのく
CA：SRSL 3635 / CD：SRCL 6640

2007年９月19日発売

2012年2月8日発売

作詞：藤あや子
作曲：内池秀和
編曲：内池秀和

作詞：小野 彩／作曲：五木ひろし
編曲：竜崎孝路
c/w：こころ酒／おばこ巡礼歌

2009年9月2日発売

【通常盤】

まごころの花

作詞：三浦康照／作曲：小野 彩
編曲：伊戸のりお
c/w：哀愁の町・小樽
CA：SRSL 3650 / CD：SRCL 7269

2010年5月12日発売
【お得盤】

まごころの花

作詞：三浦康照／作曲：小野 彩
編曲：伊戸のりお
c/w：哀愁の町・小樽／
うたかたの恋／寄り添い橋
CA：SRTL 2216 / CD：SRCL 7268

2010年5月12日発売
【通常盤】

泣き鏡

作詞：松本一起
作曲：久地万里子
編曲：十川ともじ
c/w：幻の恋と偽って
CA：SRSL 3653 / CD：SRCL 7536

2011年2月16日発売
【お得盤】

泣き鏡

作詞：松本一起
作曲：久地万里子
編曲：十川ともじ
c/w：幻の恋と偽って
夕顔／輪廻の鎖
CA：SRTL 2218 / CD：SRCL 7535

2011年2月16日発売
【通常盤】

北へ…ひとり旅

作詞：三浦康照／作曲：小野 彩
編曲：伊戸のりお

新月

からたちの小径

作詞：喜多條 忠/南こうせつ
作曲：南こうせつ 編曲：佐久間順平

たそがれ綺麗

作詞：阿木燿子／作曲：南こうせつ
編曲：佐藤 準
CA：MHSL 28 / CD：MHCL 2670

2017年1月11日発売

命の花よ

作詞：小野 彩／作曲：原 譲二
編曲：宮崎慎二

c/w：Never forget
（英語バージョン）

c/w 命の花よ(シアターバージョン)

CD：MHCL 2064

CA：MHSL 31 / CD：MHCL 2700

2012年5月23日発売
【通常盤】

作詞：美樹克彦
作曲：美樹克彦
編曲：宮崎慎二
c/w：浮雲

CA：MHSL 9 / CD：MHCL 2197

2013年1月23日発売

2017年8月23日発売
【通常盤】

素肌

作詞：中村 中 作曲：小野 彩
編曲：小林 信吾

素顔

作詞：中村 中 作曲：小野 彩
編曲：高田 弘
CA：MHSL 34 / CD：MHCL 2741

2018年4月11日発売

【お得盤】

浮雲ふたつ

作詞：美樹克彦／作曲：美樹克彦
編曲：宮崎慎二
c/w：浮雲／ふたりの絆／寄り添い橋
CA：MHTL 9 / CD：MHCL 2196

2013年1月23日発売
【通常盤】

海峡しぐれ

作詞：原 譲二／作曲：原 譲二
編曲：宮崎慎二
c/w：岬宿

【お得盤】

素顔

作詞：中村 中 作曲：小野 彩
編曲：高田 弘

素肌

作詞：中村 中 作曲：小野 彩
編曲：小林 信吾

CD：MHCL 2740

2018年4月11日発売
【通常盤】

ふたり道

作詞：小野 彩／作曲：中村典正
編曲：伊戸のりお

CA：MHSL 15 / CD：MHCL 2416

2014年1月8日発売

c/w：角館恋灯り

CA：MHSL 38 / CD：MHCL 2831

【お得盤】

海峡しぐれ

作詞：原 譲二／作曲：原 譲二
編曲：宮崎慎二
c/w：岬宿／雨夜酒／恋酔酒

2019年11月27日発売
【お得盤】

ふたり道

作詞：小野 彩／作曲：中村典正
編曲：伊戸のりお

2014年1月8日発売

CA：MHSL 3 / CD：MHCL 1950

2011年9月28日発売
【お得盤】

北へ…ひとり旅

作詞：三浦康照／作曲：小野 彩
編曲：伊戸のりお

新月

作詞：山崎ハコ／作曲：山崎ハコ
編曲：十川ともじ
c/w：雪 深深／流水恋唄
CA：MHTL 3 / CD：MHCL 1949

2011年9月28日発売

1-

c/w：角館恋灯り／こころ酒
むらさき雨情

【通常盤】

笑う月

作詞：村山由佳・美樹克彦
作曲：美樹克彦／編曲：宮崎慎二

CD：MHCL 2830

2019年11月27日発売

浮き世ばなし

夢のまにまに

CA：MHSL 18 / CD：MHCL 2505

c/w：閉ざされた恋（Single Version）

作詞：村山由佳・美樹克彦
作曲：美樹克彦
編曲：川口 真／小唄監修：扇 よし和
2015年3月4日発売

【お得盤】

浮き世ばなし

作詞：村山由佳・美樹克彦
作曲：美樹克彦
編曲：川口 真／小唄監修：扇 よし和

笑う月

作詞：村山由佳・美樹克彦
作曲：美樹克彦／編曲：宮崎慎二

c/w：北へ…ひとり旅
あや子のお国自慢だよ〜がんばろな東北!!〜

作詞：売野雅勇
作曲：南こうせつ
編曲：斎藤ネコ

CA：MHSL 42 / CD：MHCL 2903

2021年5月26日発売

鳥

作詞：岡田冨美子
作曲：南こうせつ
編曲：斎藤ネコ

c/w：秘密／銀河心中
CD：MHCL 2963

2022年６月22日発売

CD：MHCL 2504

2015年3月4日発売
【通常盤】

麗人草

作詞：三浦康照
作曲：小野 彩
編曲：若草 恵
c/w：花くれないに命燃えて…
CA：MHSL 21 / CD：MHCL 2550

2015年8月26日発売
【お得盤】

麗人草

【香西かおり・伍代夏子・坂本冬美・長山洋子・藤あや子】

心の糸

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
CD：SRDL 4015 / CA：SRSL 3467

1995年4月26日発売

【北島三郎・藤あや子】

夫婦綴り

c/w：花くれないに命燃えて…
ふたり花／夾竹桃

作詞：伊藤美和
作曲：原 譲二
編曲：前田俊明
さよなら恋人岬

CD：MHCL 2549

CA：MHTL 25 / CD：MHCL 2601

作詞：三浦康照／作曲：小野 彩
編曲：若草 恵

2015年8月26日発売
【通常盤】

夕霧岬

作詞：原 譲二／作曲：原 譲二
編曲：南郷達也

c/w：みれんの酒場

CA：MHSL 23 / CD：MHCL 2571

2016年1月6日発売
【お得盤】

作詞：山崎ハコ／作曲：山崎ハコ
編曲：十川ともじ

-

【通常盤】

CA：MHTL 15 / CD：MHCL 2415

作詞：小野 彩
作曲：小野 彩
編曲：宮崎慎二
c/w：北の春

2003年３月26日発売

CA：MHSL 7 / CD：MHCL 2023

浮雲ふたつ

ひだ

心の襞

【お得盤】

作詞：小野 彩／作曲：伊藤雪彦
編曲：伊戸のりお
c/w：あや子のお国自慢だよ

わすれない

【お得盤】

CA：SRTL 2196 / CD：SRCL 6783

かげろう

あや子のお国自慢だよ
～がんばろな東北!!～

夕霧岬

作詞：原 譲二／作曲：原 譲二
編曲：南郷達也

c/w：みれんの酒場／おばこ巡礼歌
まごころの花
CD：MHCL 2570

2016年1月6日発売

【通常盤】

たそがれ綺麗

作詞：阿木燿子／作曲：南こうせつ
編曲：佐藤 準

からたちの小径

作詞：喜多條 忠/南こうせつ
作曲：南こうせつ 編曲：佐久間順平
CA：MHSL 27 / CD：MHCL 2669

2017年1月11日発売

2016年５月18日発売
【藤あや子 feat. m.c.A・T】

「秋田音頭 ―AKITA・ONDO―」
秋田県民謡 補作詞：m.c.A・T/藤あや子
補作曲：m.c.A・T 編曲：m.c.A・T

「秋田音頭 ―AKITA・ONDO―
Bonjour Club Mix」

秋田県民謡 補作詞：m.c.A・T/藤あや子
補作曲：m.c.A・T 編曲：m.c.A・T

「秋田音頭 ―AKITA・ONDO―
Ayako Mix」
秋田県民謡 補作詞：藤あや子
編曲：m.c.A・T
MHCL 2795

2019年1月1日発売
【伍代夏子・藤あや子】

いつもそばにいるよ
作詞：伍代夏子／作曲：藤あや子
編曲：小倉 良

オンナノハナミチ
歌詞原作：伍代夏子
作詞：伍代夏子・藤あや子
作曲：藤あや子／編曲：小倉 良
CD：MHCL 2847

2020年7月1日発売

アルバム

雨夜酒

雨夜酒/螢/北列車/大阪情話/恋舟/おんな/紙の舟/酔歌/
木曽の恋唄/あばれ太鼓/しのび宿/涙と一緒

CA：CSTL 1676 / CD：CSCL 1676

1991年3月21日発売

ヒット全曲集ʼ92

こころ酒/むらさき雨情/陽炎/雪の華/紙の舟/夢咲川/雨
夜酒/おんな/涙と一緒/木曽の恋唄/望郷酒場/酔歌/北列
車/夕映えの宿

CA：SRTL 1929 / CD：SRCL 2212

1991年11月21日発売

最新ヒット全曲集

こころ酒/恋雨/みちのく挽歌/酒場ひとり/涙の夜汽車/
路地あかり/雨夜酒/おんな/ながれ花/裏町酒場/雨の大
阪/母子草/夕映えの宿/北列車/恋雨
（オリジナル・カラ
オケ）
/ながれ花
（オリジナル・カラオケ）

CA：SRTL 1832 / CD：SRCL 2493

1992年11月1日発売

むらさき雨情 ～オリジナル全集～

むらさき雨情/こころ酒/雨ものがたり/母恋酒/涙の夜
汽車/迷い舟/おんな/雨夜酒/木曽の恋唄/夢咲川/紙の
舟/ながれ花/涙と一緒/母子草/迷い舟
（オリジナル・カ
ラオケ）
/紙の舟
（オリジナル・カラオケ）

CA：SRTL 1860 / CD：SRCL 2600

1993年5月1日発売

ヒット全曲集ʼ94

むらさき雨情/なみだ草/面影しぐれ/酒きずな/蜩/一輪
ざし/こころ酒/雨夜酒/風港/北半島/無言坂/北ホテル/
たのみ酒/おんな/面影しぐれ
（オリジナル・カラオケ）
/
風港
（オリジナル・カラオケ）

CA：SRTL 1887 / CD：SRCL 2771

1993年11月1日発売

女泣川 ～オリジナル全集～

女泣川/おんな火/しあわせ春秋/こころ酒/さよなら岬
/牡丹雪/むらさき雨情/雨夜酒/さしむかい/雪子/路地
あかり/ながれ花/高瀬舟/おんな/しあわせ春秋
（オリ
ジナル・カラオケ）/雪子
（オリジナル・カラオケ）
CA：SRTL 1909 / CD：SRCL 2873

ヒット全曲集ʼ98

うたかたの恋/むらさき雨情/港恋うれば/女のあざみ
駅/み・れ・ん/母恋酒/面影しぐれ/北半島/こころ酒/紙
の舟/おばこ巡礼歌/椿坂/木曽の恋唄/おんな/紅/涙の
夜汽車

女泣川/花のワルツ/むらさき雨情/むかい風/男の船唄
/北半島/涙の夜汽車/こころ酒/雨夜酒/おんな/なみだ
草/愛染橋/人恋酒/母子草/恋雨/あや子の幸せ小唄

CA：SRTL 1929 / CD：SRCL 3031

2003年11月19日発売

1997年11月1日発売

雪 深深/うたかたの恋/真冬海岸/愛炎歌/忍び逢い/空
夢の日々／慕情/冬悲行/おんな雪/愛してふたり酒/い
い人/ミッドナイト・コール/リフレイン/雪 深深スペ
シャルバージョン
CA：SRTL 2040 / CD：SRCL 4212

1998年3月21日発売

ヒット全曲集ʼ96

み・れ・ん/おばこ巡礼歌/霧笛/恋千鳥/愛終歌/花のワ
ルツ/港恋うれば/むらさき雨情/こころ酒/さしむかい
/女泣川/命恋/母恋酒/紙の舟/雨のものがたり/雨夜酒

2004年11月17日発売

ヒット全曲集ʼ89 ～ʼ96

み・れ・ん/おばこ巡礼歌/霧笛/恋千鳥/愛終歌/花のワ
ルツ/港恋うれば/むらさき雨情/こころ酒/さしむかい
/女泣川/命恋/母恋酒/紙の舟/雨のものがたり/雨夜酒

DISC 1 おんな/雨夜酒/こころ酒/むらさき雨情/女泣
川/花のワルツ/あじさい化粧/散る花に/一輪/TOKYO
の海燕/秘密/リフレイン/空夢の日々/さよならの小道/
いくつもの星が流れ
DISC 2 セリフ/涙の夜汽車/セリフ/鷗の女/北半島/冬
悲行/セリフ/港恋うれば/さだめ波/セリフ/さよなら岬
/紙の舟/夢咲川/忍び逢い/艶姿…恋絵巻/み・れ・ん/
おばこ巡礼歌/紅/うたかたの恋/雪 深深

1998年6月17日発売（豪華BOX／写真集付）
CA：SRTL 2044〜2047 / CD：SRCL 4306〜4309

月夜の足あと

DISC 1 おんな/雨夜酒/こころ酒/むらさき雨情/女泣
川/花のワルツ/あじさい化粧/散る花に/一輪/TOKYO
の海燕/秘密/リフレイン/空夢の日々/さよならの小道
/いくつもの星が流れ
DISC 2 セリフ/涙の夜汽車/セリフ/鷗の女/北半島/冬
悲行/セリフ/港恋うれば/さだめ波/セリフ/さよなら
岬/紙の舟/夢咲川/忍び逢い/艶姿…恋絵巻/み・れ・ん/
おばこ巡礼歌/紅/うたかたの恋/雪 深深

藤 あや子
最新ヒット全曲集ʼ06

歌謡浪曲
「港子守歌」〜蝶々夫人に寄せて/むらさき
雨情/新月/こころ酒/曼珠沙華/哀花/女のまごころ/面
影列車/花よ命よ/月の雫/空夢の日々/夢かげろう/雪
深深/さよならの小道
CA：SRTL 2175 / CD：SRCL 6069

おばこ巡礼歌～オリジナル全集～

おばこ巡礼歌/しぐれ傘/恋灯の宿/夢咲川/秘密/約束/
こころ酒/情歌/しあわせ春秋/紙の舟/さすら/TOKYO
の海燕/銀河心中/むらさき雨情

CA：SRTL 1990 / CD：SRCL 3593

1996年6月21日発売

ヒット全曲集ʼ97

紅/むらさき雨情/早春の雪/おんな/恋雨/散る花に/み・
れ・ん/おばこ巡礼歌/古都の雨/涙と一緒/雨夜酒/なが
れ花/なみだの夜汽車/あじさい化粧/こころ酒/一輪ざし

CA：SRTL 2002 / CD：SRCL 3694

1996年11月1日発売

うたかたの恋～儚くも美しく

うたかたの恋/紅/雪酒場/ほろほろ/薔薇ホテル/そうい
う関係/霧に抱かれて/夢/お帰りなさい/水色の雨/さよ
なら哀愁/もう抱かないで/真珠/いくつもの星が流れ

CA：SRTL 2015 / CD：SRCL 3793

1997年5月1日発売

2013年2月6日発売

藤 あや子全曲集 2014
浮雲ふたつ/まごころの花/こころ酒/花のワルツ/
北へ…ひとり旅/おばこ巡礼歌/女泣川/あや子の
お国自慢だよ〜がんばろな東北！！〜/ふたりの
絆/むらさき雨情/紅い糸/港子守歌/夕顔/雪 深深/
冬桜/金の道
CD：MHCL 2359

静かな夢

藤 あや子大全集 ～シングルベスト～

静かな夢/ヴァイオリンを弾くふくろう/子ねこのミ
ュウちゃん/北の春/輪廻の鎖/心の音色/運河を渡る
リリアン/この故郷の行方/月光の夜

2006年４月５日発売

CA：SRTL 2048〜2049 / CD：SRCL 4310〜4311

海峡しぐれ/港子守歌/おばこ巡礼歌/雪荒野/むら
さき雨情/ふたりの絆/こころ酒/あや子のお国自
慢だよ〜がんばろな東北！！〜/紅い糸/夕顔/く
ちづけ/曼珠沙華/北へ…ひとり旅/流水恋唄/雪 深
深〜スペシャルバージョン/わすれない
CD：MHCL 2481

CD：SRCL 6255〜6

1998年9月9日発売（通常版）

藤 あや子ヒットコレクション

2005年11月9日発売

2014年11月12日発売

DISC 1 おんな/雨夜酒/こころ酒/むらさき雨情/女
泣川/花のワルツ/おばこ巡礼歌/紅/うたかたの恋/
雪 深深/女のまごころ/くちづけ/かげろう/ふたり
の絆/流水恋唄/寄りそい橋
DISC 2 曼珠沙華/花びら慕情/雪荒野/港子守歌/
宵待草/無情の酒/紅い糸/心の襞/忘却の雨/まごこ
ろの花/泣き鏡/北へ…ひとり旅/あや子のお国自
慢だよ〜がんばろな東北!!〜/わすれない/海峡し
ぐれ/笑う月

CD：MHCL 2530〜2531

ヒット全曲集ʼ99

2015年６月24日発売

雪 深深/薄幸花/恋炎歌/散る花に/紅/涙の夜汽車/艶姿
…恋絵巻/うたかたの恋/こころ酒/むらさき雨情/おば
こ巡礼歌/雨夜酒/別れ化粧/はぐれ酒/み・れ・ん/おんな

藤 あや子
最新ヒットʼ07

宵待草/ふたりの絆/こころ酒/あや子音頭/むらさき
雨情/雪荒野/恋どろぼう/淋しいよ/輪廻の鎖/夕顔/
雪 深深 〜スペシャルバージョン/月光の夜

CA：SRTL 2061 / CD：SRCL 4392

1998年10月31日発売

藤 あや子全曲集 2016
麗人草/うたかたの恋/海峡しぐれ/こころ酒/なみ
だ草/月の雫/忘却の雨/女泣川/あや子のお国自慢
だよ〜がんばろな東北！！〜/女のまごころ/忍ぶ
草/むらさき雨情/寄りそい橋/夢咲川/夕凪/雪 深深

CA：SRTL 2180 / CD：SRCL 6430

2006年11月8日発売

彩～女のまごころ～

女のまごころ/雪 深深/ふたり酒/放浪歌/逢いたい/雪
の宿/恋の川/花の酔/恋夢語
（アルバムバージョン）/今
ひとたびの/二度目の桜/風に揺れる花

CA：SRTL 2071 / CD：SRCL 4483

1999年4月1日発売

源氏物語

OVERTUNE/花の宴/忍ぶ草/恋待桜/薔薇のほほえみ
/INTERLUDE・炎/篝火/螢川/空蟬/夕顔/INTERLUDE・夢
夢かげろう/朧月夜/夕凪/浮舟

1999年4月1日発売

艶歌色彩

DISC1 おんな/雨夜酒/こころ酒/むらさき雨情/
女泣川/花のワルツ/み・れ・ん/おばこ巡礼歌/紅/
うたかたの恋/雪 深深/薄幸花/女のまごころ/くち
づけ/ふたり花/かげろう
DISC2 ふたりの絆/恋酔酒/流水恋唄/寄りそい橋
/曼珠沙華/花びら慕情/雪荒野/歌謡浪曲
「港子守
歌」
〜蝶々夫人に寄せて/宵待草/無情の酒/紅い糸
/涙の夜汽車/雪のみちのく/あや子音頭そんなあ
んたに惚れたのさ
DISC3 夕顔/鷗の女/銀河心中/北ホテル/空夢の
日々/さよならの小道/新月/一輪ざし/風に揺れる
花/淋しいよ/哀花/放浪歌
さだめ波/北半島/冬悲行/港恋うれば
DISC4 冬桜/恋しそうろう/悲恋歌/愛に揺れて/
満月一夜/愛は永遠/Forever Love/恋どろぼう/恋
かげろう/冗談じゃない/心の音色/静かな夢
/AGAIN/月光の夜/浮舟/輪廻の鎖/どこ吹く風か
CA:SRTL 2190〜2193 / CD:SRCL 6714〜6717

2008年２月14日発売

最新ヒット全曲集

女のまごころ/夕顔/雪 深深/むらさき雨情/冬悲行/雪
の宿/夢あかり/風立ちぬ/こころ酒/おんな/み・れ・ん/
北半島/港恋うれば/うたかたの恋

CA:SRTL2079 / CD:SRCL 4674

藤 あや子
最新ヒット 全曲集 2009
宵待草/ふたりの絆/こころ酒/あや子音頭/むらさ
き雨情/雪荒野/恋どろぼう/淋しいよ/輪廻の鎖/夕
顔/雪 深深 〜スペシャルバージョン/月光の夜

1999年11月3日発売

愛しい人へ

CA:SRTL 2202 / CD:SRCL 6912

くちづけ/雨やどり/月の雫/黄昏/満月一夜/閉ざされ
た恋/始発駅/港子守歌/徒然草/冗談じゃない/AGAIN/
くちづけ〜Reprise

2006年11月26日発売

2000年6月7日発売

忘却の雨/こころ酒/寄りそい橋/花びら慕情/女の
まごころ/むらさき雨情/待宵草/ふたりの絆/夾竹
桃/雪荒野/心の襞/紅い糸/おばこ巡礼歌/流水恋唄
/雪 深深/最後の恋物語

最新ヒット全曲集16

ふたり花/篝火/一輪ざし/艶姿…恋絵巻/こころ酒/恋
しそうろう/真冬海岸/さだめ波/むらさき雨情/女のま
ごころ/お帰りなさい/風に揺れる花/おばこ巡礼歌/夕
凪/雪 深深/くちづけ

CA:SRTL 2210 / CD:SRCL 7162

2009年11月18日発売

2000年11月22日発売

藤 あや子 ベスト・オブ・ベスト

まごころの花/雨夜酒/ふたりの絆/花のワルツ/女
泣川/おばこ巡礼歌/紅い糸/おんな/こころ酒/むら
さき雨情/恋酔酒/港子守歌/曼珠沙華/かげろう/雪
深深/あや子のお国自慢だよ

おんな/雨夜酒/こころ酒/むらさき雨情/女泣川/花の
ワルツ/み・れ・ん/おばこ巡礼歌/紅/うたかたの恋/雪
深深/薄幸花/女のまごころ/くちづけ/ふたり花/かげ
ろう

CD:SRCL 7419

藤 あや子全曲集

ふたりの絆/くちづけ/港子守歌/こころ酒/ほろほろ/
リフレイン/むらさき雨情/夢あかり/放浪歌/うたかた
の恋/み・れ・ん/冗談じゃない/ふたり花/鷗の女/あや
子の幸せ小唄/雪 深深

CD：MHCL 2605

2016年6月29日発売

藤 あや子全曲集 2017
麗人草/うたかたの恋/海峡しぐれ/こころ酒/な
みだ草/月の雫/忘却の雨/女泣川/あや子のお国
自慢だよ〜がんばろな東北！！〜/女のまごこ
ろ/忍ぶ草/むらさき雨情/寄りそい橋/夢咲川/夕
凪/雪 深深
CD：MHCL 2643

2016年11月9日発売

藤 あや子全曲集 2018

命の花よ/海峡しぐれ/むらさき雨情/こころ酒/
港子守歌/かげろう/北へ･･･ひとり旅/たそがれ
綺麗/あや子のお国自慢だよ〜がんばろな東北!!
〜/花のワルツ/麗人草/くちづけ/ふたりの絆/曼
珠沙華/雪 深深/からたちの小径

2017年11月8日発売

藤 あや子全曲集 2019

花のワルツ/紅/こころ酒/むらさき雨情/雨夜酒/
ふたり花
み・れ・ん/涙の夜汽車/あや子のお国自慢だよ/花
のワルツ/曼珠沙華/素顔/紅い糸/おばこ巡礼歌/
雪 深深/素肌
CD：MHCL 2789

藤 あや子全曲集 2020

こころ酒/むらさき雨情/くちづけ/まごころの花
/み・れ・ん/うたかたの恋/女泣川/雪荒野/からた
ちの小径/おばこ巡礼歌/北へ・
・・ひとり旅/曼珠
沙華/紅い糸/無情の酒 ギター演歌バージョン/
雪 深深/あや子のお国自慢だよ〜がんばろな東
北！！〜

CD：MHCL 2827

藤 あや子ベスト・コレクション

藤 あや子全曲集 2021

CD:MHCL 2159

CD：MHCL 2864

藤 あや子
最新ヒット 全曲集 2012

藤あや子
特選演歌・ヒット全曲集

あや子のお国自慢だよ〜がんばろな東北!！〜/む
らさき雨情/ふたりの絆/うたかたの恋/曼珠沙華/悲
恋歌/冬悲行／満月一夜/こころ酒/雨夜酒/無情の酒
/おばこ巡礼歌/北へ…ひとり旅/紅い糸/雪 深深/わ
すれない

2012年10月31日発売

CA:SRTL 2142 / CD:SRCL 5262

木曽の恋唄/涙の夜汽車/母恋酒/さしむかい/か
くれ花/はまなす/愛に揺れて/そんなあんたに
惚れたのさ/あや子音頭/悲恋花/あや子のお国
自慢だよ/最後の恋物語/浮雲（ニューバージョ
ン）/岬宿/花くれないに命燃えて…

2010年11月10日発売

CA:SRTL 2113 / CD:SRCL 5100

2001年6月20日発売

～カップリングコレクション～

2018年11月7日発売

藤 あや子
最新ヒット 全曲集 2011

CA:SRTL 2109 / CD:SRCL 4963

藤あや子秘蔵名曲全集

CD：MHCL 2729

藤 あや子
最新ヒット 全曲集 2010

CA:SRTL 2095 / CD:SRCL 4836

CD：MHCL 2560

2015年11月4日発売

CA：SRTL 1969 / CD：SRCL 3382

1995年11月1日発売

むらさき雨情/むらさき雨情
（オリジナル・カラオ
ケ）
/むらさき雨情
（男声用カラオケ）
/こころ酒/こ
ころ酒
（オリジナル・カラオケ）
/こころ酒
（男声用
カラオケ）
/女のまごころ/女のまごころ
（オリジナ
ル・カラオケ）/女のまごころ
（男声用カラオケ）/う
たかたの恋/うたかたの恋
（オリジナル・カラオケ
）
/うたかたの恋
（男声用カラオケ）
/花のワルツ/花
のワルツ
（オリジナル・カラオケ）
/花のワルツ
（男
声用カラオケ）

2013年11月6日発売

月夜の足あと

CA：SRTL 1969 / CD：SRCL 3382

1995年11月1日発売

雪荒野/むらさき雨情/北半島/さだめ波/満月一夜/港
子守歌/くちづけ/こころ酒/雪 深深/恋酔酒/港恋うれ
ば/ふたりの絆

【初回生産限定盤】

CA：SRTL 1952 / CD：SRCL 3246

1995年6月21日発売

藤 あや子
最新ヒット全曲集
CA：SRTL 2170 / CD：SRCL 5843

CA:SRTL 2072 / CD:SRCL 4484

み・れ・ん/あじさい化粧/さだめ波/女泣川/鷗の女/浮
き草の花/むらさき雨情/花のワルツ/一輪ざし/かくれ
花/涙と一緒/母子草/たのみ酒/こころ酒/あじさい化
粧
（オリジナル・カラオケ）
/一輪ざし
（オリジナル・カ
ラオケ）

藤 あや子カラオケ付きベスト

CD：MHCL 2222

雪 深深～命ひとひら

1994年11月2日発売

み・れ・ん

寄りそい橋/み・れ・ん/おばこ巡礼歌/女泣川/こころ
酒/華の宴/うたかたの恋/流水恋唄/ふたりの絆/紙の
舟/哀冬海岸/そんなあんたに惚れたのさ/さよなら岬
/女のまごころ/雪 深深/むらさき雨情
CA：SRTL 2161 / CD：SRCL 5634

CA：SRTL 2027 / CD：SRCL 4101

1994年5月1日発売

ヒット全曲集ʼ95

藤 あや子全曲集

2019年11月6日発売

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・
・
・。

2020年11月4日発売

2001年11月21日発売

彩月

DISC1 恋酔酒/おんな/木曽の恋唄/紅/こころ酒/女の
まごころ/艶姿…恋絵巻/あや子の幸せ小唄/み・れ・ん
一輪ざし/むらさき雨情/くちづけ/雨夜酒/ふたりの絆
/おばこ巡礼歌/雪 深深
DISC2 流水恋唄/そんなあんたに惚れたのさしのび
花/冗談じゃない/満月一夜/夕顔恋どろぼう/AGAIN/
港子守歌/かりそめの恋迷い雨/愛に揺れて/愛は永遠
Forever Love淋しいよ/夕凪/輪廻の鎖
CA：SRTL 2136〜2137 / CD：SRCL 5429〜5430

2002年10月23日発売
-

2-

北へ…ひとり旅/おばこ巡礼歌/夕凪挽歌/むらさき雨
情/うたかたの恋/まごころの花/こころ酒/あや子のお
国自慢だよ/雪荒野/一輪ざし/寄りそい橋/紅い糸/雪
深深/無情の酒/泣き鏡/新月
CD：MHCL 1983

2011年11月16日発売

雪 深深/海峡しぐれ/おばこ巡礼歌/北へ・
・・ひと
り旅/まごころの花/紅/花のワルツ/ふたり花/こ
ころ酒/ふたりの絆/ふたり道/むらさき雨情/無
情の酒/紅い糸/命の花よ/あや子のお国自慢だよ
〜がんばろな東北！！〜

CD：MHCL 2944

2021年11月3日発売

ライブアルバム

ファーストリサイタル

より艶やかに
9.4／中野サンプラザ

むらさき雨情/雨夜酒/涙の夜汽車/姉こもさ/望郷酒場/
みちのく挽歌酔歌/愛爛々/真室川ブギ/すみだ川/下町
育ちさだめ川/おんな/母恋酒/女泣川/こころ酒/むらさ
き雨情

CA：SRTL 1901 / CD：SRCL 2808

1993年12月１日発売

東京公演

しなやかに幻想

9.24／中野サンプラザ

女泣川/おんな/雨夜酒/なみだ/木曽の恋唄/しなやかに
歌って/横須賀ストーリー/イミティション・ゴールド/
プレイバックPart２/桃色吐息/夢一夜/みちのく挽歌/
津軽平野/あや子の幸せ小唄/さしむかい/荒浪大将/む
らさき雨情/北半島/こころ酒/涙の夜汽車/花のワルツ

CA：SRTL 1941 / CD：SRCL 3099

1994年12月１日発売

～恋模様～

映像

より艶やかに

ベスト・ヒット 4

むらさき雨情/雨夜酒/涙の夜汽車/望郷酒場みちのく挽
歌/酔歌/愛燦燦/真っ赤な太陽/恋の奴隷／天使の誘惑/
ブルー・シャトウ/真っ赤な太陽 (With 三原綱木)/酒場
にて/会いたい/飾りじゃないのよ涙は/オープニング/
真室川ブギ/すみだ川/下町育ち/さだめ川/化粧/おんな/
荒浪大将/母恋酒/女泣川/こころ酒/むらさき雨情〜エ
ンディング

雪 深深/うたかたの恋/紅/おばこ巡礼歌/雪 深深(オリ
ジナル・カラオケ)/うたかたの恋(同)/紅(同)/おばこ巡
礼歌(同)

VHS：SRVM 5620 / LD：SRLM 5620

1998年5月21日発売

VHS：SRVM 381

1993年12月12日発売

ベスト・ヒット 4

デビュー 10 周年リサイタル

藤 あや子②

花揺れて…十年

むらさき雨情/こころ酒/雨夜酒/おんな/むらさき雨
情(オリジナル・カラオケ)/こころ酒(同)雨夜酒(同)/お
んな(同)

VHS：SRVM 394 / LD：SRLM 394

VHS：SRVM 5620 / LD：SRLM 5620

1994年5月1日発売

ベスト・ヒット 4

藤 あや子③

藤 あや子
ビデオ全曲集ʼ 99

薄幸花/雪 深深/うたかたの恋/紅/おばこ巡礼歌/み・れ
・ん/薄幸花(オリジナル・カラオケ)/雪 深深(同)うたか
たの恋(同)/紅(同)/おばこ巡礼歌(同)/み・れ・ん(同)

み・れ・ん/鷗の女/雨夜酒/女泣川/むらさき雨情花のワ
ルツ/あや子の幸せ小唄/あじさい化粧/一輪ざし/秋桜
〜藤 あや子バージョン〜/伝わりますか/時の流れ/身
をまかせ/こころ酒/さだめ波/北列車/おばこ巡礼歌/涙
の夜汽車/み・れ・ん
CA:SRTL 1978 / CD:SRCL 3423

1995年12月１日発売

デビュー 10 周年リサイタル

花揺れて…十年

オープニング/艶姿…恋絵巻/松の木小唄/木曽節/あや
子の幸せ小唄/おんな/雨夜酒/こころ酒/むらさき雨情/
女泣川/花のワルツ/み・れ・ん/おばこ巡礼歌/紅/うたか
たの恋/薄幸花/長者の山/雪 深深
CA：SRTL 2052 / CD：SRCL 4359

1998年９月９日発売

VHS：SRVM 409 / LD：SRLM 409

1994年8月21日発売

VHS：SRVM 5637 / LD：SRLM 5637

藤 あや子
ビデオ全曲集ʼ 95

1998年10月31日発売

1994年9月21日発売

しなやかに幻想

東京公演

VHS：SRVM 5644

1998年12月2日発売

オープニング/女泣川/おんな/雨夜酒/なみだ草/木曽
の恋唄/しなやかに歌って/横須賀ストーリー/イミテ
イション･ゴールド/プレイバック part 2/曼珠沙華/桃
色吐息/夢一夜/みちのく挽歌/津軽平野/あや子の幸せ
小唄/さしむかい/荒浪大将/むらさき雨情/北半島/こ
ころ酒/涙の夜汽車/花のワルツ/さだめ唱

女のまごころ/薄幸花/雪 深深/うたかたの恋/女のまご
ころ(オリジナル・カラオケ)/薄幸花(同)/雪 深深(同)/う
たかたの恋(同)

VHS：SRVM 429 / LD：SRLM 429

ジャズアルバム

THE SHOW TIME

BILLY BOY(INSTRUMENTAL)/MY HEART BELONGS TO
DADDY/GEORGIA ON MY MIND/SUNNY/THE
LONELY ONE/ドミノ/AINʼT NO SUNSHINE/雪 深深
/SENTIMENTAL JOURNEY/MY FUNNY
VALENTINE/YOU AND THE NIGHT AND THE MUSIC/
ローマの雨/SHINY STOCKINGS
CD：MHCL 2356

2013年10月23日発売

カバーアルバム
Woman

恋に落ちて/for you…/駅／異邦人/難破船/抱いて…/
小心者/謝肉祭/りばいばる/ダンスはうまく踊れない/
ラヴ・イズ・オーヴァー/恋人よ/この空を飛べたら
/Woman
CD：MHCL 1892

2011年4月20日発売

GENTLEMAN
~ 私の中の男たち～

ジェラシー/恋の予感/片思い/楓/恋しくて/銀の雨/恋
人/真夏の果実/Angel/たしかなこと/TRUE LOVE/ふた
つの心
CD：MHCL 2694

2017年６月21日発売

CDボックス
藤 あや子 ベスト・コレクション
～艶歌綴り～

DISC 1 オリジナル・ヒット集①
ふたり川/おんな/雨夜酒/こころ酒/むらさき雨情/女
泣川/花のワルツ/み・れ・ん/おばこ巡礼歌/紅/うたか
たの恋/雪 深深/薄幸花/女のまごころ
くちづけ/ふたり花
DISC 2 オリジナル・ヒット集②
かげろう/ふたりの絆/恋酔酒/流氷恋唄
寄りそい橋/曼珠沙華/花びら慕情/雪荒野
港子守歌/宵待草/無情の酒/紅い糸/夾竹桃/心の襞
忘却の雨/最後の恋物語
（藤あや子＆五木ひろし）
DISC 3 オリジナル・ヒット集③
まごころの花/泣き鏡/北へ…ひとり旅/新月/あや子の
お国自慢だよ〜がんばろな東北！！〜/わすれない/
浮雲ふたつ/海峡しぐれ/笑う月/浮き世ばなし/麗人草
/夕霧岬/夫婦綴り
（北島三郎・藤あや子）
/たそがれ綺
麗/からたちの小径/命の花よ
DISC 4 カバー集①
大阪情話/酔歌/あばれ太鼓/望郷酒場/裏町酒場
無言坂/北ホテル/酒きずな/蜩/蛍/人恋酒/愛燦燦
（ラ
イブ・テイク）/下町育ち
（ライブ・テイク）
/さだめ川
（
ライブ・テイク）/津軽平野
（ライブ・テイク）
/時の流れ
に身をまかせ
（ライブ・テイク）
DISC 5 カバー集②
愛染橋/for you…/駅/難破船/抱いて…/ダンスはうま
く踊れない/謝肉祭/ラブ・イズ・オーヴァー/恋人よ／
ジェラシー/恋の予感/片想い/恋しくて
銀の雨/恋人/真夏の果実/もしも明日が…
（坂本冬美
＆藤あや子）
CD：DYCL 3405〜3409

2017年10月25日発売

1994年12月1日発売

ベスト・ヒット 4

藤 あや子⑨

ベスト・ヒット 4

藤 あや子④

1999年6月19日発売

藤 あや子⑩

ベスト・ヒット 4

くちづけ/こころ酒/むらさき雨情/雪 深深/くちづけ
(オリジナル・カラオケ)/こころ酒(同)/むらさき雨情(同)/
雪 深深(同)

VHS：SRVM 457 / LD：SRLM 457

1994年9月21日発売

藤 あや子
ビデオ全曲集ʼ 96

2000年5月3日発売

藤 あや子
スーパーヒットビデオ
Vol 1

VHS：SRVM 489 / LD：SRLM 489

1995年11月22日発売

完全限定版

ふたり花/くちづけ

藤 あや子ビデオ大全集

港子守歌/歌謡浪曲
「港子守歌」〜蝶々夫人に寄せ
て/あやこ子のヒ・ミ・ツ〜ビデオ撮影お宝映像
港子守歌 オリジナル・カラオケ

LD：SRVM 499〜501

演歌の花道・藤 あや子

DVD：SRBL 1247

DVD：MHBL 204〜206

2012年8月29日発売

デビュー 25 周年記念

藤 あや子特別公演 滝の白糸
DISC 1 第一場 金沢、
浅野河原の見世物小屋、水芸の
舞台/
【幕前】/第二場 浅野川にかかる卯辰橋/第三場 金
沢、
福助座の楽屋/幕上がり/第四場 雪の兼六園/第五場
東京下谷の鳶職留五郎の家/幕上がり 2/第六場 裁判所
法廷〜エピローグ

DISC 2 オープニング2013/曼珠沙華/ダンスナンバー
2013/抱いて…/わすれない/あや子のお国自慢だよ〜
がんばろな東北！！〜/こころ酒/むらさき雨情/おばこ
巡礼歌/北へ…ひとり旅/浮雲
（BGM）/浮雲ふたつ/雪 深
深/あや子秘蔵ドキュメント 波光きらめく砂城

藤 あや子
ビデオヒットコレクション
こころ/むらさき雨情/雪 深深/女のまごころ/ふたりの
絆/こころの襞/忘却の雨/まごころの花泣き鏡/北へ…
ひとり旅/あや子のお国自慢だよ〜がんばろな東北！
！〜/浮雲二つ/海峡しぐれ/笑う月/麗人草
DVD：MHBL 287

2005年8月24日発売

オープニング(演歌の花道のテーマ)/み・れ・ん/おんな/
裏町酒場/雨夜酒/こころ酒/他人酒/むらさき雨情/誰
もいない海/夫婦坂/女泣川/夢一夜/矢切の渡し/遣ら
ずの雨/花のワルツ/エンディング(こころうた)

DISC 2 オープニング/女泣川/おんな/雨夜酒なみだ草/
木曽の恋唄/しなやかに歌って/横須賀ストーリー/イミ
テーション・ゴールド/プレイバック Part2/曼珠沙華/桃
色吐息/夢一夜/みちのく挽歌/津軽平野/あや子の幸せ
小唄/差し向かい/荒浪大将/むらさき雨情/北半島
こころ酒/涙の夜汽車/花のワルツ/さだめ唱

2013年11月27日発売

特選 DVD シングル
港子守唄

1995年12月13日発売

DISC 1 オープニング〜むらさき雨情/雨夜酒/涙の夜
汽車/望郷酒場/みちのく挽歌/酔酒/愛燦燦/真っ赤な太
陽/恋の奴隷/ブルー・シャトウ
（With 三原網木）
/真っ赤
な太陽
（With 三原網木）/酒場にて/会いたい/飾りじゃ
ないのよ涙は/オープニング〜真室川ブギ/すみだ川/下
町育ち/さだめ川/化粧/おんな/荒浪大将/母恋酒/女泣川
/こころ酒/むらさき雨情〜エンディング

DVD：MHBL 251〜252

DVD：SRBL 1109

2001年1月24日発売

み・れ・ん/花のワルツ/女泣川(おなきがわ)/
むらさき雨情/こころ酒/雨夜酒/おんな
かくれ花/さよなら岬/さしむかい
み・れ・ん(オリジナル・カラオケ)／花のワ
ルツ(同)/女泣川(同)／むらさき雨情(同)/
こころ酒(同)/雨夜酒(同)/おんな(同)/かく
れ花(同)/さよなら岬(同)／さしむかい(同)

藤 あや子コンサート
豪華３本仕立て

オンステージ 2013～ひと夏の歌華～

VHS：SRVM 5691

み・れ・ん/花のワルツ/女泣川 /むらさき雨情/こころ酒/
雨夜酒/み・れ・ん(カラオケ)/花のワルツ(同)/女泣川(同)/
むらさき雨情(同)/こころ酒(同)/雨夜酒 (同)

DISC 2 オープニング映像
「MOON VOICE」/紅い糸/
花のワルツ/トーク１/ふたりの絆/メンバー紹介/く
ちづけ/冬桜/トーク２/どこ吹く風か/曼珠沙華/バン
ドセッション１
「月の色人」/こころ酒/トーク３むら
さき雨情/夾竹桃/おばこ巡礼歌/バンドセッション２
/雪深深/満月一夜/クレジットロール藤あや子 秘蔵
ドキュメント すべては一夜のために

DISC 3 序章/あや子の人形〜幻想の舞/艶姿…恋絵巻/
松の木小唄/木曽節/あや子の幸せ小唄/おんな/雨夜酒/
こころ酒/むらさき雨情/女泣川/花のワルツ/み・れ・ん/
インタビュー・おばこ巡礼歌/紅/うたかたの恋/薄幸花/
長者の山/雪 深深

VHS：SRVM 5659 / LD：SRLM 5659

み・れ・ん/花のワルツ/女泣川/むらさき雨情/み・れ・ん
(オリジナル・カラオケ)/花のワルツ(同)/女泣川(同)/む
らさき雨情(同)

藤 あや子 20 周年記念リサイタル
艶やかに咲いて…20年

DVD：SRBL 1386〜1387

オープニング/薄幸花/おんな/むらさき雨情/雨夜酒み
・れ・ん/花のワルツ/望郷酒場/おばこ巡礼歌/越冬つば
め/紅/鴎の女/女泣川/うたかたの恋/こころ酒/雪深深/
エンディング(こころうた)

VHS：SRVM 410 / LD：SRLM 410

2008年9月17日発売

2009年1月28日発売

演歌の花道
藤 あや子 第二集

花のワルツ/女泣川/むらさき雨情/こころ酒/雨夜酒/
おんな/花のワルツ(カラオケ)/女泣川(同)/むらさき雨
情(同)/こころ酒(同)/雨夜酒(同)/おんな(同)

DISC 1 OPENING/女/雨夜酒/こころ酒/むらさき雨
情/女泣川/花のワルツ/み・れ・ん/おばこ巡礼歌/紅/
うたかたの恋/雪 深深/薄幸花/女のまごころ/くちづ
け/ふたり花/かげろう
DISC 2 OPENING/ふたりの絆OPENING/恋酔酒/流
氷恋唄/寄りそい橋/曼珠沙華/花びら慕う情/雪荒野
歌謡浪曲
「港子守唄」〜蝶々夫人に寄せて/宵待草/無
常の酒
（ギター演歌バージョン）/紅い糸/夾竹桃/雪
深深スペシャルバージョン雪 深深映像特典 藤あや
子 秘蔵ドキュメント
「美しさの彼方へ」

DISC 1 オープニング映像
「恋蛍」/白糸の舞台小屋〜
水芸〜/歌謡節/映像
「純愛」/桐田の家〜一人芝居〜/
恋蛍 その一/歌謡浪曲
（瀧の白糸）/映像
「再会」
法廷〜一人芝居〜/映像
「契り」/恋蛍 その二
芝居
「恋蛍」エンディング/司会のご挨拶/ヒューマン
ビートボックスパフォーマンス１/ヒップホップ 秋
田音頭/ヒューマンビートボックスパフォーマンス２
あや子のお国自慢だよ

1998年10月21日発売

花のワルツ/さよなら岬/女泣川 /さしむかい/花のワル
ツ(オリジナル・カラオケ) /さよなら岬(同)/女泣川(同)/
さしむかい(同)

藤 あや子
ビデオ全曲集 2009

DVD：SRBL 1368〜1369

序章/創作舞踊~あや子人形/艶姿…恋絵巻/松の木小唄
/木曽節/あや子の幸せ小唄~御輿/おんな/雨夜酒/ここ
ろ酒/むらさき雨情/女泣川/花のワルツ/み・れ・ん/イ
ンタビュー/おばこ巡礼歌紅/うたかたの恋/薄幸花/長
者の山/雪深深

東京公演

9.2６／中野サンプラザ

藤 あや子⑧

ファーストリサイタル

2016年1月6日発売

VHS：SRVM 513

1996年3月21日発売

ベスト・ヒット 4

藤 あや子プロフィール

藤 あや子⑤

おばこ巡礼歌/み・れ・ん/花のワルツ/女泣川/おばこ巡
礼歌(オリジナル・カラオケ)/み・れ・ん(同)/花のワルツ(
同)/女泣川(同)

VHS：SRVM 530 / LD：SRLM 530

1996年6月21日発売

ベスト・ヒット 4

藤 あや子⑥

紅/おばこ巡礼歌/み・れ・ん/花のワルツ/紅(オリジナル
・カラオケ)/おばこ巡礼歌(同)/み・れ・ん(同)/花のワル
ツ(同)

VHS：SRVM 551 / LD：SRLM 551

1996年10月21日発売

藤 あや子
ビデオ全曲集ʼ 97

紅/おばこ巡礼歌/み・れ・ん/花のワルツ/むらさき雨情
/こころ酒/紅(オリジナル・カラオケ)/おばこ巡礼歌(同)/
み・れ・ん(同)/花のワルツ(同)/むらさき雨情(同)/ここ
ろ酒(同)
VHS：SRVM 561 / LD：SRLM 561

1996年11月21日発売

ベスト・ヒット 4

藤 あや子⑦

うたかたの恋/紅/おぼこ巡礼歌/み・れ・ん/うたかたの
恋(オリジナル・カラオケ)/紅(同)/おぼこ巡礼歌(同)/み
・れ・ん(同)

VHS：SRVM 5561 / LD：SRLM 5561

1997年6月21日発売

●藤 あや子（ふじあやこ） ●生年月日：1961年5月10日

藤 あや子
ビデオ全曲集ʼ 98

●出身地：秋田県
●星座：牡牛座

うたかたの恋/紅/おばこ巡礼歌/み・れ・ん/花のワルツ
/女泣川うたかたの恋(オリジナル・カラオケ)/紅(同)/
おばこ巡礼歌(同)/み・れ・ん(同)/花のワルツ(同)/女泣
き川(同)
VHS：SRVM 5599 / LD：SRLM 5599

1997年11月21日発売

-

3-

仙北郡

角館町（現・仙北市） ●血液型：B型

●趣味・特技：料理・絵画・陶芸・書・ホットヨガ・キックボクシング

秋田県

食彩あきた応援大使

山梨県

北杜市

北杜ふるさと親善大使

NOT FOR SALE

