
映像・音声資料（上方演芸資料館で視聴できます。）

 本リストは、タイトルの五十音順で掲載しています。

タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
赤い顔 砂川捨丸・中村春代 不詳 赤い顔 43208
明るい世の中 三遊亭柳枝  花柳一駒 不詳 明るい世の中 63653
秋葉丁稚（上・下） 立花家花橘 不詳 秋葉丁稚（上・下） 43325
明けからす（上・下） 砂川捨丸 不詳 明けからす（上・下） 45411
足軽会 （一～四） ②笑福亭枝鶴 不詳 足軽会 （一～四） 43055
兄は工兵（上・下） ミス／ワカナ・玉松一郎 不詳 兄は工兵（上・下） 43082
鮑（上・下） 立花家花橘 不詳 鮑（上・下） 43327
生貝 立花家花橘 不詳 生貝 63646
石童丸（上・下） 砂川捨丸・加藤瀧子 不詳 石童丸（上・下） 45296
磯節ナンセンス 砂川捨丸・中村春代 不詳 磯節ナンセンス 42869
磯節旅行（上・下） 浮世亭出羽助・荒川歌江 不詳 磯節旅行（上・下） 45217
板の上 ～これが、矢野・兵動だ！～ 矢野・兵動 2009.06.24 57738
田舎者（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 田舎者（上・下） 42687
猪買い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 猪買い（一～四） 43417
猪買い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 猪買い（一～四） 43418
今と昔の数え唄（上・下） 若松屋正坊・荒川末子 不詳 今と昔の数え唄（上・下） 45494
妹の結婚 香島ラッキー  御園セブン 不詳 妹の結婚 63663
祝い大黒（一～四） ① 桂／春団治 不詳 祝い大黒（一～四） 43347
祝いヘッつい（一～四） ① 桂／春団治 不詳 祝いヘッつい（一～四） 43348
祝いヘッツイ（一～四） ① 桂／春団治 不詳 祝いヘッツイ（一～四） 43349
浮かれ稽古屋：上の巻（上・下） 立花家花橘 不詳 浮かれ稽古屋：上の巻（上・下） 43309
浮かれ稽古屋：下の巻（上・下） 立花家花橘 不詳 浮かれ稽古屋：下の巻（上・下） 43312
浮世床（上・下） 立花家花橘 不詳 浮世床（上・下） 43323
浮世根問い（三～四） ① 桂／春団治 不詳 浮世根問い（三～四） 43350
浮世根問（上・下） 立花家花橘 不詳 浮世根問（上・下） 43276
浮世評定（上・下） 三遊亭柳枝・花の家豊子 不詳 浮世評定（上・下） 45274
嘘修業（一～四） ① 桂／春団治 不詳 嘘修業（一～四） 43351
嘘修業（一～四） ① 桂／春団治 不詳 嘘修業（一～四） 43352
嘘修業（一～四） ① 桂／春団治 不詳 嘘修業（一～四） 43353
嘘つき村（上・下） 立花家花橘 不詳 嘘つき村（上・下） 43297
唄と薬屋（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 唄と薬屋（上・下） 42868
唄もの色々 砂川捨丸・中村春代 不詳 唄もの色々 42819
唄理屈答（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 唄理屈答（上・下） 42866
唸る、語る、小沢昭一の世界 節談説教
板敷山／榎物語

小沢昭一 2001.12.19 説教「板敷山」 説教「榎物語」 49163

馬の田楽（一～四） ① 桂／春団治 不詳 馬の田楽（一～四） 43354
馬の田楽（一～四） ① 桂／春団治 不詳 馬の田楽（一～四） 43356
馬の田楽（三～四） ① 桂／春団治 不詳 馬の田楽（三～四） 43355
馬の田楽（上・下） ① 桂／春団治 不詳 馬の田楽（上・下） 43357
馬の田楽（上・下） 立花家花橘 不詳 馬の田楽（上・下） 43308
運は寝てまて（上・下） 三遊亭川柳・一輪亭花蝶 不詳 運は寝てまて（上・下） 45275
運不運（上・下） 芦の家雁玉・林田十郎 不詳 運不運（上・下） 42656



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
江戸好み ご存じ〆 都々逸 決定版 富士松菊三郎 鶴賀須磨寿々 鶴賀須磨之助 端唄藤

京
2001.11.07 １．七福神 ２．門に立てる ３．此の家座敷は ４．

雪は悪性で ５．咲いた桜に ６．大江戸 八百八町
７．朝顔は ８。色で身を売る ９．あの虫は 10.蜩
が 11.鈴虫が 12.竜田川 13.誰の似顔か 14.あの時
貴方に 15.度胸定めて 16.時鳥 17.久し振り 18.泣
いて待つ夜の 19.弱虫が 20.お酒呑む人 21.外は雨
22.うたた寝を 23.酔い覚めの 24.鰍鳴くよな 25.鹿
が鳴きやんだ 26.土手の芝 27.年が逢おうが 28.九
尺二間は 29.私しゃ荒波 30.浦里が 31.雨戸叩いて
32.私の商売 33.屋形船 34.朝顔が 35.梅が笑えば
36.あの人の 37.つらい悲しい 38.たとえ売れても

51429

恵比須小判（上・下） ① 桂／春団治 不詳 恵比須小判（上・下） 43360
恵比須小判（上・下） ① 桂／春団治 不詳 恵比須小判（上・下） 43361
干支万才（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 干支万才（上・下） 42861
干支萬歳（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 干支萬歳（上・下） 42863
圓満第一課（上・下） アザブラブ・アザブ／伸 不詳 圓満第一課（上・下） 45189
黄金道中（上・下） 玉松ワカナ・玉松一郎 不詳 黄金道中（上・下） 43077
近江八景 立花家花橘 不詳 近江八景 43288
鴨緑江節 砂川捨丸 不詳 鴨緑江節 45413
鴨緑江節（文句入り） 砂川捨丸 不詳 鴨緑江節（文句入り） 45412
大木こだまひびき 結成25周年記念 走れ
エンターテイナー ～スーパーライブ～

大木 こだま ひびき 49603

大阪舌栗毛（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 大阪舌栗毛（上・下） 42874
大笑い健康プログラム 第１笑 瀧川鯉昇 Ｄｒ．Ｍ．カタリア 高田佳子 昇／幹夫 2010 「時そば」 58864
大笑い健康プログラム 第２笑 瀧川鯉昇 Ｄｒ．Ｍ．カタリア 高田佳子 昇／幹夫 2010 「犬の目」 58865
大笑い健康プログラム 第３笑 瀧川鯉昇 Ｄｒ．Ｍ．カタリア 高田佳子 昇／幹夫 2010 「粗忽の釘」 58866
岡鹿蔵（上・下） 花菱アチャコ・千歳家今男 不詳 岡鹿蔵（上・下） 42959
小沢昭一が訪ねた 能登の節談説教 茂利宗玄 広陵兼純 2001.12.19 説教「信心獲得」 説教「弥陀の誓願不思議に助けら 49159
驚き世界  自転車節 砂川捨丸 不詳 驚き世界  自転車節 63661
踊り商売 砂川捨次・荒川歌江 不詳 踊り商売 42742
小原節 砂川捨丸・加藤瀧子 不詳 小原節 45410
小原節（上・下） 荒川鶴春・太刀村一夫 不詳 小原節（上・下） 43197
親子茶屋 立花家花橘 不詳 親子茶屋 63644
俺は探偵？（上・下） 横山エンタツ・杉浦エノスケ 不詳 俺は探偵？（上・下） 43114
俺は兵隊（彼女と近藤勇蔵）（上・下） 今村寿三郎・龍田／清 不詳 俺は兵隊（彼女と近藤勇蔵）（上・下） 43168
俺は兵隊（軍旗祭の花形）（上・下） 今村寿三郎・龍田／清 不詳 俺は兵隊（軍旗祭の花形）（上・下） 43167
俺は兵隊（朗らかな兵隊と浴槽）（上・ 今村寿三郎・龍田／清 不詳 俺は兵隊（朗らかな兵隊と浴槽）（上・下） 43169
温泉から港へ（上・下） 浮世亭出羽助・河内家一春 不詳 温泉から港へ（上・下） 45228
温泉の一夜（上・下） 松鶴家光晴・浮世亭夢若 不詳 温泉の一夜（上・下） 43212
女一匹 （上・下） 松竹ワカナ・玉松一郎 不詳 女一匹 （上・下） 43081
女ならでは（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 女ならでは（上・下） 42685
女には不自由しない（上・下） 砂川捨次・河内家芳子 不詳 女には不自由しない（上・下） 43177
女に不自由しない（上・下） 砂川捨次・河内家春代 不詳 女に不自由しない（上・下） 45425
街頭録音（上・下） ミス ワカサ・島／たかし 不詳 街頭録音（上・下） 45477
怪物退治（上・下） 浮世亭出羽助・荒川歌江 不詳 怪物退治（上・下） 45219
替唄ふきよせ 砂川捨丸・中村春代 不詳 替唄ふきよせ 42824
替唄 ふきよせ（上・下） 砂川捨丸・加藤滝子 不詳 替唄 ふきよせ（上・下） 43199
返り討（一～四） ① 桂／春団治 不詳 返り討（一～四） 43364



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
返り討（一～四） ① 桂／春団治 不詳 返り討（一～四） 43365
返り討（一～四） ① 桂／春団治 不詳 返り討（一～四） 43366
顔仕替へ 砂川捨丸・中村春代 不詳 顔仕替へ 42806
学問ハ入用 砂川捨次・荒川歌江 不詳 学問ハ入用 42697
掛合歌問答（上・下） 浮世亭出羽助・荒川歌江 不詳 掛合歌問答（上・下） 45220
掛合小唄 砂川捨次・荒川歌江 不詳 掛合小唄 42741
掛合なぞかけ 若松家正右衛門 不詳 掛合なぞかけ 45490
貸家札（上・下） 立花家花橘 不詳 貸家札（上・下） 43294
家政婦（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 家政婦（上・下） 42684
数え唄（上・下） 高田幸丸・荒川歌江 不詳 数え唄（上・下） 45444
数え唄（上・下） 菅原家千代丸 不詳 数え唄（上・下） 45287
数え唄（上・下） 東亭花橘・光子 不詳 数え唄（上・下） 45196
数え唄（神戸名所）（上・下） 花の家福家・千代奴 不詳 数え唄（神戸名所）（上・下） 45456
数へ唄（商売屋の娘）（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 数へ唄（商売屋の娘）（上・下） 42802
数へ唄（忠孝）（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 数へ唄（忠孝）（上・下） 42803
数え唄（日本一）（上・下） 砂川捨次・河内家春子 不詳 数え唄（日本一）（上・下） 45426
数へ唄（筈がない）（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 数へ唄（筈がない）（上・下） 42804
数え唄（娘ずくし）（上・下） 花の家福家・千代奴 不詳 数え唄（娘ずくし）（上・下） 45457
数え唄 テレクサイ（上・下） 砂川捨丸・加藤滝子 不詳 数え唄 テレクサイ（上・下） 43198
刀屋小僧（上・下） ① 桂／春団治 不詳 刀屋小僧（上・下） 43367
活弁士、山﨑バニラ 特別付録 無声映画
活弁ＤＶＤ

山﨑バニラ 2009.10.30 「心の力」「三公と蛸」「チャップリンの冒険」 58962

桂かい枝の 英語落語コレクション 桂／かい枝 2007.07.25 「ハル子とカズ子 The Ladies in Osaka」 「動物園
The Zoo」 「刻うどん Time Noodle」

52162

桂吉朝 おとしばなし 「吉朝庵」 ４ 桂／吉朝 2000年ほか 「愛宕山」「七段目」 48384
桂吉朝 おとしばなし 「吉朝庵」 ５ 桂／吉朝 2000.05.20 「質屋蔵」「子ほめ」 48385
桂吉朝 おとしばなし 「吉朝庵」 その 桂／吉朝 1997年ほか 「地獄八景亡者戯」 38338
桂吉朝 おとしばなし 「吉朝庵」 その 桂／吉朝 1998年ほか 「たちきり」 「つる」 38337
桂吉朝 特選吉朝庵 第二集 桂／吉朝 2007.10.24 「狐芝居」 「愛宕山」 52378
桂吉朝 特選吉朝庵 天災／蛸芝居 桂／吉朝 2006.11.08 「天災」「蛸芝居」 51152
桂吉弥のお仕事です。 １ 桂／吉弥 2008.07.23 「ふぐ鍋」 「親子酒」 55044
桂吉弥のお仕事です。 ２ 桂／吉弥 2008.07.23 「かぜうどん」 「七段目」 55045
桂吉弥のお仕事です。 ３ 桂／吉弥 2008.07.23 「千早ふる」 「崇徳院」 55048
桂吉弥のお仕事です。 ４ 桂／吉弥 2009.10.21 「短命」 「皿屋敷」 57758
桂吉弥のお仕事です。 ５ 桂／吉弥 2009.10.21 「遊山船」 「親子茶屋」 57759
桂吉弥のお仕事です。 ６ 桂／吉弥 2009.10.21 「青菜」 「住吉駕籠」 57760
桂吉弥のお仕事です。 フォトアルバム
「2008・春～桂吉弥の、ある一日」

桂／吉弥 2008.07.23 55049

桂吉朝 おとしばなし 「吉朝庵」 ３ 桂／吉朝 1998年ほか 「住吉駕籠」「かぜうどん」 33218
桂こごろう改メ  二代目桂南天  襲名披
露公演

二代目  桂／南天  （  桂／こごろう  ） 阿弥陀池  襲名披露口上  野崎詣り 63581

桂小米朝 落語の世界 その二 桂／小米朝 1998.06.12 「高津の富」「桃太郎」 33212
桂小米朝 落語の世界 その三 桂／小米朝 2000年他 「猫の忠信」「はてなの茶碗」 48387
桂小米朝 落語の世界 その四 桂／小米朝 2000年他 「親子茶屋」「掛取り」 48388
桂小米朝 落語の世界 その五 桂／小米朝 2001年他 「たちぎれ線香」「青菜」 48389
桂ざこば 子ほめ 芸歴45周年＆還暦記念
ラクゴ×ドラマ

桂／ざこば 樽本真生夏 森本亮治 小松彩夏 ぼんち
おさむ 烏川耕一 かとうかずこ 小島秀哉 喜味こい
し 桂／米朝

2008.09.17 55174



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
桂ざこば独演会 その2 桂／ざこば 1993.08.14

ほか
「青菜」「首提灯」 4245

桂ざこば独演会 その三 桂／ざこば 1996年11月7
日

「一文笛」 「遊山舟」 29691

桂ざこば独演会 その四 桂／ざこば 1997年2月17
日

「阿弥陀池」「厩火事」 29690

桂ざこば独演会 その五 桂／ざこば 1997年3月16
日

「鉄砲勇助」 「ろくろ首」 29689

桂ざこば独演会 その６ 桂／ざこば 1999年他 「しり餅」「らくだ」 48379
桂ざこば独演会 その７ 桂／ざこば 1994年他 「肝つぶし」「お玉牛」 48380
桂ざこば独演会 その８ 桂／ざこば 2000年他 「高津の富」「狸の化寺」 48381
桂ざこば独演会 その９ 桂／ざこば 2001.07.12 「へっつい幽霊」「むちゃ息子」 48382
桂ざこば独演会 その10 桂／ざこば 2001年 「寝床」「不動坊」 48383
桂三枝大全集 創作落語125選 １ 桂／三枝 2001.10.30 「ゴルフ夜明け前」「ロボ・Ｇ」 45871
桂三枝大全集 創作落語125選 ２ 桂／三枝 2001.10.30 「にぎやか寿司」「ダンシングドクター」 45876
桂三枝大全集 創作落語125選 ３ 桂／三枝 2001.10.30 「くもんもん式学習塾」「おーいキャディさん」 45877
桂三枝大全集 創作落語125選 ４ 桂／三枝 2001.10.30 「怪談―北病棟31号室」「憧れのカントリーライ 45878
桂三枝大全集 創作落語125選 ５ 桂／三枝 2001.10.30 「STUDYしまっせ大阪弁」「又も華々しき華燭の典」

「青い瞳をした会長さん」
45879

桂三枝大全集 創作落語125選 ６ 桂／三枝 2001.10.30 「ぼやき酒屋」「シルバーウェディングベル」 45880
桂三枝大全集 創作落語125選 ７ 桂／三枝 2001.10.30 「大相撲夢甚句」「お忘れ物承り所」 45881
桂三枝大全集 創作落語125選 ８ 桂／三枝 2001.10.30 「コテコテ劇場 男の花道」「遊びじゃないのよ父さ

んは」
45882

桂三枝大全集 創作落語125選 ９ 桂／三枝 2001.10.30 「深夜タクシー」「湯けむりが目にしみる」 45883
桂三枝大全集 創作落語125選 10 桂／三枝 2001.10.30 「人情ラーメン―夢屋」「神様の御臨終」 45884
桂三枝大全集 創作落語125選 11 桂／三枝 2001.10.30 「涙をこらえてカラオケを」「花見でいっぱい」 45885
桂三枝大全集 創作落語125選 12 桂／三枝 2001.10.30 「僕達ヒローキッズ」「スキヤキ」 45886
桂三枝大全集 創作落語125選 13 桂／三枝 2001.10.30 「君よモーツァルトを聴け」「ワニ」 45887
桂三枝大全集 創作落語125選 14 桂／三枝 2001.10.30 「あぶない理髪師」「ご対面は涙、涙のポタージュ

スープ」
45888

桂三枝大全集 創作落語125選 15 桂／三枝 2001.10.30 「真心サービスおじんタクシー」「娘の相手」 45889
桂三枝大全集 創作落語125選 16 桂／三枝 2001.10.30 「よしもと花の月旅行」「踊る屋上ビアガーデン」 45890
桂三枝大全集 創作落語125選 17 桂／三枝 2001.10.30 「お祭り代官行列」「失業リストラン」 45891
桂三枝大全集 創作落語125選 18 桂／三枝 2001.10.30 「HOW TO プレイボーイ」「悲しみよありがとう」 45892
桂三枝大全集 創作落語125選 19 桂／三枝 2001.10.30 「生中継・源平」「アメリカ人が家にやってきた」 45893
桂三枝大全集 創作落語125選 20 桂／三枝 2001.10.30 「効果音の効果は効果的だったかどうか」「め組火

消しカンパニー」
45894

桂三枝大全集 創作落語125選 21 桂／三枝 2002.10.23 「念ずれば花ひらく」「作文」 45895
桂三枝大全集 創作落語125選 22 桂／三枝 2002.10.23 「鯛」「ソソラソラソラ空恐ろしい」 45896
桂三枝大全集 創作落語125選 23 桂／三枝 2002.10.23 「日本一のコシヒカリ」「蒸発」 45897
桂三枝大全集 創作落語125選 24 桂／三枝 2002.10.23 「仲良くやろう雀」「お父さんがビデオカメラを

買った日」
45898

桂三枝大全集 創作落語125選 25 桂／三枝 2002.10.23 「何考えとんねん」「一杯のかけそば」 45900
桂三枝大全集 創作落語125選 26 桂／三枝 2002.10.23 「お湯かけ女房」「エレクトロニクス・ハウジン 45901
桂三枝大全集 創作落語125選 27 桂／三枝 2002.10.23 「初恋」「行員ヤンママの如し」 45902
桂三枝大全集 創作落語125選 28 桂／三枝 2002.10.23 「ヘラクレスの心」「医ー家族」 45903
桂三枝大全集 創作落語125選 29 桂／三枝 2002.10.23 「仁義なき校争」「考える豚」 45904
桂三枝大全集 創作落語125選 30 桂／三枝 2002.10.23 「待合せ」「深夜のデパート―岡島警備員の報告」 45905



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
桂三枝大全集 創作落語125選 31 桂／三枝 2002.10.23 「花ぐもり―青春忠臣蔵三平篇」「焼酎はいらんか

ねぇ」
45906

桂三枝大全集 創作落語125選 32 桂／三枝 2002.10.23 「ギャンブラー」「峠の狸レストラン」 45907
桂三枝大全集 創作落語125選 33 桂／三枝 2002.10.23 「悲しい犬やねん」「憧れの老コン」 45908
桂三枝大全集 創作落語125選 34 桂／三枝 2002.10.23 「新世界」「笑説・宮本武蔵」 45909
桂三枝大全集 創作落語125選 35 桂／三枝 2002.10.23 「花嫁御寮」「父よあなたは辛かった」 45910
桂三枝大全集 創作落語125選 36 桂／三枝 2002.10.23 「夏の和尚さん」「現代テレビ事情『窓』」 45911
桂三枝大全集 創作落語125選 37 桂／三枝 2002.10.23 「奈良の大仏さん」「結婚ノススメ」 45912
桂三枝大全集 創作落語125選 38 桂／三枝 2002.10.23 「カラス」「主夫の友」 45913
桂三枝大全集 創作落語125選 39 桂／三枝 2002.10.23 「穴バーにて」「桃太郎で眠れなかった子供のため 45914
桂三枝大全集 創作落語125選 40 桂／三枝 2002.10.23 「平成CHIKAMATSU心中物語」「あした元気になあ 45915
桂三枝大全集 創作落語125選 41 桂／三枝 2003.12.26 「熱援家族」「嗚呼、懐かしの歌がよみがへる」 45916
桂三枝大全集 創作落語125選 42 桂／三枝 2003.12.26 「必要は発明のおばちゃん」「夢いちもんめ―真珠

王御木本幸吉物語」
45917

桂三枝大全集 創作落語125選 43 桂／三枝 2003.12.26 「さよなら動物園」「結婚の申し込み」 45918
桂三枝大全集 創作落語125選 44 桂／三枝 2003.12.26 「ブルースが友達」「立候補」 45919
桂三枝大全集 創作落語125選 45 桂／三枝 2003.12.26 「妻の旅行」「若年寄天下御免」 45920
桂三枝大全集 創作落語125選 46 桂／三枝 2003.12.26 「診察と点滴の間に」「お母さんと一緒」 45921
桂三枝大全集 創作落語125選 47 桂／三枝 2003.12.26 「生まれ変わり」「お父さんが芸術に目覚めた日」 45922
桂三枝大全集 創作落語125選 48 桂／三枝 2003.12.26 「恐怖の怪談社」「代参―供養供養しましょう」 45923
桂三枝大全集 創作落語125選 49 桂／三枝 2003.12.26 「宿題」「わたしは最強のバスガール」 45924
桂三枝大全集 創作落語125選 50 桂／三枝 2003.12.26 「残りの時間」「石川や」 45925
桂三枝大全集 創作落語125選 51 桂／三枝 2003.12.26 「良心」「イキイキため息」 45926
桂三枝大全集 創作落語125選 52 桂／三枝 2003.12.26 「ケンタッキー・ブライドチキン」「幽霊アパー 45927
桂三枝大全集 創作落語125選 53 桂／三枝 2003.12.26 「国技・インターナショナル大相撲」「救急結婚相

談所」
45928

桂三枝大全集 創作落語125選 54 桂／三枝 2003.12.26 「工場の月」「大きい小さい」 45929
桂三枝大全集 創作落語125選 55 桂／三枝 2003.12.26 「私がパパよ」「自白」 45930
桂三枝大全集 創作落語125選 56 桂／三枝 2003.12.26 「東京嫌い」「教育狂騒曲」 45931
桂三枝大全集 創作落語125選 57 桂／三枝 2003.12.26 「喜寿ラッパー」「年寄りの冷や球」 45932
桂三枝大全集 創作落語125選 58 桂／三枝 2003.12.26 「美しくなりたい」「鏡」 45933
桂三枝大全集 創作落語125選 59 桂／三枝 2003.12.26 「背なで老いてる唐獅子牡丹」「ホステス改造論」 45934
桂三枝大全集 創作落語125選 60 桂／三枝 2003.12.26 「暖簾」「別れても…」 45935
桂三枝大全集 創作落語125選 61 桂／三枝 2003.12.26 「年上の人」「にわか易者」 45936
桂三枝大全集 創作落語125選 62 桂／三枝 2003.12.26 「メルチュウ一家」「大阪レジスタンス」 45937
桂三枝の笑宇宙 １ 桂／三枝 2011.04.20 「赤とんぼ」 「仲直り」 59140
桂三枝の笑宇宙 １ 桂／三枝 「真心サービスおじんタクシー」 「赤とんぼ」

「仲直り」
59141

桂三枝 爆笑落語大全集 花王名人劇場版
①

桂／三枝 1981.12.13
ほか

1「桂／三枝 落語入門の日」 2「仁義なき校争」 3
「桂／三枝 １人対談」4「ご対面は涙々のポター
ジュスープ」 5「真心サービスおじんタクシー」

33630

桂三枝 爆笑落語大全集 花王名人劇場版
②

桂／三枝 1997.02.21
ほか

1「ゴルフ夜明け前」 2「生中継・源平」 3「新世
界」

33631

桂枝雀 英語落語 桂／枝雀 1989.04.28
ほか

「ＡＴＡＧＯＹＡＭＡ（愛宕山）」「ＲＯＢＯＴ Ｓ
ＨＩＺＵＫＡ-ＣＨＡＮ (ロボット しずかちゃん)」

4253

桂枝雀  落語選集  ＮＨＫラジオアーカ
イブスより  （一九六五－一九八〇）

桂／枝雀 1965.06
1970.09

煮売屋  江戸荒物 63672



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
桂枝雀  落語選集  ＮＨＫラジオアーカ
イブスより  （一九六五－一九八〇）

桂／枝雀 1972
1972.06.21

宿替え  ふたなり 63673

桂枝雀  落語選集  ＮＨＫラジオアーカ
イブスより  （一九六五－一九八〇）

桂／枝雀 1972.11
1973.06

宿屋仇  いらちの愛宕詣り 63674

桂枝雀  落語選集  ＮＨＫラジオアーカ
イブスより  （一九六五－一九八〇）

桂／枝雀 1973.11
1974.03

寝床  饅頭こわい 63675

桂枝雀  落語選集  ＮＨＫラジオアーカ
イブスより  （一九六五－一九八〇）

桂／枝雀 1974.09
1974.11

不動坊  かぜうどん 63676

桂枝雀  落語選集  ＮＨＫラジオアーカ
イブスより  （一九六五－一九八〇）

桂／枝雀 1975.01
1975.03

天神山  七度狐 63677

桂枝雀  落語選集  ＮＨＫラジオアーカ
イブスより  （一九六五－一九八〇）

桂／枝雀 1975.06
1976.11

こぶ弁慶  九日目 63678

桂枝雀  落語選集  ＮＨＫラジオアーカ
イブスより  （一九六五－一九八〇）

桂／枝雀 1978.05
1979.03

住吉駕籠  延陽伯 63679

桂枝雀  落語選集  ＮＨＫラジオアーカ
イブスより  （一九六五－一九八〇）

桂／枝雀 1979.05
1979.07

舟弁慶  矢橋船 63680

桂枝雀  落語選集  ＮＨＫラジオアーカ
イブスより  （一九六五－一九八〇）

桂／枝雀 1979.11
1980.07

八五郎坊主  雨乞い源兵衛 63681

桂枝雀のわんだー･らんど 桂／枝雀 1990.12.19 「ＯＰＥＮＩＮＧ」「日本むかし噺①」「サウン
ド・ロゴ」「わがままＤＪ」「達者でナ」「サウン
ド・ロゴ」「大前田博士の伝説」「日本むかし噺
②」「こだわり英語教室(挿入歌）ＡＢＣ」「サウン
ド・ロゴ」「スビバゼンおじさん」「エンディン
グ」

4250

桂雀三郎の落語 １ 桂／雀三郎 1997.03.15 「口入屋」「天王寺詣り」 33213
桂雀三郎の落語 ２ 桂／雀三郎 1997他 「貧乏花見」「夢の革財布」 33214
桂雀三郎の落語 ３ 桂／雀三郎 1999.03.13 「くしゃみ講釈」「G＆G」 48371
桂雀三郎の落語 ４ 桂／雀三郎 2000.03.04 「哀愁列車」「親子酒」 48372
桂雀三郎の落語 ５ 桂／雀三郎 1999年他 「遊山船」「崇徳院」 48373
桂雀々 落語のひろば 3 桂/雀々 2000.05.10 「仔猫」「猿後家」 48367
桂雀々 落語のひろば 4 桂/雀々 2001.08.08 「景清」「鷺とり」 48368
桂雀々 落語のひろば 5 桂/雀々 2001.08.08 「八五郎坊主」「遺言」「鯉船」 48369
桂雀々 落語のひろば 6 桂/雀々 2004.07.28 「動物園」「鶴満寺」 48370
桂雀々 落語のひろば 7 桂／雀々 2004.07.28 「田楽喰い」「さくらんぼ」「せんきの虫」 49049
桂雀々 落語のひろば その 1 桂／雀々 1996.11 他 「がまの油」 「夢八」 29699
桂雀々 落語のひろば その２ 桂／雀々 1997年 他 「船弁慶」 「手水廻し」 29700
桂都丸の落語を聞く会 その一 桂／都丸 2000 「桜の宮」「替り目」 49086
桂都丸の落語を聞く会 そのニ 桂／都丸 2001 「二番煎じ」「つぼ算」 49087
桂都丸の落語を聞く会 その三 桂／都丸 2002 「らくだの葬礼」 49088
桂都丸の落語を聞く会 その四 桂／都丸 2003 「天神山」「首提灯」 49089
桂都丸の落語を聞く会 その五 桂／都丸 2004 「高津の富」「向う付け」 49090
桂文我 上方落語選 その１ 桂／文我 1997.01.05

他
「芝居風呂」「しじみ売り」「昆布巻芝居」 33628

桂文我 上方落語選 その２ 桂／文我 1998年 他 「地獄八景亡者戯」「子はかすがい」 29704
桂文我 上方落語選 その３ 桂／文我 1996年他 「時うどん」「ほうじの茶」「三十石夢の通い路」 48386
桂文我 上方落語選 その３ 桂／文我 200.08.30 １．時うどん ２．ほうじの茶 ３．三十石夢の通い 51194
桂文我 上方落語選 其の一 ① ④ 桂／文我 2005.10 「寝床」「餅つき」 49251
桂文我 上方落語選 其の一 ② ④ 桂／文我 2005.10 「盆唄」「浮かれの屑より」 49252



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
桂文我 上方落語選 其の二 ① ④ 桂／文我 2007.01 「質屋蔵」「小倉船」 49251
桂文我 上方落語選 其の二 ② ④ 桂／文我 2007.01 ｢胴乱の幸助」「土橋萬歳」 51610
桂文我の上方落語案内 桂／文我 桂／まん我 2010.11.09 「住吉駕籠」「蛸芝居」「時うどん」 58960
桂文我のレッツらっくごー！ ぷぷぷＣＤ 桂／文我 2007.03.20 「ユーフォー」 「いたずら好きな竜」 「だじゃれ

ゆうれい」 「どろぼうサンタ」 「とんだはつゆ
め」 「雪うさぎ」 「ライブ・だじゃれゆうれい」

52156

桂文我のレッツらっくごー！ わははＣＤ 桂／文我 2007.03.20 「赤ちゃんほめ」 「ローソク」 「色石ひろい」
「おぎょうぎよく」 「ふた子とぼたんなべ」 「つ
もりお絵かき」 「ライブ・ふた子とぼたんなべ」

52154

桂文枝 １ ⑤桂／文枝 2005.08.24 「軽業講釈」「浮かれの屑より」 48670
桂文枝 ２ ⑤桂／文枝 2005.08.24 「辻占茶屋」「船弁慶」 48668
桂文枝 ３ ⑤桂／文枝 2005.08.24 「天神山」「愛宕山」 48665
桂文枝 ４ ⑤桂／文枝 2005.09.21 「三枚起請」「小倉舟」 48667
桂文枝 ５ ⑤桂／文枝 2005.09.21 「鍬潟」「高津の富」 48669
桂文枝 ６ ⑤桂／文枝 2005.09.21 「稽古屋」「蛸芝居」 48671
桂文枝 ７ ⑤桂／文枝 2005.10.19 「大丸屋騒動」「堀川」 48861
桂文枝 ８ ⑤桂／文枝 200510.19 「莨の火」「たちきれ」 48862
桂文太 噺の世界 １ 桂／文太 中田まなみ 脇阪新子 2009.09.05 「青菜」 「軒付け」 57867
桂文太 噺の世界 ２ 桂／文太 内海英華 早川久子 花登益子 2009.12.19 「七度狐」 「火焔太鼓」 57868
桂文珍 １ 桂／文珍 「後生鰻」「七段目」 33625
桂文珍 ２ 桂／文珍 1999.12.18 「蔵丁稚」「宿屋仇」 49051
桂文珍 ３ 朝日名人会ライヴシリーズ ３ 桂／文珍 2000.04.19 「心中恋電脳」 49052
桂文珍 ４ 桂／文珍 2000.12.06 「はてなの茶碗」「星野屋」 49053
桂文珍 ５ 桂／文珍 2001.05.23 「老婆の休日」「ヘイ！マスター」 49054
桂文珍 ６ 朝日名人会ライヴシリーズ ８ 桂／文珍 2001.08.01 「らくだ」 49055
桂文珍 ７ 桂／文珍 2001.12.19 「鷺捕り」「不動坊」 49056
桂文珍 ８ 朝日名人会ライヴシリーズ 13 桂／文珍 2002.07.24 「手水廻し」「愛宕山」 49057
桂文珍 ９ 桂／文珍 2002.11.20 「地獄八景亡者の戯れ」 49058
桂文珍 10 朝日名人会ライヴシリーズ 16 桂／文珍 2003.0319 「稽古屋」「軒付け」 49059
桂文珍 11 桂／文珍 2003.07.16 「青菜」「親子茶屋」 49060
桂文珍 12 朝日名人会ライヴシリーズ 21 桂／文珍 2003.10.01 「高津の富」「天狗裁き」 49061
桂文珍 13 桂／文珍 2004.04.07 「算段の平兵衛」「新版・豊竹屋」」 49062
桂文珍 14 桂／文珍 2004.08.04 「胴乱の幸助」「老楽風呂」 49063
桂文珍 15 朝日名人会ライヴシリーズ 28 桂／文珍 2005.03.24 「宿替え」「饅頭こわい」 49064
桂文珍 16 桂／文珍 2005.07.20 「新・世帯念仏」「三枚起請」 49065
桂文珍 第10夜 連続独演会 第１夜「老婆
の休日」「らくだ」

桂／文珍 2008.10.10 「老婆の休日」 「らくだ」 55055

桂文珍 第10夜 連続独演会 第２夜「茶屋
迎い」「宿屋仇」

桂／文珍 2008.10.10 「茶屋迎い」 「宿屋仇」 55056

桂文珍 第10夜 連続独演会 第３夜「心中
恋電脳」「はてなの茶碗」

桂／文珍 2008.10.10 「心中恋電脳」 「はてなの茶碗」 55057

桂文珍 第10夜 連続独演会 第４夜「庖丁
間男」「商社殺油地獄」

桂／文珍 2008.10.10 「庖丁間男」 「商社殺油地獄」 55058

桂文珍 第10夜 連続独演会 第５夜「マ
ニュアル時代」「地獄八景亡者戯」

桂／文珍 2008.10.10 「マニュアル時代」 「地獄八景亡者戯」 55059

桂文珍 第10夜 連続独演会 第６夜「天狗
裁き」「不動坊」

桂／文珍 2008.10.10 「天狗裁き」 「不動坊」 55060



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
桂文珍 第10夜 連続独演会 第７夜「星野
屋」「胴乱の幸助」

桂／文珍 2008.10.10 「星野屋」 「胴乱の幸助」 55061

桂文珍 第10夜 連続独演会 第８夜「老楽
風呂」「愛宕山」

桂／文珍 2008.10.10 「老楽風呂」 「愛宕山」 55062

桂文珍 第10夜 連続独演会 第９夜「新
版・世帯念仏」「新版・七度狐」

桂／文珍 2008.10.10 「新版 世帯念仏」 「新版 七度狐」 55063

桂文珍 第10夜 連続独演会 第10夜「ヘ
イ！マスター！」「百年目」

桂／文珍 2008.10.10 「ヘイ！マスター！」 「百年目」 55064

桂文珍 大東京独演会 一日目「蔵丁稚」
「らくだ」

桂／文珍 2010.10.10 「蔵丁稚」「らくだ」 58822

桂文珍 大東京独演会 二日目「茶屋迎
い」「算段の平兵衛」

桂／文珍 2010.10.10 「茶屋迎い」「算段の平兵衛」 58823

桂文珍 大東京独演会 三日目「風呂敷」
「新版・七度狐」

桂／文珍 2010.10.10 「風呂敷」「新版・七度狐」 58824

桂文珍 大東京独演会 四日目「住吉駕
籠」「地獄八景亡者戯」

桂／文珍 2010.10.10 「住吉駕籠」「地獄八景亡者戯」 58825

桂文珍 大東京独演会 五日目「池田の猪
買い」「御神酒徳利」

桂／文珍 2010.10.10 「池田の猪買い」「御神酒徳利」 58826

桂文珍 大東京独演会 六日目「高津の
富」「商社殺油地獄」

桂／文珍 2010.10.10 「高津の富」「商社殺油地獄」 58827

桂文珍 大東京独演会 七日目「軒付け」
「口入屋」

桂／文珍 2010.10.10 「軒付け」「口入屋」 58828

桂文珍 大東京独演会 八日目「船弁慶」
「そこつ長屋」

桂／文珍 2010.10.10 「船弁慶」「そこつ長屋」 58829

桂文珍 大東京独演会 九日目「星野屋」
「胴乱の幸助」

桂／文珍 2010.10.10 「星野屋」「胴乱の幸助」 58830

桂文珍 大東京独演会 十日目「老婆の休
日」「百年目」

桂／文珍 2010.10.10 「老婆の休日」「百年目」 58831

桂文珍 大東京独演会 特典盤：十日連続
独演会の舞台裏

桂／文珍 2010.10.10 58832

桂米朝 艶笑上方落語 いろはにほへと 桂／米朝 1989.06.24 「年の始め」「(唄)十二月」「羽根つき丁稚」
「（唄）十日戎」「逢いびき」「（鳴物）湯立神
楽」「反故染め」「（合方）忍び三重」「骨とう
屋」「あとのニ人」「火消しのかか」「ねごと」
「猪飼野」「医者間男」「（唄）逢いたさに」「茶
漬け間男」「（鳴物）米洗い」「（唄）琉球節」
「狐と馬」「めす馬」「大根舟」「（合方）佃合
方」「かげかくれ」「テームズ河」「指輪」「懸け
橋」「(唄）わが恋は」「故郷へ錦」

4249

桂米朝 艶笑上方落語 いろはにほへと 桂／米朝 1989.06.24 1.年の初め 2.（唄）十二月 3.羽根つき丁稚 4.
（唄）十日戎 5.逢いびき 6.（鳴物）湯立神楽 7.反
故染め 8.（合方）忍び三重 9.骨とう屋 10.あとの
二人 11.火消しのかか 12.ねごと 13.猪飼野 14.医
者間男 15.（唄）逢いたさに 16.茶漬け間男 17.
（鳴物）米洗い 18.（唄）琉球節 19.狐と馬 20.め
す馬 21.大根舟 22.（合方）佃合方 23.かげかくれ
24.テームズ河 25.指輪 26.懸け橋 27.（唄）わが恋
は 28.故郷へ錦

51190



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
桂米朝 艶笑上方落語 続いろはにほへと 桂／米朝 1989.06.24 「(鳴物）シャギリ」「忠臣蔵のはなし」「（唄）五

段返し」「大星由良之助」「天野屋利兵衛」「（下
座歌）花にあそばば」「ゆらしゃろか」「(鳴物）サ
ワギ」「寄席のはなし」「(鳴物）早笛」「おさん茂
兵衛」「(唄）因州因幡」「尾上多見江」「(下座
唄）磯の松ヶ枝」「張形のはなし」「左甚五郎作」
「四ツ目屋で」「(鳴物）佃合方」「軽業師」「(鳴
物）拳合方」「手は他人か」「(鳴物)拳合方」「一
人者」「（唄）かんちろりん」「千擦」「(唄）立
山」「数取り」「（鳴物）禅つと合方」「(下座唄）
鯛や鯛」「三拍子」「後テーマ」

4254

桂米朝 艶笑上方落語 続いろはにほへと 桂／米朝 1989.06.24 1.（鳴物）シャギリ 2.忠臣蔵のはなし 3.（唄）五
段返し 4.大星由良之助 5.天野屋利兵衛 6.（下座
唄）花にあそばば 7.ゆらしゃるか 8.（鳴物）サワ
ギ 9.寄席のはなし 10.（鳴物）早苗 11.おさん茂兵
衛 12.（唄）因州因幡 13.尾上多見江 14.（下座
唄）磯の松ヶ枝 15.張形のはなし 16.左甚五郎作
17.四ツ目屋で 18.（鳴物）佃合方 19.軽業師 20.
（鳴物）拳合方 21.手は他人か 22.（鳴物）拳合方
23.一人者 24.（唄）かんちろりん 25.千擦 26.
（唄）立山 27.数取り 28.禅つと合方 29.（下座
唄）鯛や鯛 30.三拍子 31.後テーマ

51191

桂米朝 上方落語大全集 第一期 第一集 桂／米朝 2006.06.28 愛宕山 犬の目 魚の狂句 51201
桂米朝 上方落語大全集 第一期 第二集 桂／米朝 2006.06.28 宿屋仇 厄拂い 51202
桂米朝 上方落語大全集 第一期 第三集 桂／米朝 2006.06.28 猫の忠信 くしゃみ講釈 51203
桂米朝 上方落語大全集 第一期 第四集 桂／米朝 2006.06.28 阿彌陀池 軽業 動物園 51204
桂米朝 上方落語大全集 第一期 第五集 桂／米朝 2006.06.28 佐々木裁き 米揚げ笊 狸の賽 51205
桂米朝 上方落語大全集 第一期 第六集 桂／米朝 2006.06.28 仔猫 京の茶漬 親子酒 51206
桂米朝 上方落語大全集 第一期 第七集 桂／米朝 2006.06.28 算段の平兵衛 蟇の油 商売根問 51207
桂米朝 上方落語大全集 第一期 第八集 桂／米朝 2006.06.28 どうらんの幸助 明石飛脚～世帯念佛 51208
桂米朝 上方落語大全集 第一期 第九集 桂／米朝 2006.06.28 鯉舟 足上り いもりの黒焼 51209
桂米朝 上方落語大全集 第一期 第十集 桂／米朝 2006.06.28 地獄八景亡者戯 51210
桂米朝 上方落語大全集 第二期 第十一集 桂／米朝 2006.06.28 百年目 肝つぶし 51235
桂米朝 上方落語大全集 第二期 第十二集 桂／米朝 2006.06.28 景清 軒づけ 51236
桂米朝 上方落語大全集 第二期 第十三集 桂／米朝 2006.06.28 怪談市川堤 親子茶屋 51237
桂米朝 上方落語大全集 第二期 第十四集 桂／米朝 2006.06.28 鹿政談 不精の代参 兵庫船 51238
桂米朝 上方落語大全集 第二期 第十五集 桂／米朝 2006.06.28 骨つり 貧乏花見 51239
桂米朝 上方落語大全集 第二期 第十六集 桂／米朝 2006.06.28 けんげしゃ茶屋 ひとり酒盛 道具屋 51240
桂米朝 上方落語大全集 第二期 第十七集 桂／米朝 2006.06.28 蔵丁稚 三年酒 天狗さし 51241
桂米朝 上方落語大全集 第二期 第十八集 桂／米朝 2006.06.28 三枚起請 二人ぐせ 51242
桂米朝 上方落語大全集 第二期 第十九集 桂／米朝 2006.06.28 一文笛 住吉駕籠 51243
桂米朝 上方落語大全集 第二期 第二十集 桂／米朝 2006.06.28 皿屋敷 植木屋 稲荷俥 51244
桂米朝 上方落語大全集 第三期 第二十一 桂／米朝 2006.07.26 口入屋 つぼ算 51245
桂米朝 上方落語大全集 第三期 第二十二 桂／米朝 2006.07.26 帯久 鴻池の犬 51246
桂米朝 上方落語大全集 第三期 第二十三 桂／米朝 2006.07.26 不動坊 小倉船 51247
桂米朝 上方落語大全集 第三期 第二十四 桂／米朝 2006.07.26 饅頭こわい 卯の日詣り まめだ 51248
桂米朝 上方落語大全集 第三期 第二十五 桂／米朝 2006.07.26 かわり目 次の御用日 つる 51249



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
桂米朝 上方落語大全集 第三期 第二十六 桂／米朝 2006.07.26 はてなの茶碗 夏の医者 口合小町 51250
桂米朝 上方落語大全集 第三期 第二十七 桂／米朝 2006.07.26 七度狐 猫の茶碗 かけとり 51251
桂米朝 上方落語大全集 第三期 第二十八 桂／米朝 2006.07.26 土橋萬歳 蛇含草 正月丁稚 51252
桂米朝 上方落語大全集 第三期 第二十九 桂／米朝 2006.07.26 百人坊主 花筏 51253
桂米朝 上方落語大全集 第三期 第三十集 桂／米朝 2006.07.26 たちぎれ線香 矢橋船 51254
桂米朝 上方落語大全集 第四期 第三十一 桂／米朝 2006.07.26 らくだ 持参金 51255
桂米朝 上方落語大全集 第四期 第三十二 桂／米朝 2006.07.26 崇徳院 看板の一 狸の化寺 51256
桂米朝 上方落語大全集 第四期 第三十三 桂／米朝 2006.07.26 高津の富 田楽喰い 除夜の雪 51257
桂米朝 上方落語大全集 第四期 第三十四 桂／米朝 2006.07.26 池田の猪買い 馬の田楽 べかこ 51258
桂米朝 上方落語大全集 第四期 第三十五 桂／米朝 2006.07.26 天狗さばき 近江八景 牛の丸薬 51259
桂米朝 上方落語大全集 第四期 第三十六 桂／米朝 2006.07.26 しまつの極意 坊主茶屋 桃太郎 51260
桂米朝 上方落語大全集 第四期 第三十七 桂／米朝 2006.07.26 質屋蔵 鉄砲勇助 51261
桂米朝 上方落語大全集 第四期 第三十八 桂／米朝 2006.07.26 千両みかん 風の神送り 51262
桂米朝 上方落語大全集 第四期 第三十九 桂／米朝 2006.07.26 菊江佛壇 くやみ 51263
桂米朝 上方落語大全集 第四期 第四十集 桂／米朝 2006.07.26 こぶ弁慶 子ほめ 51264
桂米朝 らくごの世界 文化勲章 受章記念
ＤＶＤ ＤＩＳＣ-１

桂／米朝 近藤正臣（ナビゲーター） 2010 「算段の平兵衛」「持参金」「肝つぶし」「花筏」 58836

桂米朝 らくごの世界 文化勲章 受章記念
ＤＶＤ ＤＩＳＣ-２

桂／米朝 近藤正臣（ナビゲーター） 2010 「はてなの茶碗」「らくだ」 58837

桂米朝 らくごの世界 文化勲章 受章記念
ＤＶＤ ＤＩＳＣ-３ 特典映像

桂／米朝 桂／ざこば 桂／南光 桂／米団治 桂／吉
弥 桂／春団治 石井竜也 中川絹子（米朝夫人） 千
原ジュニア

2010 58838

桂米団治 襲名記念 小米朝十番勝負 桂／米団治 2008.09.26 「親子茶屋」 「皿屋敷」 「京の茶漬」 「景清」 55050
桂米団治 襲名記念 小米朝十番勝負 桂／米団治 2008.09.26 「厄払い」 「仔猫」 「持参金」 「小倉船」 55051
桂米団治 襲名記念 小米朝十番勝負
DISC3

桂／米団治 林家たい平 春風亭昇太 柳家花緑 柳家
喬太郎

2008.09.26 「代書」 「稽古屋」 55052

合財袋（上・下） 砂川捨丸 不詳 合財袋（上・下） 45414
家庭講座（子供教育）（上・下） 都家静代・都家文雄 不詳 家庭講座（子供教育）（上・下） 43214
家庭事変（上・下） アザブラブ・アザブ／伸 不詳 家庭事変（上・下） 45190
家庭争議（上・下） 大道寺春之助・天津城逸郎 不詳 家庭争議（上・下） 45442
彼女と易者（上・下） 河内家正春・春子 不詳 彼女と易者（上・下） 45245
歌舞伎大一座 櫻川春楽 不詳 歌舞伎大一座 45266
釜焚船長（上・下） 玉松ワカナ・玉松一郎 不詳 釜焚船長（上・下） 43078
紙屑屋（一～四） 立花家花橘 不詳 紙屑屋（一～四） 43279
亀は萬年（上・下） 三遊亭川柳・一輪亭花蝶 不詳 亀は萬年（上・下） 45276
彼氏のグチ（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 彼氏のグチ（上・下） 42683
花緑・きく姫の落語がいっぱい その１ 柳家花緑 林家きく姫 「はつてんじん」 （ 「初天神」 ） 「じゅげむ」

（ 「寿限無」 ） 「たぬきのさつ」 （ 「狸の札」
49529

花緑・きく姫の落語がいっぱい その２ 柳家花緑 林家きく姫 「目黒のさんま」 「平林」 「ときそば」 （ 「時
そば」 ）

49530

花緑・きく姫の落語がいっぱい その３ 柳家花緑 林家きく姫 「まんじゅうこわい」 （ 「饅頭こわい」 ） 「ち
りとてちん」 「まつやまかがみ」 （ 「松山鏡」

49531

花柳界 穴さがし 五代目  笑福亭松鶴 1926.12 花柳界 穴さがし 2676
漢口みやげ（上・下） ミス／ワカナ・玉松一郎 不詳 漢口みやげ（上・下） 43079
神田の生れよ（上・下） 花菱アチャコ・千歳家今男 不詳 神田の生れよ（上・下） 42958
義眼女房（上・下） 芦の家雁玉・林田十郎 不詳 義眼女房（上・下） 42666
菊水丸 姫路を詠う 新聞詠み河内音頭家
元 河内家菊水丸

河内家菊水丸 石田雄一 河内家牛若丸 2006.10.02 「見野古墳群音頭」 「姫路未来音頭」 「お夏 清十
郎」

57871



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
菊地まどか 浪曲「嫁ぐ日」 浪曲「赤垣
源蔵～名残の徳利」

菊地まどか 岡本貞子 2009.12.16 「嫁ぐ日」 「赤垣源蔵～名残の徳利」 57842

菊地まどか 浪曲「嫁ぐ日」 浪曲「赤垣
源蔵～名残の徳利」

菊地まどか 岡本貞子 2009.12.16 「嫁ぐ日」 「赤垣源蔵～名残の徳利」 57843

菊丸のマネキン（上・下） 砂川菊丸・砂川照子 不詳 菊丸のマネキン（上・下） 43174
吉朝庵  桂吉朝夢ばなし 桂／吉朝 2002.11.02

1999.05.
くっしゃみ講釈（くしゃみ講釈） 63529

紀の国屋文左衛門 （三・四） 梅中軒鶯童 不詳 紀の国屋文左衛門 （三・四） 48582
君は兵隊？（上・下） 横山エンタツ・花菱アチャコ 不詳 君は兵隊？（上・下） 43142
京山幸枝若 河内音頭ベスト（一） 河内
十人斬り～愛憎編～

京山幸枝若 2006.06.21 １．河内十人斬り～愛憎編～（上） ２．河内十人斬
り～愛憎編～（下）

51184

京山幸枝若 河内音頭ベスト（二） 河内
十人斬り～怒涛編～

京山幸枝若 2006.06.21 １．河内十人斬り～怒涛編～（上） ２．河内十人斬
り～怒涛編～（下）

51185

京山幸枝若 河内音頭ベスト（三） 会津
の小鉄～文治殺し～

京山幸枝若 2006.06.21 １．会津の小鉄～文治殺し～（上） ２．会津の小鉄
～文治殺し～（下）

51186

京山幸枝若 河内音頭ベスト（四） 花の
幡随院／上州男一匹

京山幸枝若 2006.06.21 １．花の幡随院 ２．上州男一匹 51187

京山幸枝若 河内音頭ベスト（五） 吉良
の仁吉／清水の小政

京山幸枝若 2006.06.21 １．吉良の仁吉 ２．清水の小政 51188

京山幸枝若 蔵出し浪曲傑作集 一 京山幸枝若 藤信初子（曲師） 小池菊江（曲師） 1998 祐天吉松～喧嘩坊主～ 38324
京山幸枝若 蔵出し浪曲傑作集 二 京山幸枝若 藤信初子（曲師） 小池菊江（曲師） 1998 夕立勘五郎～三国峠～ 38334
京山幸枝若 蔵出し浪曲傑作集 三 京山幸枝若 藤信初子（曲師） 小池菊江（曲師） 1998 米屋剣法 38347
京山幸枝若 蔵出し浪曲傑作集 四 京山幸枝若 藤信初子（曲師） 小池菊江（曲師） 1998 国定忠治 ～上州鴉 板割浅太郎～ 38348
京山幸枝若 蔵出し浪曲傑作集 五 京山幸枝若 藤信初子（曲師） 小池菊江（曲師） 1998 人間 吉良上野介 38349
京山幸枝若 蔵出し浪曲傑作集 六 京山幸枝若 藤信初子（曲師） 小池菊江（曲師） 1998 恋の道成寺 ～安珍清姫～ 38350
京山幸枝若 蔵出し浪曲傑作集 七 京山幸枝若 藤信初子（曲師） 小池菊江（曲師）

中谷／裕（ドラム）安井久雄（ギター） 古里民謡
会（お噺子）

1998 葛の葉物語 ～悲恋信太の森～ 38351

京山幸枝若 蔵出し浪曲傑作集 八 京山幸枝若 藤信初子（曲師） 小池菊江（曲師）
広沢駒若（太鼓）近江吾朗（ギター）

1998 河内音頭 男の土俵 ～雷電と小野川遺恨相撲～ 38352

京山幸枝若浪曲全集 左甚五郎シリーズ
（１） 竹の水仙

初代 京山幸枝若 2007.04.18 竹の水仙（上）（下） 51290

京山幸枝若浪曲全集 左甚五郎シリーズ
（２） 掛川の宿

初代 京山幸枝若 2007.04.18 掛川の宿 （上）（下） 51291

京山幸枝若浪曲全集 左甚五郎シリーズ
（３） 四天王寺の眠り猫

初代 京山幸枝若 2007.04.18 四天王寺の眠り猫 （上）（下） 51292

京山幸枝若浪曲全集 左甚五郎シリーズ
（４） 千人坊主

初代 京山幸枝若 2007.04.18 千人坊主 （上）（下） 51293

京山幸枝若浪曲全集 左甚五郎シリーズ
（５） 木彫りの鯉

初代 京山幸枝若 2007.04.18 木彫りの鯉 （上）（下） 51294

京山幸枝若浪曲全集 左甚五郎シリーズ
（６） 京人形

初代 京山幸枝若 2007.04.18 京人形 （上）（下） 51295

京山幸枝若浪曲全集 左甚五郎シリーズ
（７） 猫餅

初代 京山幸枝若 2007.04.18 猫餅 （上）（下） 51296

京山幸枝若浪曲全集 左甚五郎シリーズ
（８） 知恩院

初代 京山幸枝若 2007.04.18 知恩院 （上）（下） 51297

京山幸枝若浪曲全集 左甚五郎シリーズ
（９） 猫と牡丹

初代 京山幸枝若 2007.04.18 猫と牡丹 （上）（下） 51298



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
京山幸枝若浪曲全集 左甚五郎シリーズ
（10） 松に鷹／お笑い難波戦記～後藤又
兵衛大阪入城～

初代 京山幸枝若 2007.04.18 １、松に鷹 ２、お笑い難波戦記～後藤又兵衛大阪入
城～

51299

京洛演芸帳（上・下） 西川ヒノデ・西川サクラ 不詳 京洛演芸帳（上・下） 43195
切られた與三郎（安来節）（上・下） 砂川捨丸・加藤滝子 不詳 切られた與三郎（安来節）（上・下） 43202
極めつけ!! 桂子・好江 ～内海桂子・好
江漫才特選集～

内海桂子・好江 1998.02.21
（発売）

「日本酒物語」 「どっちもどっち」 「オペラは楽
し」

29720

近日息子（三～四） ① 桂／春団治 不詳 近日息子（三～四） 43375
近日息子（上・下） 立花家花橘 不詳 近日息子（上・下） 43275
禁酒 桂／小春団治 1934.06 禁酒 2361
金と髪（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 金と髪（上・下） 42774
黄金の大黒（一～二） ① 桂／春団治 不詳 黄金の大黒（一～二） 43391
黄金の大黒（一～二） ① 桂／春団治 不詳 黄金の大黒（一～二） 43392
黄金の大黒（一～四） ① 桂／春団治 不詳 黄金の大黒（一～四） 43389
黄金の大黒（一～四） ① 桂／春団治 不詳 黄金の大黒（一～四） 43390
黄金の大黒（三～四） ① 桂／春団治 不詳 黄金の大黒（三～四） 43393
空襲（上・下） フランク富夫・ミス妙子 不詳 空襲（上・下） 45475
草津節（上・下） 富士蓉子・吉田明月 不詳 草津節（上・下） 45461
串本節 富士蓉子・吉田明月 不詳 串本節 45466
口入屋 （一～四） ②笑福亭枝鶴 不詳 口入屋 （一～四） 43260
口入屋（一～四） ① 桂／春団治 不詳 口入屋（一～四） 43377
国違い（上・下） 唄の家なり駒・酔月樓とり三 不詳 国違い（上・下） 45235
国の手形（三～四） 立花家花橘 不詳 国の手形（三～四） 43320
蔵出し浪曲名人選１ 二代 広沢虎造 二代目 広沢虎造 2005.08.03 ①石松代参 ②石松三十石船 51469
蔵出し浪曲名人選２ 二代 広沢虎造 二代目 広沢虎造 2005.08.03 ①閻魔堂のだまし討 ②お民の度胸と石松の最期 51470
蔵出し浪曲名人選３ 二葉百合子 二葉百合子 2005.08.03 ①婦系図 ②九段の母 51471
蔵出し浪曲名人選４ 二葉百合子 二葉百合子 端野いせ《特別出演》 2005.08.03 ①一本刀土俵入り ②岸壁の母 51472
蔵出し浪曲名人選５ 初代 春日井梅鶯 初代 春日井梅鶯 2005.08.03 ①天野屋利兵衛 ②南部坂雪の別れ 51473
蔵出し浪曲名人選６ 真山一郎 真山一郎 2005.08.03 ①忠臣蔵～刃傷松の廊下 ②落城の舞 51474
蔵出し浪曲名人選７ 初代 東家浦太郎 初代 東家浦太郎 2005.08.03 ①野狐三次～観音堂の捨て子～ ②野狐三次～お糸の

危難～
51475

蔵出し浪曲名人選８ 二代 東家浦太郎 二代目 東家浦太郎 2005.08.03 ①野狐三次～三次と伊賀守～ ②沖田総司哀史 51476
蔵出し浪曲名人選９ 三門／博 三門／博 2005.08.03 ①唄入り観音経～吉五郎地蔵由来～ ②唄入り観音経

～雲水吉五郎～
51477

蔵出し浪曲名人選10 寿々木米若 寿々木米若 2005.08.03 ①佐渡情話 ②唐人お吉 51478
蔵出し浪曲名人選11 二代 玉川勝太郎 二代目 玉川勝太郎 2005.08.03 ①天保水滸伝～繁蔵蛇園村斬り込み～ ②天保水滸伝

～決闘平手造酒の最期～
51479

蔵出し浪曲名人選12 初代 相模太郎 初代 相模太郎 2005.08.03 ①灰神楽三太郎～道中日記伊勢の巻～ ②灰神楽三太
郎～花嫁の巻～

51480

蔵出し浪曲名人選13 二代 春野百合子 二代目 春野百合子 2005.08.03 ①梶川大力の粗忽 ②番町皿屋敷～お菊と播磨～ 51481
蔵出し浪曲名人選14 四代 天中軒雲月 四代目 天中軒雲月 2005.08.03 ①武田信玄 ②巌流島 51482
蔵出し浪曲名人選15 梅中軒鶯童 梅中軒鶯童 2005.08.03 ①紀国屋文左衛門～朝の船出～ ②紀国屋文左衛門～

戻り船～
51483

蔵出し浪曲名人選16 五月一朗 五月一朗 2005.08.03 ①米若物語～佐渡の夕映え～ ②藤堂高虎～出世の白 51514
蔵出し浪曲名人選17 初代 東家浦太郎 初代 東家浦太郎 2005.08.03 ①安兵衛道場破り ②大奥物語～お玉の方～ 51515
蔵出し浪曲名人選18 芙蓉軒麗花 芙蓉軒麗花 2005.08.03 ①太閤記～秀吉故郷へ帰る～ ②仏御前 51516
蔵出し浪曲名人選19 三代 玉川勝太郎 三代目 玉川勝太郎 2005.08.03 ①忠臣蔵外伝～そば志ぐれ～ ②風流忠治しぐれ 51517
蔵出し浪曲名人選20 三代 浪花家辰造 二
代 広沢菊春

三代目 浪花家辰造 二代目 広沢菊春 2005.08.03 ①赤城しぐれ ②左甚五郎～竹の水仙～ 51518



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
蔵出し浪曲名人選21 二代 木村友衛 木村 二代目 木村友衛 木村若衛 2005.08.03 ①花街の母 ②唄枕親子旅 51519
蔵出し浪曲名人選22 三原佐知子 三原佐知子 2005.08.03 ①お梶～藤十郎の恋より～ ②母恋あいや節 51520
蔵出し浪曲名人選23 二葉百合子 二葉百合子 2005.08.03 ①鶴八鶴次郎 ②義民加助「貞亨義民伝」より 51521
蔵出し浪曲名人選24 玉川福太郎 玉川福太郎 2005.08.03 ①祐天吉松～飛鳥山親子の対面の場～ ②繁蔵売出す 51522
蔵出し浪曲名人選25 中村冨士夫 伊丹秀 中村冨士夫 伊丹秀子 2005.08.03 ①瞼の母 ②文七元結 51523
蔵出し浪曲名人選26 真山一郎 真山一郎 2005.08.03 伊豆の踊子 上・下 51524
蔵出し浪曲名人選27 二葉百合子 二葉百合子 2005.08.03 ①残菊物語 ②十三夜 51525
蔵出し浪曲名人選28 二葉百合子 二葉百合子 2005.08.03 ①梅川忠兵衛 ②関の弥太っぺ 51526
蔵出し浪曲名人選29 京山幸枝若 二代 春
日百合子

京山幸枝若 二代目 春日百合子 2005.08.03 ①会津の小鉄～小鉄売り出す～ ②出世太閤記 51527

蔵出し浪曲名人選30 三代 吉田奈良丸 初
代 日吉川秋水 初代 木村友衛

三代目 吉田奈良丸 初代 日吉川秋水 初代 木村友
衛

2005.08.03 ①義士伝～神崎東下り～ ②義士伝～多胡外記の苦衷
～ ③水戸黄門 ④塩原多助愛馬の別れ

51528

鞍馬の植木屋（一～六） ① 桂／春団治 不詳 鞍馬の植木屋（一～六） 43378
廓噺・艶噺集成 二代目 露の五郎 収録日不明 「三人旅 浮かれの尼買い」 33626
鍬からす（上・下） 立花家花橘 不詳 鍬からす（上・下） 43328
軍事探偵（上・下） リーガル千太・万吉 不詳 軍事探偵（上・下） 45501
景気のよい話（上・下） 砂川捨丸 不詳 景気のよい話（上・下） 45415
競キリン（上・下） 芦の家雁玉・林田十郎 不詳 競キリン（上・下） 42654
稽古屋（一～四） ① 桂／春団治 不詳 稽古屋（一～四） 43379
稽古屋（一～四） ① 桂／春団治 不詳 稽古屋（一～四） 43380
稽古屋（一～四） ②笑福亭枝鶴 不詳 稽古屋（一～四） 43270
経済会議（上・下） リーガル千太・万吉 不詳 経済会議（上・下） 45502
芸能人落語研究会 お後がよろしいようで
完全版 高座編

カンニング竹山 彦摩呂 南原清隆 アンガールズ田
中 ますだおかだ増田 笑福亭鶴光 春風亭小朝 林家
正蔵 春風亭昇太

2007.10.03 「子別れ」（現代アレンジ版） 「手水廻し」 「芝
浜」 「猫の皿」 「韓流にハマって…」

52466

芸能人落語研究会 お後がよろしいようで
完全版 密着ドキュメント編

カンニング竹山 彦摩呂 南原清隆 アンガールズ田
中 ますだおかだ増田 笑福亭鶴光 春風亭小朝 林家
正蔵 春風亭昇太

2007.10.03 52467

芸奴草（上・下） 立花家花橘 不詳 芸奴草（上・下） 43316
喧嘩の仲裁（一～四） ① 桂／春団治 不詳 喧嘩の仲裁（一～四） 43382
喧嘩の仲裁（一～四） ① 桂／春団治 不詳 喧嘩の仲裁（一～四） 43383
喧嘩の仲裁（一～四） ① 桂／春団治 不詳 喧嘩の仲裁（一～四） 43384
喧嘩の仲裁（一～四） ① 桂／春団治 不詳 喧嘩の仲裁（一～四） 43385
喧嘩の仲裁（一～四） ① 桂／春団治 不詳 喧嘩の仲裁（一～四） 43386
喧嘩の仲裁（一～四） ① 桂／春団治 不詳 喧嘩の仲裁（一～四） 43387
現代用語の基礎体力 其の壱 生瀬勝久 古田新太 羽野晶紀 立原啓裕 升／毅 牧

野エミ みやなおこ 竹田団吾
2007.12 52468

現代用語の基礎体力 其の弐 生瀬勝久 古田新太 羽野晶紀 立原啓裕 升／毅 牧
野エミ みやなおこ 竹田団吾

2007.12 52469

縣々づくし 砂川捨次・荒川歌江 不詳 縣々づくし 42727
縣々づくし（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 縣々づくし（上・下） 42770
健康法 砂川捨次・荒川歌江 不詳 健康法 42696
鯉綱 桂／春団治 不詳 鯉綱 47781
恋のデパート（上・下） 横山エンタツ・杉浦エノスケ 不詳 恋のデパート（上・下） 43113
江州音頭 綱島音吉（一・二・三・四） 櫻川梅一 不詳 江州音頭 綱島音吉（一・二・三・四） 45262
江州音頭 石童丸（一・二・三・四） 櫻川大龍 不詳 江州音頭 石童丸（一・二・三・四） 45267
江州音頭 お里澤市（上・下） 櫻川梅子 不詳 江州音頭 お里澤市（上・下） 45263
江州音頭  河内音頭 砂川捨丸 不詳 江州音頭  河内音頭 63658
江州音頭 紺屋高尾（一・二） 櫻川梅勇 不詳 江州音頭 紺屋高尾（一・二） 45257



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
江州音頭 袈裟ご盛遠（上・下） 櫻川梅子 不詳 江州音頭 袈裟ご盛遠（上・下） 45264
江州音頭 權八小紫（上・下） 櫻川梅勇 不詳 江州音頭 權八小紫（上・下） 45258
江州音頭 佐渡情話（上・下） 櫻川梅子・京龍 不詳 江州音頭 佐渡情話（上・下） 45265
江州音頭 俊徳丸 （三・四） 眼鏡一行 不詳 江州音頭 俊徳丸 （三・四） 48584
江州音頭 忠僕直助（一・二・三・四） 櫻川梅勇 不詳 江州音頭 忠僕直助（一・二・三・四） 45259
江州音頭 吃の又平（上・下） 櫻川梅勇 不詳 江州音頭 吃の又平（上・下） 45260
江州音頭 肉彈三勇士（一・二・三・四） 櫻川大龍 不詳 江州音頭 肉彈三勇士（一・二・三・四） 45268
江州音頭 松前屋五郎兵衛（一・二） 櫻川梅勇 不詳 江州音頭 松前屋五郎兵衛（一・二） 45261
公衆電話（上・下） アザブラブ・アザブ／伸 不詳 公衆電話（上・下） 45191
荒神山（上・下） リーガル千太・万吉 不詳 荒神山（上・下） 45503
小唄ナンセンス（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 小唄ナンセンス（上・下） 42744
小唄ナンセンス（上・下） 浅田家朝日・直吉 不詳 小唄ナンセンス（上・下） 45203
講談黄金時代 １ ③神田伯山 ⑤神田伯龍 1998.05.30 「森の石松（閻魔堂の欺し討ち）」 「次郎長とども

やす」 「越の海勇蔵」
38290

講談黄金時代 ２ ⑥一龍斎貞山 ②大島伯鶴 1998.05.30 「忠臣二度目の清書」 「平九郎浪人の巻」 38291
講談黄金時代 ３ ⑤神田伯山 ③桃川若燕 1998.05.30 「名工浜野矩随」 「雪時雨三国峠」 38292
講談黄金時代 ４ 服部／伸 ②旭堂南陵 1998.05.30 「大石東下り」 「矢矧橋」 38293
講談黄金時代 ５ ④邑井貞吉 ⑤宝井馬琴 1998.05.30 「正直俥夫」 「伊達政宗の堪忍袋」 38294
講談黄金時代 ６ ⑤一龍斎貞丈 ⑦一龍斎貞山 1998.05.30 「熊沢蕃山の諫言」 「大島屋騒動」 38295
神戸飛脚 五代目笑福亭松鶴 不詳 神戸飛脚 63654
聲のカクテル（上・下） 浮世亭出羽助・荒川歌江 不詳 聲のカクテル（上・下） 45221
戸籍志らべ 砂川捨丸 不詳 戸籍志らべ 45417
古代安来節（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 古代安来節（上・下） 43206
滑稽怪談（一～二） 立花家花橘 不詳 滑稽怪談（一～二） 43284
滑稽掛合（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 滑稽掛合（上・下） 42743
滑稽掛合（上・下） 揚羽家延八・五八 不詳 滑稽掛合（上・下） 45198
滑稽河内音頭 砂川捨丸・中村春代 不詳 滑稽河内音頭 42871
滑稽行進曲（上・下） 三遊亭柳枝 不詳 滑稽行進曲（上・下） 45272
滑稽行進曲（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 滑稽行進曲（上・下） 42682
滑稽しゃべくり萬歳 若松家正右衛門 不詳 滑稽しゃべくり萬歳 45489
滑稽十二月（上・下） 若松家正右衛門 不詳 滑稽十二月（上・下） 45488
滑稽萬歳 若松家正右衛門 不詳 滑稽萬歳 43246
御殿萬歳（上・下） 鈴木源十郎一座 不詳 御殿萬歳（上・下） 45288
滑稽流行唄（上・下） 砂川捨次・河内家春子 不詳 滑稽流行唄（上・下） 45427
滑稽浪曲集（一） 京山幸枝若 左甚五郎
～竹の水仙～

京山幸枝若 2006.12.27 １．左甚五郎～竹の水仙～（上） ２．左甚五郎～竹
の水仙～（下）

51189

御殿萬歳 崎山健之助一行 不詳 御殿萬歳 45255
寿万歳 若松家正右衛門 不詳 寿万歳 43237
此世の説教 砂川捨丸・中村春代 不詳 此世の説教 42858
子はかすがい（上・下） 香島ラッキー・御園セブン 不詳 子はかすがい（上・下） 43172
米あげいかき（一～四） ① 桂／春団治 不詳 米あげいかき（一～四） 43395
米あげいかき（一～四） ① 桂／春団治 不詳 米あげいかき（一～四） 43396
米揚いかき（一～四） ① 桂／春団治 不詳 米揚いかき（一～四） 43394
米揚いかき（一～四） ① 桂／春団治 不詳 米揚いかき（一～四） 43397
米屋の催促 若松屋正坊・荒川末子 不詳 米屋の催促 45493
五目講談（上・下） 立花家花橘 不詳 五目講談（上・下） 43295
金色夜叉 砂川捨丸 不詳 金色夜叉 45416
金色夜叉（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 金色夜叉（上・下） 42750
金毘羅船（上・下） ミス／ワカナ・玉松一郎 不詳 金毘羅船（上・下） 42983



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
昆布巻芝居（上・下） 立花家花橘 不詳 昆布巻芝居（上・下） 43300
婚礼祝ひ 芦の家雁玉・林田十郎 不詳 婚礼祝ひ 42642
逆泥棒（一～四） ① 桂／春団治 不詳 逆泥棒（一～四） 43399
逆さ盗人（三～四） ① 桂／春団治 不詳 逆さ盗人（三～四） 43400
逆さま盗人（上・下） ① 桂／春団治 不詳 逆さま盗人（上・下） 43406
逆しま盗人（一～二） ① 桂／春団治 不詳 逆しま盗人（一～二） 43407
材木丁稚（一～四） ① 桂／春団治 不詳 材木丁稚（一～四） 43415
鷺取り（一～四） ① 桂／春団治 不詳 鷺取り（一～四） 43408
櫻川五郎蔵（上・下） 眼鏡一行 不詳 櫻川五郎蔵（上・下） 45482
酒の粕（上・下） 立花家花橘 不詳 酒の粕（上・下） 43305
酒のはなし（一～四） ① 桂／春団治 不詳 酒のはなし（一～四） 43409
酒は涙か（上・下） 京乃福太郎・林家染乃助 不詳 酒は涙か（上・下） 43209
酒を呑んだら（上・下） リーガル千太・万吉 不詳 酒を呑んだら（上・下） 45504
侍ニツポン 柳家権太楼 不詳 侍ニツポン 47669
澤田隆治が選んだ 松鶴家光晴・浮世亭夢
若 ベスト漫才集

松鶴家光晴・浮世亭夢若 2005.03.23 「お笑い春が来た」「お笑い曽我物語」「お笑い勧
進帳」「お笑い忠臣蔵」「社長哲学」

49150

澤田隆治が選んだ 中田ダイマル・ラケッ
ト ベスト漫才集

中田ダイマル・中田ラケット 2005.03.23 「僕は幽霊」「家庭混線記」「地球は回る目は回
る」「僕の健康法」「恋の手ほどき」「さてその次
は」

49147

澤田隆治が選んだ 中田ダイマル・ラケッ
ト ベスト漫才集

中田ダイマル・中田ラケット 2005.03.23 「僕の発明」「僕は迷優」「僕の漂流記」「僕の夢
君の夢」「僕の設計図」

49148

澤田隆治が選んだ 爆笑!漫才傑作選
（１）

中田ダイマル・中田ラケット 松鶴家光晴・浮世亭
夢若 ミスハワイ・暁／伸

2004.12.22 「僕の発明」「僕は迷優」「お笑い春が来た」「お
笑い曽我物語」「お笑いダムの町」

49113

澤田隆治が選んだ 爆笑!漫才傑作選
（２）

かしまし娘 上方柳次・上方柳太 平和ラッパ・平和
日佐丸 宮川左近ショウ フラワーショウ

2004.12.22 「お笑い姉妹物語」「板前修業」「修学旅行」「森
の石松」「お笑い女性の職業」

49114

澤田隆治が選んだ 爆笑!漫才傑作選
（３）

獅子てんや・瀬戸わんや Ｗけんじ（東／けんじ・
宮城けんじ） 青空千夜・青空一夜星／セント・星
／ルイス 春日三球・春日照代

2004.12.22 「なんで行ったの？」「酔っ払い」「娘の誕生日」
「クラブ活動」「僕はスポーツマン」「セント・ル
イスの1980年は？」「乗り物アラカルト」

49144

澤田隆治が選んだ 爆笑!漫才傑作選
（４）

京／唄子・鳳／啓助 海原お浜・海原小浜 若井ぼ
ん・若井はやと

2004.12.22 「ロマンス旅行」「花の命は短くて」「城とロマン
ス」「お笑いドライブ旅行」

49145

澤田隆治が選んだ 爆笑!漫才傑作選
（５）

夢路いとし・喜味こいし 砂川捨丸・中村春代 三遊
亭小円・木村栄子 もろ多玉枝・広多成三郎 ミスワ
カサ・島／ひろし

2004.12.22 「売り声」「娘の縁談」「お笑い金色夜叉」「お笑
い婦系図」「お笑い馬談義」「さてその次は」

49149

三曲万歳 富士蓉子  加藤瀧夫 不詳 三曲万歳 63656
三曲萬歳 崎山健之助一行 不詳 三曲萬歳 45256
三下仁義 （一～四） 廣澤虎造 不詳 三下仁義 （一～四） 48578
三十石（一～四） ① 桂／春団治 不詳 三十石（一～四） 43410
三十石（一～四） ②笑福亭枝鶴 不詳 三十石（一～四） 43266
三十石（一～四） ②笑福亭枝鶴 不詳 三十石（一～四） 43267
三度笠行進曲（上・下） 和製家キング・コング 不詳 三度笠行進曲（上・下） 45508
三人道中（一～四） ① 桂／春団治 不詳 三人道中（一～四） 43411
三人道中（一～四） ① 桂／春団治 不詳 三人道中（一～四） 43412
三人道中（一～四） ① 桂／春団治 不詳 三人道中（一～四） 43413
三人道中（一～四） ① 桂／春団治 不詳 三人道中（一～四） 43414
三府の言葉 立花家花橘 不詳 三府の言葉 43287
塩原多助愛馬の別れ（一・二） 浪花亭綾太郎 不詳 塩原多助愛馬の別れ（一・二） 49406
塩原多助愛馬の別れ（一・二） 浪花亭綾太郎 不詳 塩原多助愛馬の別れ（一・二） 49408
塩原多助愛馬の別れ（三・四） 浪花亭綾太郎 不詳 塩原多助愛馬の別れ（三・四） 49407



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
時局色奥様（上・下） アザブ／伸・アザブエミ 不詳 時局色奥様（上・下） 45195
枝雀英語落語 桂／枝雀 1994.02.10 「ＴＯＫＩＵＤＯＮ(時うどん）」「ＳＡＭＵＲＡＩ

(宿屋仇）」
4251

枝雀英語落語 桂／枝雀 1995.05.23
ほか

「ＫＯＵＺＵ-ＳＨＲＩＮＥ (高津の富)」「ＨＡＰ
ＰＹ(山の彼方)」

4252

枝雀英語落語 ＩＮ Ｕ.Ｓ.Ａ 桂／枝雀 1996.06.02 「ＷＨＩＴＥ ＬＩＯＮ（ホワイトライオン）」「Ａ
ＴＡＧＯＹＡＭＡ（愛宕山）」

29709

枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） （ＣＤ
ＢＯＸ） 特典

桂／枝雀 2009.04.01 「猫」 55198

枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） （ＤＶ
ＤＢＯＸ） 特典

桂／枝雀 2009.04.01 「貧乏神」 55553

枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第一集 桂／枝雀 2009.04.01 「宿替え」 「寝床」 55189
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第二集 桂／枝雀 2009.04.01 「蛇含草」 「代書」 55190
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第三集 桂／枝雀 2009.04.01 「天神山」 「くしゃみ講釈」 55191
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第四集 桂／枝雀 2009.04.01 「延陽伯」 「高津の富」 55192
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第五集 桂／枝雀 2009.04.01 「鴻池の犬」 「つぼ算」 55193
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第六集 桂／枝雀 2009.04.01 「仔猫」 「夏の医者」 55194
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第七集 桂／枝雀 2009.04.01 「鷲とり」 「口入屋」 55195
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第八集 桂／枝雀 2009.04.01 「八五郎坊主」 「くやみ」 55196
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第九集 桂／枝雀 2009.04.01 「愛宕山」 「親子酒」 55197
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第一集 桂／枝雀 2009.04.01 「宿替え」 「寝床」 55095
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第二集 桂／枝雀 2009.04.01 「蛇含草」 「代書」 55096
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第三集 桂／枝雀 2009.04.01 「天神山」 「くしゃみ講釈」 55105
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第四集 桂／枝雀 2009.04.01 「延陽伯」 「高津の富」 55107
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第五集 桂／枝雀 2009.04.01 「鴻池の犬」 「つぼ算」 55109
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第六集 桂／枝雀 2009.04.01 「仔猫」 「夏の医者」 55101
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第七集 桂／枝雀 2009.04.01 「鷺とり」 「口入屋」 55103
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第八集 桂／枝雀 2009.04.01 「八五郎坊主」 「くやみ」 55110
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 第九集 桂／枝雀 2009.04.01 「愛宕山」 「親子酒」 55115
枝雀十八番 （ 枝雀の十八番 ） 特典DVD
桂枝雀生誕七十年記念 枝雀一門師匠を語

桂／枝雀 2009.04.01 55116

枝雀 落語大全 一 桂／枝雀 1981年ほか 「高津の富」「つぼ算」 38258
枝雀 落語大全 二 桂／枝雀 1989年ほか 「寝床」「くやみ」 38259
枝雀 落語大全 三 桂／枝雀 1986年ほか 「崇徳院」「兵庫船」 38260
枝雀 落語大全 四 桂／枝雀 1988年ほか 「口入屋」「阿弥陀池」 38261
枝雀 落語大全 五 桂／枝雀 1985年ほか 「どうらんの幸助」「植木屋娘」 38262
枝雀 落語大全 六 桂／枝雀 1984年ほか 「宿替え」「こぶ弁慶」 38263
枝雀 落語大全 七 桂／枝雀 1981年ほか 「くしゃみ講釈」「鴻池の犬」 38264
枝雀 落語大全 八 桂／枝雀 1976年ほか 「青菜」「佐々木裁き」 38265
枝雀 落語大全 九 桂／枝雀 1981年ほか 「天神山」「日和ちがい」 38266
枝雀 落語大全 十 桂／枝雀 1982年ほか 「地獄八景亡者戯（前編）」 「地獄八景亡者戯(後

編）」 ＳＲ
38267

枝雀 落語大全 十一 桂／枝雀 1985年ほか 「饅頭こわい」「ちしゃ医者」 33109
枝雀 落語大全 十二 桂／枝雀 1992年ほか 「花筏」「持参金」 33108
枝雀 落語大全 十三 桂／枝雀 1987年ほか 「仔猫」「夏の医者」 33107
枝雀 落語大全 十四 桂／枝雀 1990年ほか 「幽霊の辻」「雨乞い源兵衛」 33106
枝雀 落語大全 十五 桂／枝雀 1985年ほか 「舟弁慶」「胴斬り」 33105
枝雀 落語大全 十六 桂／枝雀 1981年ほか 「蛇含草」「質屋蔵」 33104
枝雀 落語大全 十七 桂／枝雀 1989年ほか 「千両みかん」「首提灯」 33103



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
枝雀 落語大全 十八 桂／枝雀 1988年ほか 「うなぎや」「次の御用日」 33102
枝雀 落語大全 十九 桂／枝雀 1996年ほか 「猫の忠信」「つる」 33098
枝雀 落語大全 二十 桂／枝雀 1981年ほか 「鷺とり」「皿屋敷」 33097
枝雀 落語大全 二十一 桂／枝雀 1994年ほか 「はてなの茶碗」「鉄砲勇助」 38278
枝雀 落語大全 二十二 桂／枝雀 1984年 「池田の猪買い」「替り目」 33096
枝雀 落語大全 二十三 桂／枝雀 1984年ほか 「不動坊」「道具屋」 33095
枝雀 落語大全 二十四 桂／枝雀 1983年ほか 「住吉駕籠」「茶漬えんま」 33094
枝雀 落語大全 二十五 桂／枝雀 1984年ほか 「親子茶屋」「煮売屋」 33093
枝雀 落語大全 二十六 桂／枝雀 1986年ほか 「七度狐」「あくびの稽古」 33092
枝雀 落語大全 二十七 桂／枝雀 1983年ほか 「宿屋仇」「始末の極意」 33091
枝雀 落語大全 二十八 桂／枝雀 1984年ほか 「蔵丁稚」「権兵衛狸」 33089
枝雀 落語大全 二十九 桂／枝雀 1981年ほか 「親子酒」「米揚げ笊」 33088
枝雀 落語大全 三十 桂／枝雀 1997年ほか 「かぜうどん」「子ほめ」「スビバセンおじさん」 33087
枝雀 落語大全 三十一 桂／枝雀 1994年ほか 「愛宕山」「一人酒盛」 38268
枝雀 落語大全 三十二 桂／枝雀 1984年ほか 「八五郎坊主」「延陽伯」 38269
枝雀 落語大全 三十三 桂／枝雀 1988年ほか 「時うどん」「軒づけ」 38270
枝雀 落語大全 三十四 桂／枝雀 1985年ほか 「貧乏神」「猫」 38271
枝雀 落語大全 三十五 桂／枝雀 1982年ほか 「代書」「いらちの愛宕詣り」 38272
枝雀 落語大全 三十六 桂／枝雀 1982年ほか 「義眼」「恨み酒」「不精の代参」「ＳＲその２」 38273
枝雀 落語大全 三十七 桂／枝雀 1992年ほか 「景清」「戻り井戸」 38274
枝雀 落語大全 三十八 桂／枝雀 1986年ほか 「ＲＯＢＯＴ ＳＨＩＺＵＫＡ－ＣＨＡＮ（ロボット

しずかちゃん）」 「ＷＨＩＴＥ ＬＩＯＮ（動物
園）」「ＨＡＰＰＹ（山のあなた）」

38275

枝雀 落語大全 三十九 桂／枝雀 1989年ほか 「ＡＴＡＧＯＹＡＭＡ(愛宕山）」「ＴＯＫＩ-ＵＤ
ＯＮ(時うどん）」

38276

枝雀 落語大全 四十 桂／枝雀 1993年ほか 「三十石 夢の通い路」「夢たまご」 38277
枝雀落語大全 第一集 寝床／代書 桂／枝雀 2002.04.11 「寝床」「代書」 49431
枝雀落語大全 第二集 くしゃみ講釈／鷺 桂／枝雀 2002.04.11 「くしゃみ講釈」「鷺とり」 49436
枝雀落語大全 第三集 宿替え／池田の猪 桂／枝雀 2002.04.11 「宿替え」「池田の猪買い」 49435
枝雀落語大全 第四集 饅頭こわい／替り 桂／枝雀 2002.04.11 「饅頭こわい」「替り目」 49439
枝雀落語大全 第五集 住吉駕籠／八五郎 桂／枝雀 2002.04.11 「住吉駕籠」「八五郎坊主」 49440
枝雀落語大全 第六集 高津の富／不動坊 桂／枝雀 2002.04.11 「高津の富」「不動坊」 49441
枝雀落語大全 第七集 三十石 夢の通い路
／夏の医者

桂／枝雀 2002.04.11 「三十石夢の通い路」「夏の医者」 49442

枝雀落語大全 第八集 愛宕山／貧乏神 桂／枝雀 2002.04.11 「愛宕山」「貧乏神」 49443
枝雀落語大全 第九集 船弁慶／かぜうど 桂／枝雀 2002.04.11 「船弁慶」「かぜうどん」 49444
枝雀落語大全 第十集 地獄八景亡者戯
（全編）（後編）

桂／枝雀 2002.04.11 「地獄八景亡者戯」 49445

枝雀落語大全 第十一集 どうらんの幸助
／兵庫船

桂／枝雀 2003.04.23 「どうらんの幸助」「兵庫船」 49446

枝雀落語大全 第十二集 崇徳院／道具屋 桂／枝雀 2003.04.23 「崇徳院」「道具屋」 49447
枝雀落語大全 第十三集 仔猫／つる 桂／枝雀 2003.04.23 「子猫」「つる」 49448
枝雀落語大全 第十四集 蔵丁稚／いらち
の愛宕詣り

桂／枝雀 2003.04.23 「蔵丁稚」「いらちの愛宕詣り」 49449

枝雀落語大全 第十五集 青菜／胴斬り 桂／枝雀 2003.04.23 ｢青菜」「胴斬り」 49450
枝雀落語大全 第十六集 質屋蔵／あくび
の稽古

桂／枝雀 2003.04.23 「質屋蔵」「あくびの稽古」 49451

枝雀落語大全 第十七集 親子酒／次の御 桂／枝雀 2003.04.23 「親子酒」「次の御用日」 49452



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
枝雀落語大全 第十八集 茶漬えんま／幽
霊の辻

桂／枝雀 2003.04.23 「茶漬えんま」「幽霊の辻」 49453

枝雀落語大全 第十九集 はてなの茶碗／
始末の極意

桂／枝雀 2003.04.23 「はてなの茶碗」「始末の極意」 49454

枝雀落語大全 第二十集 宿屋仇／子ほめ 桂／枝雀 2003.04.23 「宿屋仇」「子ほめ」 49455
枝雀落語大全 第二十一集 つぼ算／ち
しゃ医者

桂／枝雀 2003.05.28 「つぼ算」「ちしゃ医者」 49456

枝雀落語大全 第二十二集 時うどん／
佐々木裁き

桂／枝雀 2003.05.28 「時うどん」「佐々木裁き」 49457

枝雀落語大全 第二十三集 千両みかん／
煮売屋

桂／枝雀 2003.05.28 「千両みかん」「煮売屋」 49458

枝雀落語大全 第二十四集 花筏／くやみ 桂／枝雀 2003.05.28 49459
枝雀落語大全 第二十五集 口入屋／首提 桂／枝雀 2003.05.28 「口入屋」「首提灯」 49460
枝雀落語大全 第二十六集 軒づけ／持参 桂／枝雀 2003.05.28 「軒づけ」「持参金」 49461
枝雀落語大全 第二十七集 延陽伯／親子 桂／枝雀 2003.05.28 「延陽伯」「親子茶屋」 49462
枝雀落語大全 第二十八集 雨乞い源兵衛
／猫／SR

桂／枝雀 2003.05.28 「雨乞い源兵衛」「猫」「SR」 49463

枝雀落語大全 第二十九集 阿弥陀池／一
人酒盛

桂／枝雀 2003.05.28 「阿弥陀池」「一人酒盛」 49464

枝雀落語大全 第三十集 こぶ弁慶／寄合 桂／枝雀 2003.05.28 「こぶ弁慶」「寄合酒」 49465
枝雀落語大全 第三十一集 猫の忠信／牛
の丸薬

桂／枝雀 2003.11.27 「猫の忠信」「牛の丸薬」 49466

枝雀落語大全 第三十二集 蛇含草／鉄砲 桂／枝雀 2003.11.27 「蛇含草」 「鉄砲勇助」 49467
枝雀落語大全 第三十三集 鴻池の犬／貧
乏花見

桂／枝雀 2003.11.27 「鴻池の犬」「貧乏花見」 49468

枝雀落語大全 第三十四集 うなぎや／七 桂／枝雀 2003.11.27 「うなぎや」「七度狐」 49469
枝雀落語大全 第三十五集 ふたなり／米
揚げ笊

桂／枝雀 2003.11.27 「ふたなり」「米揚げ笊」 49470

枝雀落語大全 第三十六集 皿屋敷／日和
ちがい／野崎詣り

桂／枝雀 2003.11.27 「皿屋敷」「日和ちがい」「野崎詣り」 49471

枝雀落語大全 第三十七集 植木屋娘／動
物園／権兵衛狸

桂／枝雀 2003.11.27 「植木屋娘」「動物園」「権兵衛狸」 49472

枝雀落語大全 第三十八集 ロボットしず
かちゃん／いたりきたり／春風屋／義眼

桂／枝雀 2003.11.27 「ロボットしずかちゃん」「いたりきたり」「春風
屋」「義眼」

49473

枝雀落語大全 英語落語 第三十九集 SAGI
－TORI（鷺とり）／SUMMER DOCTOR（夏の
医者）／ボーナス映像 愛宕山〈英語字幕

桂／枝雀 2003.11.27 「SAGI－TORI（鷺とり）」「SUMMER DOCTOR（ナツノ
イシャ）」「 ボーナス映像 愛宕山〈英語字幕
付〉」

49474

枝雀落語大全 第四十集 天神山／山のあ
なた／夢たまご／スビバセンおじさん

桂／枝雀 2003.11.27 「天神山」「山のあなた」「夢たまご」 49475

時代が違ふ（上・下） 横山エンタツ・杉浦エノスケ 不詳 時代が違ふ（上・下） 43111
字違い 立花家花橘 不詳 字違い 63648
七代目 笑福亭松鶴 【松葉】 １ 七代目 笑福亭松鶴 （笑福亭松葉） 2004.06.23 「馬の田楽」「遊山船」「隣の桜（鼻ねじ）」 49075
七代目 笑福亭松鶴 【松葉】 ２ 七代目 笑福亭松鶴 （笑福亭松葉） 2004.06.23 「高津の富」「蛸芝居」 49076
七代目 笑福亭松鶴 【松葉】 ３ 七代目 笑福亭松鶴 （笑福亭松葉） 2004.06.23 「蔵丁稚」「稽古屋」「胴切り」 49077
十徳（上・下） 立花家花橘 不詳 十徳（上・下） 43306
支那便利隊（上・下） ミス／ワカナ・玉松一郎 不詳 支那便利隊（上・下） 43085
東雲くづし（上・下） 砂川捨丸・加藤滝子 不詳 東雲くづし（上・下） 43201
東雲ぶし 砂川捨次・荒川歌江 不詳 東雲ぶし 42708



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
東雲節（上・下） 富士蓉子・吉田明月 不詳 東雲節（上・下） 45462
芝居行進曲（上・下） 砂川捨丸・中村春代 （管弦楽伴奏） 不詳 芝居行進曲（上・下） 42848
芝居道楽（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 芝居道楽（上・下） 42735
四文オペラ あきれたぼういず 不詳 四文オペラ 45612
雀々十八番 上巻 壱 桂／雀々 2008.04.09 「手水廻し」 「くしゃみ講釈（くっしゃみ講釈）」

「花ねじ」
52525

雀々十八番 上巻 弐 桂／雀々 2008.04.09 「動物園」 「舟弁慶」 「蛸芝居」 52526
雀々十八番 上巻 参 桂／雀々 2008.04.09 「田楽喰い」 「不動坊」 「さくらんぼ」 52527
雀々十八番 上巻 特典映像 やしきたかじん 円／ひろし 2008.04.09 たかじん・円の音曲漫才 52528
雀々十八番 下巻 壱 桂／雀々 2008.04.09 「鶴満寺」 「景清」 「代書」 52529
雀々十八番 下巻 弐 桂／雀々 2008.04.09 「がまの油」 「仔猫」 「疝気の虫」 52530
雀々十八番 下巻 参 桂／雀々 2008.04.09 「子ほめ」 「夢八」 「愛宕山」 52531
雀々十八番 下巻 特典映像 桂／雀々 2008.04.09 52532
雀肉共食 ～雀サマきき放題!～ 桂／雀三郎 with まんぷくブラザーズ 2000.11.29 「ミュージックコンサートのテーマ」「タコ焼き大

阪」「ヨーデル食べ放題」「やぐら行進曲」「二人
のやぐら」「やぐら情話」「ヴィヴヴァ!正宗屋」
「今日はカルネの一周年」「遠野物語」「遠野物語
の2ばん」「忘れん坊のサンタ苦労す」「君に捧げる
愛のネタ」「それぞれの味」「煮える!水炊きよ」

49273

借家怪談 （一～四） ②笑福亭枝鶴 不詳 借家怪談 （一～四） 43056
借家怪談（一～四） ① 桂／春団治 不詳 借家怪談（一～四） 43419
借家怪談（一～四） ① 桂／春団治 不詳 借家怪談（一～四） 43420
十二ヶ月花づくし（上・下） 大和家かほる・久江 不詳 十二ヶ月花づくし（上・下） 45487
寿限無（三～四） 立花家花橘 不詳 寿限無（三～四） 43326
主人がやかましい（上・下） ミス／ワカナ・玉松一郎 不詳 主人がやかましい（上・下） 43084
手話で楽しむニッポンの民話 桂福団治コ
コロの芸

桂／福団治 49527

生涯未完成 皿屋敷 蘇生の息子 二代目 露の五郎兵衛 2012.08.01 「皿屋敷」 「蘇生の息子」 63141
正月の枕（上・下） ① 桂／春団治 不詳 正月の枕（上・下） 43427
松竹芸能ＬＩＶＥ Ｖｏｌ.１ 安田大サー
カス 「ゴーゴーおとぼけパンチ！」

安田大サーカス 2006 51158

松竹芸能ＬＩＶＥ Ｖｏｌ.２ ＯｖｅｒＤ
ｒｉｖｅ 「５ｔｈ ｄｒｉｖｅ～とぶっ
にわとりのように・・・ｉｎ Ｔｏｋｙｏ

ＯｖｅｒＤｒｉｖｅ 2006 51159

松竹芸能ＬＩＶＥ Ｖｏｌ.３ チョップリ
ン 「ＵＬＴＲＡ ＳＩＭＰＬＥ」

チョップリン 2006 51160

松竹芸能ＬＩＶＥ Ｖｏｌ.４ ますだおか
だ 「ますおかな奴らで１０７」

ますだおかだ 2006 51161

松竹芸能ＬＩＶＥ Ｖｏｌ.５ オジンオズ
ボーン 「育ちざかりボーイ」

オジンオズボーン 2006 51162

松竹芸能ＬＩＶＥ Ｖｏｌ.６ オーケイ
「節目」

オーケイ 2006 51163

松竹芸能ＬＩＶＥ Ｖｏｌ.７ アメリカザ
リガニ 「侵略と愛」

アメリカザリガニ 2006 51164

松竹特選落語シリーズ 壱 桂／小春団治 桂／小春団治 2009 「冷蔵庫哀詩」 「皿屋敷」 「アーバン紙芝居」 57730
松竹特選落語シリーズ 弐 笑福亭三喬 笑福亭三喬 2009 「崇徳院」 「子盗人」 「貧乏花見」 57742
松竹特選落語シリーズ 参 桂／春菜改め
三代目桂／春蝶

桂／春蝶 2009 「七段目」 「看板のピン」 「山内一豊と千代」 57743



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
松竹特選落語シリーズ 四 笑福亭銀瓶 笑福亭銀瓶 2009 「書割盗人」 「阿弥陀池」 「帯久」 「韓国語落語

犬の目 ＜ケ・ヌン＞」
57744

松竹名人会 第一集 砂川捨丸・中村春代 かしまし娘 中田ダイマル・ラ
ケット 三遊亭小円・木村栄子 ミスワカサ・島ひろ
し 海原お浜・小浜 京／唄子・鳳／啓助

2007.11 52476

松竹名人会 第二集 秋田Ａスケ・Ｂスケ 桜山梅夫・桜／津多子 夢路い
とし・喜味こいし 上方柳次・柳太 横山ホットブラ
ザーズ 宮川左近ショー 若井はんじ・けんじ 桜川
末子・松鶴家千代八

2007.11 52477

松竹名人会 第三集 フラワーショウ ジョウサンズ 若井ぼん・はやと
ちゃっきり娘 暁伸・ミスハワイゼンジー北京 吾妻
ひな子 正司敏江・玲児

2007.11 52478

松竹名人会 第四集 レツゴー三匹 横山たかし・ひろし 浮世亭三吾・十
吾 荒川キヨシ・小唄志津子 はな寛太・いま寛大
酒井くにお・とおる 海原はるか・かなた 春／やす
こ・けいこ ミヤコ蝶々・南都雄二

2007.11 52479

笑売往来（上・下） 芦の家雁玉・林田十郎 不詳 笑売往来（上・下） 42653
笑福亭松喬 ひとり舞台 ファイナル 1枚 笑福亭松喬 2012.09.19 はてなの茶碗  質屋蔵 63593
笑福亭松喬 ひとり舞台 ファイナル 2枚 笑福亭松喬 2012.09.19 天王寺詣り  三十石船 63594
笑福亭松喬 ひとり舞台 ファイナル 3枚 笑福亭松喬 2012.09.19 花筏  百年目 63595
笑福亭松喬 ひとり舞台 ファイナル 4枚 笑福亭松喬 2012.09.19 首提灯  帯久 63596
笑福亭松喬 ひとり舞台 ファイナル 5枚 笑福亭松喬 2012.09.19 二人癖  らくだ 63597
笑福亭松喬 ひとり舞台 ファイナル 6枚 笑福亭松喬 2012.09.19 へっつい幽霊  ねずみ穴 63598
笑福亭鶴光集成１ 笑福亭鶴光 不明 １．木津の勘助 ２．荒茶 51192
笑福亭仁鶴 独演会ＤＶＤ＋ＣＤ 豪華記
念本ＢＯＯＫ ＣＤ第１巻

笑福亭仁鶴 2008.10.13 「貧乏花見」 「質屋蔵」 55635

笑福亭仁鶴 独演会ＤＶＤ＋ＣＤ 豪華記
念本ＢＯＯＫ ＣＤ第２巻

笑福亭仁鶴 2008.10.13 「つぼ算」 「不動坊」 55636

笑福亭仁鶴 独演会ＤＶＤ＋ＣＤ 豪華記
念本ＢＯＯＫ ＣＤ第３巻

笑福亭仁鶴 2008.10.13 「池田の猪買い」 「口入屋」 55637

笑福亭仁鶴 独演会ＤＶＤ＋ＣＤ 豪華記
念本ＢＯＯＫ DVD第１巻

笑福亭仁鶴 2008.10.13 「貧乏花見」 「質屋蔵」 55638

笑福亭仁鶴 独演会ＤＶＤ＋ＣＤ 豪華記
念本ＢＯＯＫ DVD第２巻

笑福亭仁鶴 2008.10.13 「つぼ算」 「不動坊」 55639

笑福亭仁鶴 独演会ＤＶＤ＋ＣＤ 豪華記
念本ＢＯＯＫ DVD第３巻

笑福亭仁鶴 2008.10.13 「池田の猪買い」 「口入屋」 55640

昭和戦前面白落語全集【上方篇一】 初代 桂／春團治 2006 野崎詣り ヘッツイ盗人 無いもん買ひ 喧嘩の仲裁
猫の災難 からし医者

51227

昭和戦前面白落語全集【上方篇二】 初代 桂／春團治 2006 黄金の大黒 米あげいかき 壺算 嘘修業 逆様盗人 初 51228
昭和戦前面白落語全集【上方篇三】 初代 桂／春團治 2006 いかけ屋 チシヤ医者 阿弥陀池 二番煎じ チリトテ

チン 初廻り
51229

昭和戦前面白落語全集【上方篇四】 二代目 立花家花橘 2006 丁稚芝居 エエ気味 三ツ猫 酒のかす 茶栗柿麩 心ぶ
ら 文化しるこ お玉牛 花と鼻 二人浦島 間抜泥棒

51230

昭和戦前面白落語全集【上方篇五】 五代目 笑福亭松鶴 2006 船弁慶 花柳界穴さがし 初天神 弥次喜多地獄旅行三
途の川の巻 弥次喜多地獄旅行閻魔大王裁きの巻 く
しやみ講釈 野崎詣り

51231

昭和戦前面白落語全集【上方篇六】 二代目 桂／春團治 初代 桂／小春團治 2006 八問答 提ちん屋 安産祝い ごりごり芋 眼鏡屋のぞ
き 圓タク難 人間の子 禁酒

51232



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
昭和戦前面白落語全集【上方篇七】 二代目 桂／三木助 橘ノ圓都 三代目 立花家千橘 2006 丁稚芝居 みかん売り 鮑熨斗 電話 饅頭こわい ブロ

マイド屋 野球
51233

昭和戦前面白落語全集【上方篇 特典盤】 二世 曽呂利新左衛門 三代目 桂／文團治 四代目
笑福亭松鶴 初代 桂／枝雀 初代 桂／枝太郎 二代
目 桂／小文枝 初代 露の五郎 初代 橘家蔵之助 笑
福亭 圓歌 二代目 林家染丸

2006 日と月の下界旅行 四百ブラリ あたご参り 蛸の手
雷の褌 三十石 質屋芝居 壁金 ひやかし 電話の散財

51234

昭和戦前面白落語全集【東京篇一】 五代目 三升家小勝 2006 けちくらべ 警句漫談區畫整理 癪にさわる 素人易者
素人芝居 反魂香 一両損 呑める 立つ浪 嘘つき彌次
郎 小粒 二十四考

51211

昭和戦前面白落語全集【東京篇二】 七代目 春風亭柳枝 2006 堀の内詣で 権助芝居 厄払い 稽古屋 犬の目 圓タク
御同伴 武者修行 戀わずらい 別れの鐘

51212

昭和戦前面白落語全集【東京篇三】 七代目 林家正蔵 2006 人間製造 あんま小僧 夜店ナンセンス 若旦那 相撲
見物 湯屋番 牛若丸 ぶたれ屋 常磐カフェー うなぎ
や メートル法

51213

昭和戦前面白落語全集【東京篇四】 初代 柳家権太楼 2006 猫と金魚 車掌さんと猫 ふられた仇討 とくちやん
いれ眼 侍ニッポン サボリ床屋 カツレツ 續カツレ
ツ 宴会 あべこべ夫婦

51214

昭和戦前面白落語全集【東京篇五】 三代目 三遊亭金馬 2006 居酒屋 續居酒屋 堪忍袋 小言念佛 貧乏長屋の花見
無精風呂 長屋チーム ジャズ息子 孝行糖

51215

昭和戦前面白落語全集【東京篇六】 柳家金語楼 2006 落語家の兵隊（靴磨き） 日曜日 笑いの先生 喧嘩長
屋 強盗 意見 長屋非常時 猫の医者 子供の酔っぱら
い 乗車券 素人船頭

51216

昭和戦前面白落語全集【東京篇七】 四代目 柳家小さん 三代目 三遊亭圓馬 二代目 古
今亭甚語楼

2006 長屋の花見 かぼちゃ賣り 二十四考 二人旅（オーゴ
ン盤） 二人旅（テイチク盤）無学者 三人旅 高砂や
権助提灯 笑のコーヒー 恵の泥棒 あわて行進曲

51217

昭和戦前面白落語全集【東京篇八】 八代目 桂／文治 八代目 金原亭馬生 三代目 桂／
三木助

2006 祇園祭 義太夫息子 夜櫻 猫の忠信 芝濱の革財布 唐
茶屋 ざる屋 しやれ小町 ほうじの茶 雑俳 かしま

51218

昭和戦前面白落語全集【東京篇九】 六代目 春風亭柳橋 八代目 春風亭柳枝 2006 掛取早慶戦 支那そば屋 野ざらし 子はかすがひ 電
話室 觀櫻会 花見酒 音楽会 カフェー狂 サーカス奇
聞人造ライオン 武術狂 子ほめ

51219

昭和戦前面白落語全集【東京篇十】 初代 柳家三語楼 六代目 雷門助六 五代目 三遊亭
圓生 初代 柳家蝠丸 初代 桂／小文治

2006 見世物風景 春雨宿 乗合船 無学者 浮世講座 小言家
主 キネマ行進曲 ショートゴロ エレベーターガール
花街中継放送 長屋のオリムピック

51220

昭和戦前面白落語全集【東京篇十一】 四代目 鈴々舎馬風 六代目 三升家小勝 二代目 三
遊亭円歌

2006 落語学校ー珍挨拶の巻 拳闘幇問 代診 各國の幽霊
水道のホース屋 六尺棒 お産見舞 女中志願 呼出電
話 ボロタク 馬大家

51221

昭和戦前面白落語全集【東京篇十二】 昔々亭桃太郎 三代目 三遊亭歌笑 2006 間代 結婚申込 口入屋 女運転手 音楽会 裏の先生
我が生い立ちの記 音楽花電車 妻を語る 音楽風呂
スポーツショウの巻

51222

昭和戦前面白落語全集【東京篇十三】 八代目 桂／文楽 三代目 春風亭柳好 2006 寄合酒 素人義太夫 寝床 やかん泥 しめこみ 子褒め
蟇の油 がまの油 電車風景 箪笥の幽霊 藪入り

51223

昭和戦前面白落語全集【東京篇十四】 八代目 林家正蔵 五代目 古今亭今輔 古今亭志ん好 2006 やかん チップ一萬両 蔵前駕 子ほめ 競馬場まで 化
物チーム 肉彈紙芝居 禁酒 峠の婆さん 押売り 貸間

51224

昭和戦前面白落語全集【東京篇十五】 五代目 古今亭志ん生 2006 亭主関白 元帳 姉さんの合戦 我慢灸 ラブレター 夕
立勘五郎 算術 氏子中 味噌蔵 稽古屋 輿太郎

51225



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
昭和戦前面白落語全集【東京篇 特典盤】 初代 快楽亭ブラック 初代 三遊亭圓遊 四代目 橘

家圓喬 三代目 蝶花楼馬楽 初代 柳家小せん 四代
目 橘家圓蔵 三代目 古今亭今輔 二代目 柳家つば
め 初代三遊亭圓右 四代目 古今亭志ん生 六代目
林家正蔵 初代 三遊亭圓歌 三代目 柳家小さん 五
代目 橘家圓太郎

2006 滑稽咄蕎麦屋の笑 野晒 附け焼刃 貴限無 花見長屋
専売 吉原の一口話し 昔の三大話し大根売 變里目
専売芸者 掛取萬歳 三人旅 近江八景 せつけん うど
んや 親子酒

51226

昭和の爆笑王 五代目 笑福亭松鶴 五代目 笑福亭松鶴 2010.09.29 「弥次喜多地獄旅行（閻魔大王裁きの巻）」「子讃
め」「三十石」「くしゃみ講釈」「花柳界穴さが
し」「天王寺参り」

58898

昭和の爆笑王 三代目 三遊亭歌笑 三代目 三遊亭歌笑 2010.09.29 「スポーツショウの巻」「音楽風呂」「妻を語る」
「音楽花電車」「我が生い立ちの記」

58889

昭和の爆笑王 三代目 三遊亭金馬 三代目 三遊亭金馬 2010.09.29 「貧乏長屋の花見」「道具屋」「居酒屋」「嘘つき
村」「勉強」「孝行糖」「もと犬」「道灌」「さく
ら鍋」

58887

昭和の爆笑王 七代目 春風亭柳枝 七代目 春風亭柳枝 2010.09.29 「酒と女房」「無精床」「稽古屋」「たぬき」「桃
太郎」「初天神」「御同伴」「しわいや」「武者修
行」「お花半七」

58891

昭和の爆笑王 初代 ミスワカナ・玉松一
郎 ミスワカサ・島ひろし

初代 ミスワカナ・玉松一郎 ミスワカサ・島ひろし 2010.09.29 「金色夜叉」「わらわし隊」「全国婦人大会」「主
人がやかましい」「ワカサの千代萩」「街頭録音」
「子供時代」「さてその次は」

58902

昭和の爆笑王 初代 柳家権太楼 初代 柳家権太楼 2010.09.29 「豆売り」「猫と金魚」「猫と電車」「笑ふ薬」
「あわて者」「豚カツ」「凸坊の算術」「君と二人
で」「反対車」「角力見物」「ラブ・レター」

58888

昭和の爆笑王 砂川捨丸・中村春代 砂川捨丸・中村春代 2010.09.29 「不如帰」「唄レビュー」「名物俚謡行進曲」「即
席問答」「ニャン回し問答」「数え歌（商売屋の
娘）」「捨丸草津くづし」「出たらめ小原節」「な
にやか節」「ラッパ甚句」「滑稽河内音頭」「萬歳
七福神」

58910

昭和の爆笑王 リーガル千太・万吉 リーガル千太・万吉 2010.09.29 「無学者」「知恵くらべ」「魚つり」「素人医者」
「相談の相談」「酒を呑んだら」「浪曲学校」「花
はいろいろ」「貯金迷案」「世界漫遊」

58912

女学生日記（一・二・三・四） 松竹ワカナ・玉松一郎 不詳 女学生日記（一・二・三・四） 43083
松喬十六夜 DISC.1 笑福亭松喬 2014.07.23 壺算  住吉駕籠 64588
松喬十六夜 DISC.2 笑福亭松喬 2014.07.23 初天神  一人酒盛り 64589
松喬十六夜 DISC.3 笑福亭松喬 2014.07.23 寄合酒  貧乏花見 64590
松喬十六夜 DISC.4 笑福亭松喬 2014.07.23 お座参り  お文さん  網船 64591
松喬十六夜 DISC.5 笑福亭松喬 2014.07.23 「叶える～落語家・笑福亭松喬とがん～」（MBS報道

局制作ドキュメンタリー番組「映像'12」）  住吉詣
64592

書生唄合財袋（上・下） 砂川捨丸・加藤瀧子 不詳 書生唄合財袋（上・下） 43183
初代 橘ノ圓都 １ 橘ノ圓都 2004.06.23 「うんつく酒」「けつね」「加賀の千代」 49066
初代 橘ノ圓都 ２ 橘ノ圓都 2004.06.23 「掛け取り」「鰻谷～鰻屋」「太田道灌」 49067
初代 橘ノ圓都 ３ 橘ノ圓都 2004.06.23 「鬼門風呂」「高尾」「浄瑠璃息子」 49068
初代 橘ノ圓都 ４ 橘ノ圓都 2004.06.23 「近江八景」「向う付け」「強情」 49069
初代 橘ノ圓都 ５ 橘ノ圓都 2004.06.23 「猫の忠信」「日和違い」「胴乱の幸助」 49070
初代 橘ノ圓都 ６ 橘ノ圓都 2004.06.23 「西の旅・明石」「西の旅・舞子」「西の旅・須

磨」「軒づけ」「雷の弁当」
49071

初代 橘ノ圓都 ７ 橘ノ圓都 2004.06.23 「宿屋仇」「嬶違い」「片袖」 49072
初代 橘ノ圓都 ８ 橘ノ圓都 2004.06.23 「壺算」「あくびの稽古」「三人兄弟」 49073
尻取問答（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 尻取問答（上・下） 42847



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
進軍の歌（南京陥落前夜）（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 進軍の歌（南京陥落前夜）（上・下） 42832
新小唄 砂川捨次 不詳 新小唄 43175
新小唄（上・下） 鶴家団福郎・政枝 不詳 新小唄（上・下） 45451
新滑稽掛合音曲（上・下） 富士容子・千代の家弟蝶 不詳 新滑稽掛合音曲（上・下） 43189
新婚御家庭（上・下） 龍田銀声・澤／文子 不詳 新婚御家庭（上・下） 45445
新婚旅行 砂川捨次・荒川歌江 不詳 新婚旅行 42734
新婚旅行（上・下） 浅田家寿郎 ミス／ワカバ 不詳 新婚旅行（上・下） 45204
震災数え唄（一・二） 櫻川末子・花子 不詳 震災数え唄（一・二） 45269
新式商売（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 新式商売（上・下） 42830
人生裏表（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 人生裏表（上・下） 42681
新戦術（上・下） 横山エンタツ・杉浦エノスケ 不詳 新戦術（上・下） 43110
心臓が強い（上・下） 砂川捨丸 荒川歌江 不詳 心臓が強い（上・下） 45293
陣内智則 ＮＥＴＡＪＩＮ 陣内智則 2004.08.11 51171
陣内智則 ＮＥＴＡＪＩＮ ２ 陣内智則 2007.02.28 51172
新風ｂａｓeよしもと ネタトウタ2004 ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ ジャンクション レギュラー ス

トリーク とろサーモン アジアン ネゴシックス 天
津 ミサイルマン ソラシド 中山功太 ダイアン 千
鳥 麒麟笑い飯

2004.12.15 49536

新米泥棒（上・下） 立花家花橘 不詳 新米泥棒（上・下） 43277
紳竜の研究 島田紳助 松本竜介 2007.05.30 52053
紳竜の研究 島田紳助 松本竜介 2007.05.30 52054
水害見舞（上・下） 芦の家雁玉・林田十郎 不詳 水害見舞（上・下） 42648
捨丸おけさくづし（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 捨丸おけさくづし（上・下） 42933
捨丸小原良節（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 捨丸小原良節（上・下） 42873
捨丸の映画劇（一～四） 砂川捨丸・中村春代 不詳 捨丸の映画劇（一～四） 42875
捨次の廓流し（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 捨次の廓流し（上・下） 42698
捨丸の健康診断（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 捨丸の健康診断（上・下） 43204
捨丸の出征（上・下） 砂川捨丸・荒川歌江 不詳 捨丸の出征（上・下） 45294
捨丸の東雲ぶし 砂川捨丸・中村春代 不詳 捨丸の東雲ぶし 42879
捨丸の別府地獄めぐり（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 捨丸の別府地獄めぐり（上・下） 42930
捨丸の満蒙みやげ 砂川捨丸・中村春代 不詳 捨丸の満蒙みやげ 42929
捨次と歌江の掛合（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 捨次と歌江の掛合（上・下） 42703
捨次の英語 砂川捨次・河内家春子 不詳 捨次の英語 45428
捨次の商売 砂川捨次・荒川歌江 不詳 捨次の商売 42711
捨次の智恵自慢（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 捨次の智恵自慢（上・下） 42699
捨次の洋行（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 捨次の洋行（上・下） 42705
捨次の嫁えらび（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 捨次の嫁えらび（上・下） 42704
素晴らしい金儲け（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 素晴らしい金儲け（上・下） 42828
須磨の仇浪 砂川捨丸・中村春代 不詳 須磨の仇浪 42822
須磨の仇浪 砂川捨次・荒川歌江 不詳 須磨の仇浪 42740
須磨の仇浪 若松屋正坊・荒川末子 不詳 須磨の仇浪 45495
姓名判断（上・下） 芦の家雁玉・林田十郎 不詳 姓名判断（上・下） 42644
姓名判断（上・下） 三遊亭川柳・一輪亭花蝶 不詳 姓名判断（上・下） 43165
世界一周 砂川菊丸・照子 不詳 世界一周 45441
席亭・立川談志のゆめの寄席 第一集 第
一夜 上

1：立川談志 2：立川談志（解説） 3：柳家金語楼
4：立川談志（解説）5：海原お浜・小浜 6：立川談
志（解説） 7：⑩金原亭馬生

1「ようこそ！夢の寄席へ」 2「柳家金語楼・解説」
3「身投げ屋」（落語）4「海原お浜・小浜・解説」
5「花ある生活」（漫才） 6「⑩金原亭馬生・解説」
7「目黒のさんま」（落語）

33669



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
席亭・立川談志のゆめの寄席 第二集 第
一夜 下

1：立川談志（解説） 2：⑨桂／文治 3：立川談志
（解説） 4：柳家小半治5：立川談志（解説） 6：
⑧桂／文治

1「⑨桂／文治・解説」 2「岸さん」（落語） 3「柳
家小半治・解説」4「音曲吹き寄せ」（音曲） 5「⑧
桂／文治・解説」 6「夜桜」（落語）

33677

席亭・立川談志のゆめの寄席 第三集 第
二夜 上

1：立川談志（解説） 2：②古今亭甚語楼 3：立川
談志（解説） 4：青空千夜・一夜5：立川談志（解
説） 6：⑧三笑亭可楽

1「②古今亭甚語楼・解説」 2「穴どろ」（落語） 3
「青空千夜・一夜・解説」4「子供の教育」（漫才）
5「⑧三笑亭可楽・解説」 6「味噌蔵」（落語）

33678

席亭・立川談志のゆめの寄席 第四集 第
二夜 下

1：立川談志（解説） 2：⑦春風亭小柳枝 3：立川
談志（解説） 4：③桂／三木助

1「⑦春風亭小柳枝・解説」 2「子別れ」（落語） 3
「③桂／三木助・解説」4「火事息子」（落語）

33679

席亭・立川談志のゆめの寄席 第五集 第
三夜 上

1：立川談志（解説） 2：③三遊亭金馬 3：立川談
志（解説） 4：山野一郎5：立川談志（解説） 6：
②三遊亭円歌

1「③三遊亭金馬・解説」 2「花見の仇討」（落語）
3「山野一郎・解説」4「女剣劇」（漫談） 5「②三
遊亭円歌・解説」 6「呼び出し電話」（落語）

33680

席亭・立川談志のゆめの寄席 第六集 第
三夜 下

1：立川談志（解説） 2：鈴々舎馬風 3：立川談志
（解説） 4：西川たつ5：立川談志（解説） 6：⑥
三遊亭圓生

1「鈴々舎馬風・解説」 2「闘病日記」（落語） 3
「西川たつ・解説」4「浮世節」（音曲） 5「⑥三遊
亭圓生・解説」 6「包丁」（落語）

33681

席亭・立川談志のゆめの寄席 第七集 第
四夜 上

1：立川談志（解説） 2：④柳家つばめ 3：立川談
志（解説）4：中田ダイマル・ラケット 5：立川談
志（解説） 6：⑤柳家小さん

1「④柳家つばめ・解説」 2「尻餅」（落語） 3「中
田ダイマル・ラケット・解説」4「君と僕の恋人」
（漫才） 5「⑤柳家小さん・解説」 6「万金丹」
（落語）

33682

席亭・立川談志のゆめの寄席 第八集 第
四夜 下

1：立川談志（解説） 2：林家三平 3：立川談志
（解説） 4：立川談志5：立川談志（解説） 6：①
柳家三亀松 7：立川談志（解説） 8：⑧桂／文楽

1「林家三平・解説」 2「源平盛衰記」（落語） 3
「三平さんの思いで・解説」4「三平さんの思いで」
（落語） 5「①柳家三亀松・解説」 6「都々逸漫
談」（音曲）7「⑧桂／文楽・解説」 8「よかちょ
ろ」（落語）

33683

席亭・立川談志のゆめの寄席 第九集 第
五夜 上

1：立川談志（解説） 2：金原亭馬の助 3：立川談
志（解説） 4：東武蔵5：立川談志（解説） 6：③
春風亭柳好

1「金原亭馬の助・解説」 2「しの字嫌い」（落語）
3「東武蔵・解説」4「明石の夜嵐～たたる妖刀～」
（浪曲） 5「③春風亭柳好・解説」6「大工調べ」
（落語）

33684

席亭・立川談志のゆめの寄席 第十集 第
五夜 下

1：立川談志（解説） 2：④三遊亭円遊 3：立川談
志（解説） 4：リーガル千太・万吉5：立川談志
（解説） 6：アダチ龍光 7：立川談志（解説） 8：
⑤古今亭志ん生9：立川談志

1「④三遊亭円遊・解説」 2「長屋の花見」（落語）
3「リーガル千太・万吉・解説」4「仁義はおどる」
（漫才） 5「アダチ龍光・解説」 6「僕の人生」
（漫談）7「⑤古今亭志ん生・解説」 8「二階ぞめ
き」（落語） 9：寄席・立川談志のご挨拶

33685

関の五本松 砂川捨丸 中村春代 不詳 関の五本松 42760
関の五本松 富士蓉子・吉田明月 不詳 関の五本松 45463
関の五本松（上・下） 浮世亭出羽助・荒川歌江 不詳 関の五本松（上・下） 45222
全国婦人大会（一・二・三・四） ミス／ワカナ・玉松一郎 不詳 全国婦人大会（一・二・三・四） 43102
禅趣問答 砂川捨次・荒川歌江 不詳 禅趣問答 42720
戦争哲学（上・下） 秋山右楽・左楽 不詳 戦争哲学（上・下） 45199
川柳のニュース・カメラマン 三遊亭川柳  一輪亭花蝶 不詳 川柳のニュース・カメラマン 63655
千両富籤（一～四） ① 桂／春団治 不詳 千両富籤（一～四） 434231
千両富籤（一～四） ① 桂／春団治 不詳 千両富籤（一～四） 43429
早慶戦（一・二・三・四） 横山エンタツ・杉浦エノスケ 不詳 早慶戦（一・二・三・四） 43109
早慶戦（上・下） 横山エンタツ・花菱アチャコ 不詳 早慶戦（上・下） 43148
早慶リンゴ戦（上・下） 柳家五朗・六朗 不詳 早慶リンゴ戦（上・下） 45484
象の卵（上・下） 横山エンタツ・花菱アチャコ 不詳 象の卵（上・下） 43149
即席問答（上・下） 砂川捨丸 不詳 即席問答（上・下） 43180
即席問答（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 即席問答（上・下） 42864
続 お玉牛（上・下） 立花家花橘 不詳 続 お玉牛（上・下） 43286



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
続 借家怪談（一～四） ① 桂／春団治 不詳 続 借家怪談（一～四） 43421
続 初天神（上・下） 立花家花橘 不詳 続 初天神（上・下） 43314
続章魚芝居（上・下） 立花家花橘 不詳 続章魚芝居（上・下） 43304
大学は出たけれど 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 大学は出たけれど 42680
大師匠 第壱巻 柳家さん喬 川柳川柳 柳家さん喬 川柳川柳 2007 「初天神～真田小僧」 「ガーコン」 “対談” 52341
大師匠 第弐巻 五街道雲助 柳家権太楼 五街道雲助 柳家権太楼 2007 「もう半分」 「芝浜」 “対談” 52342
大師匠 第参巻 林家正雀 三升家小勝 林家正雀 三升家小勝 2007 「淀五郎」 「抜け雀」 “対談” 52343
大師匠 第四巻 古今亭志ん輔 三遊亭歌之 古今亭志ん輔 三遊亭歌之介 2007 「井戸の茶碗」 「Ｂ型人間」 “対談” 52344
大師匠 第伍巻 三遊亭円窓 橘家円蔵 三遊亭円窓 橘家円蔵 2007 「叩き蟹」 「らくだ」 “対談” 52345
大東亜遊覧飛行（一・二・三・四） 松竹ワカナ・玉松一郎 不詳 大東亜遊覧飛行（一・二・三・四） 43100
大仏さんの由来 砂川捨次・荒川歌江 不詳 大仏さんの由来 42722
太平洋行進曲（上・下） 花菱アチャコ・千歳家今男 不詳 太平洋行進曲（上・下） 42957
蛸芝居（上・下） 立花家花橘 不詳 蛸芝居（上・下） 43303
蛸坊主（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 蛸坊主（上・下） 42723
只野凡児（上・下） 横山エンタツ・花菱アチャコ 不詳 只野凡児（上・下） 43150
楽しい我が家（上・下） 横山エンタツ・杉浦エノスケ 不詳 楽しい我が家（上・下） 43108
狸茶屋（上・下） 立花家花橘 不詳 狸茶屋（上・下） 43311
旅日記（上・下） 市川福治・八重子 不詳 旅日記（上・下） 45208
玉章の文句（上・下） 砂川捨丸 中村春代 不詳 玉章の文句（上・下） 42762
試し斬（上・下） ① 桂／春団治 不詳 試し斬（上・下） 43439
太夫の穴 砂川捨丸・中村春代 不詳 太夫の穴 42880
旦那様奥様言いぶん比べ（上・下） アザブラブ・アザブ／伸 不詳 旦那様奥様言いぶん比べ（上・下） 45192
旦那の御馳走（一～四） ① 桂／春団治 不詳 旦那の御馳走（一～四） 43440
男女五分五分（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 男女五分五分（上・下） 42679
男女四分六（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 男女四分六（上・下） 43185
男女同権（上・下） 砂川捨丸・加藤瀧子 不詳 男女同権（上・下） 43251
男女同権（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 男女同権（上・下） 42678
地上げ（上・下） ① 桂／春団治 不詳 地上げ（上・下） 43437
地上げ（上・下） ① 桂／春団治 不詳 地上げ（上・下） 43438
地獄のラジヲ（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 地獄のラジヲ（上・下） 42850
父帰る（一・二） 天光軒満月 不詳 父帰る（一・二） 45603
父帰る（三・四） 天光軒満月 不詳 父帰る（三・四） 45604
父帰る（五・六） 天光軒満月 不詳 父帰る（五・六） 45605
千鳥の白いピアノを山の頂上に運ぶDVD 千鳥  ネゴシックス 2011.11.23 64584
千原兄弟コントライブ 「１５弱」 千原兄弟 2007.01.17 51166
茶栗柿麩（上・下） 立花家花橘 不詳 茶栗柿麩（上・下） 43322
茶碗むし 芦の家雁玉・林田十郎 不詳 茶碗むし 42633
仲裁の幸助（上・下） ① 桂／春団治 不詳 仲裁の幸助（上・下） 43444
忠臣蔵三段目（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 忠臣蔵三段目（上・下） 42724
提灯屋（一～四） ① 桂／春団治 不詳 提灯屋（一～四） 43445
珍カルメン あきれたぼういず 不詳 珍カルメン 45602
月形半平太 砂川捨次・荒川歌江 不詳 月形半平太 42739
月亭八方  落語誘笑会  パート１ 月亭八方 ＡＫＯ４７～新説赤穂義士伝～  莨の火 63579
辻八卦 立花家花橘 不詳 辻八卦 63647
続き櫻川五郎蔵（上・下） 眼鏡一行 不詳 続き櫻川五郎蔵（上・下） 45483
壺算（一～四） ① 桂／春団治 不詳 壺算（一～四） 43447
壺算（一～四） ① 桂／春団治 不詳 壺算（一～四） 43448
壺算（一～四） ① 桂／春団治 不詳 壺算（一～四） 43449
釣道楽（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 釣道楽（上・下） 42677



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
鶴光のオールナイトニッポン DELUXE 鶴
光でおまっ！ DISC１

笑福亭鶴光 2009.02.25 55053

鶴光のオールナイトニッポン DELUXE 鶴
光でおまっ！ DISC２

笑福亭鶴光 2009.02.25 55054

鶴と亀（上・下） 三遊亭川柳・一輪亭花蝶 不詳 鶴と亀（上・下） 45280
手相拝見 砂川捨次・河内家春子 不詳 手相拝見 45430
手相拝見（上・下） 砂川捨次・河内家芳子 不詳 手相拝見（上・下） 43178
出鱈目演説 砂川捨丸・中村春代 不詳 出鱈目演説 42877
丁稚芝居（上・下） 立花家花橘 不詳 丁稚芝居（上・下） 43319
鉄砲言助（一～二） 立花家花橘 不詳 鉄砲言助（一～二） 43289
鉄砲言助（一～四） ① 桂／春団治 不詳 鉄砲言助（一～四） 43450
鉄砲言助（一～四） ① 桂／春団治 不詳 鉄砲言助（一～四） 43451
鉄砲言助（三～四） ① 桂／春団治 不詳 鉄砲言助（三～四） 43452
鉄砲光三郎 秘蔵 鉄砲節河内音頭大全集
（一）

鉄砲光三郎 2003.01.22 ①河内十人斬り ②続 河内十人斬り ③河内十人斬り
（地の巻・兄妹の別れ）

51431

鉄砲光三郎 秘蔵 鉄砲節河内音頭大全集
（二）

鉄砲光三郎 2003.01.22 ①河内十人斬り（金剛山の最後） 51432

鉄砲光三郎 秘蔵 鉄砲節河内音頭大全集
（三）

鉄砲光三郎 2003.01.22 ①新王将物語 若き日の坂田三吉 ②涙の王将物語 51433

鉄砲光三郎 秘蔵 鉄砲節河内音頭大全集
（四）

鉄砲光三郎 2003.01.22 ①将棋の鬼 ②沓掛時次郎 ③男の魂 吉良の仁吉 ④
幡随院長兵衛 ⑤お富与三郎 ⑥鉄熊

51434

鉄砲光三郎 秘蔵 鉄砲節河内音頭大全集
（五）

鉄砲光三郎 2003.01.22 ①大楠公 ②神崎東下り ③鉄砲節蜜柑船 ④悲恋斉太
郎節 ⑤忠治涙の子守唄

51446

鉄砲光三郎 秘蔵 鉄砲節河内音頭大全集
（六） 歌謡曲編

鉄砲光三郎 2003.01.22 ①民謡 鉄砲節 ②河内十人斬り ③悪名一代 ④殺陣
師段平 ⑤勝負師 ⑥激流 ⑦月夜の渡り鳥 ⑧飛びっ
ちょ三度笠 ⑨男じゃないか ⑩のぼり竜 ⑪やくざ一
代 ⑫王将物語 ⑬男一代 ⑭河内の暴れん坊 ⑮明治
偉人伝 五代友厚

51447

出羽助の兵隊（上・下） 浮世亭出羽助・荒川歌江 不詳 出羽助の兵隊（上・下） 45224
出羽助の放送 東雲節 浮世亭出羽助・荒川歌江 不詳 出羽助の放送 東雲節 45225
田楽喰い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 田楽喰い（一～四） 43454
田楽喰い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 田楽喰い（一～四） 43455
田楽喰い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 田楽喰い（一～四） 43456
田楽食い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 田楽食い（一～四） 43453
田楽喰い（三～四） ① 桂／春団治 不詳 田楽喰い（三～四） 43457
田楽喰い（三～四） ① 桂／春団治 不詳 田楽喰い（三～四） 43458
天気予報 砂川捨次・荒川歌江 不詳 天気予報 42730
天気予報（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 天気予報（上・下） 42728
天狗さし（上・下） 立花家花橘 不詳 天狗さし（上・下） 43315
天狗の夫婦（上・下） 浮世亭出羽助・荒川歌江 不詳 天狗の夫婦（上・下） 45223



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
天竺鼠２ 天竺鼠 2009.10.07 「結婚式」 「ショートコント」 「食堂」 「ナスビ

くん①」 「家庭教師」 「瀬下①」 「組長」
「ショートコント」 「天竺鼠ロケ強化企画～川原編
～」 「ナスビくん②」 「天竺鼠ロケ強化企画～瀬
下編～」 「瀬下②」 「体操」 「ショートコント」
「生き別れた母との感動の再会」 「ナスビくん③」
「おもしろコント」 「瀬下③」 「転校生」
「ショートコント」 「ブロッコリーコント」 「ナ
スビくん④」「実況」 「瀬下④」

59033

天竺鼠４ 天竺鼠 2010.10.27 「親子」「ブリッジＶＴＲ」「こだわり喫茶店」
「ナスビくん①」「授業参観」「瀬下の根性はどん
だけスゴいのか検証するでごわす」「ラジオ体操第
二」「楽器屋」「公園」「ナスビくん②」「カラオ
ケ」「ヒーロー戦隊ＶＳ悪の組織の最後のボス」
「夫婦」「輝飛くんを笑かそう！」「アスリート対
抗早押しドン！！」

58877

天王寺詣り（一～六） ⑤笑福亭松鶴 不詳 天王寺詣り（一～六） 43273
道具屋（三～四） ① 桂／春団治 不詳 道具屋（三～四） 43459
東西名人揃いぶみ  一九七九年三月  国
立演芸場こけら落し公演  第七巻

露の五郎兵衛  （  露の五郎  ）  桂／小南  五代
目  桂／文枝  （  桂／小文枝  ）

2010.11.17 浮世床  花ねじ  くしゃみ講釈 63583

東西名人揃いぶみ  一九七九年三月  国
立演芸場こけら落し公演  第九巻

Ｗけんじ  牧／伸二  春日三球・照代  松鶴家千代
若・千代菊  夢路いとし・喜味こいし

2010.11.17 63585

東西名人揃いぶみ  一九七九年三月  国
立演芸場こけら落し公演  第十巻

獅子てんや・瀬戸わんや  玉川スミ  吾妻ひな子
内海桂子・好江

2010.11.17 63587

統制巡禮（上・下） 浅田家日佐丸 平和ラッパ 不詳 統制巡禮（上・下） 45207
豆腐（一～四） ① 桂／春団治 不詳 豆腐（一～四） 43510
特選!! 米朝落語全集 第一集 桂／米朝 1989年ほか 「帯久」「天狗さし」 38203
特選!! 米朝落語全集 第二集 桂／米朝 1989年ほか 「たちぎれ線香」「馬の田楽」 38210
特選!! 米朝落語全集 第三集 桂／米朝 1989年ほか 「不動坊」「天狗裁き」 38211
特選!! 米朝落語全集 第四集 桂／米朝 1989年ほか 「猫の忠信」「五光」 38212
特選!! 米朝落語全集 第四集 桂／米朝 1989年ほか 「はてなの茶碗」「足上り」 38213
特選!! 米朝落語全集 第六集 桂／米朝 1989年ほか 「百年目」「焼き塩」 38214
特選!! 米朝落語全集 第七集 桂／米朝 1989年ほか 「らくだ」「京の茶漬」 38215
特選!! 米朝落語全集 第八集 桂／米朝 1990年ほか 「愛宕山」「矢橋船」 38216
特選!! 米朝落語全集 第九集 桂／米朝 1990年ほか 「本能寺」「くしゃみ講釈」 38218
特選!! 米朝落語全集 第十集 桂／米朝 1990年ほか 「算段の平兵衛」「近江八景」 38229
特選!! 米朝落語全集 第十一集 桂／米朝 1990年ほか 「宿屋仇」「壺算」 38230
特選!! 米朝落語全集 第十二集 桂／米朝 1990年ほか 「住吉駕籠」「阿弥陀池」 33099
特選!! 米朝落語全集 第十三集 桂／米朝 1990年ほか 「骨釣り」「まめだ」 33139
特選!! 米朝落語全集 第十四集 桂／米朝 1990年ほか 「景清」「鯉船」 38231
特選!! 米朝落語全集 第十五集 桂／米朝 1990年ほか 「地獄八景亡者戯」 38232
特選!! 米朝落語全集 第十六集 桂／米朝 1990年ほか 「三枚起請」「つる」 33140
特選!! 米朝落語全集 第十七集 桂／米朝 1990年 「けんげしゃ茶屋」「稲荷俥」 33141
特選!! 米朝落語全集 第十八集 桂／米朝 1990年ほか 「饅頭こわい」「除夜の雪」 38233
特選!! 米朝落語全集 第十九集 桂／米朝 1990年ほか 「親子茶屋」「植木屋娘」 38234
特選!! 米朝落語全集 第二十集 桂／米朝 1990年ほか 「持参金」「軽業」 38235
特選!! 米朝落語全集 第二十一集 桂／米朝 1990年ほか 「風の神送り」「七度狐」 38236
特選!! 米朝落語全集 第二十二集 桂／米朝 1991年ほか 「どうらんの幸助」「鹿政談」 38237



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
特選!! 米朝落語全集 第二十三集 桂／米朝 1991年ほか 「ふたなり」「一文笛」 38238
特選!! 米朝落語全集 第二十四集 桂／米朝 1991年 「鴻池の犬」「千両みかん」 33142
特選!! 米朝落語全集 第二十五集 桂／米朝 1991年ほか ｢軒づけ」「狸の賽」 38239
特選!! 米朝落語全集 第二十六集 桂／米朝 1991年ほか 「こぶ弁慶」「犬の目」 38240
特選!! 米朝落語全集 第二十七集 桂／米朝 1991年ほか 「質屋蔵」「酒の粕」 38241
特選!! 米朝落語全集 第二十八集 桂／米朝 1991年 「土橋万歳」「堺飛脚」「看板の一」 33143
特選!! 米朝落語全集 第二十九集 桂／米朝 1992年ほか 「崇徳院」「肝つぶし」 33144
特選!! 米朝落語全集 第三十集 桂／米朝 1992年ほか 「貧乏花見」「厄払い」 38242
特選!! 米朝落語全集 第三十一集 桂／米朝 1992年ほか 「かわり目」「江戸荒物」 38243
特選!! 米朝落語全集 第三十二集 桂／米朝 1992年 「始末の極意」「世帯念仏」 33145
特選!! 米朝落語全集 第三十三集 桂／米朝 1992年 「菊江仏壇」 33146
特選!! 米朝落語全集 第三十四集 桂／米朝 1992年ほか 「仔猫」「祝いの壷」 33147
特選!! 米朝落語全集 第三十五集 桂／米朝 1992年 「口入屋」「馬の尾」 33148
特選!! 米朝落語全集 第三十六集 桂／米朝 1992年ほか 「百人坊主」「亀佐」「二階借り」 33149
特選!! 米朝落語全集 第三十七集 桂／米朝 1992年 「小倉船」「一人酒盛」 33150
特選!! 米朝落語全集 第三十八集 桂／米朝 1992年ほか 「狸の化寺」「べかこ」 38246
特選!! 米朝落語全集 第三十九集 桂／米朝 1992年ほか 「ぬけ雀」「二人ぐせ」 38247
特選!! 米朝落語全集 第四十集 桂／米朝 1992年ほか 「蔵丁稚」「いもりの黒焼」 33151
特選米朝落語全集 第１集 帯久／足上り 桂／米朝 2002.10.17 「帯久」「足上り」 49476
特選米朝落語全集 第２集 猫の忠信／馬
の田楽

桂／米朝 2002.10.17 「猫の忠信」「馬の田楽」 49477

特選米朝落語全集 第３集 不動坊／たち
ぎれ線香

桂／米朝 2002.10.17 「不動坊」「たちぎれ線香」 49478

特選米朝落語全集 第４集 天狗裁き／は
てなの茶碗

桂／米朝 2002.10.17 「天狗裁き」「はてなの茶碗」 49479

特選米朝落語全集 第５集 らくだ／京の 桂／米朝 2002.10.17 「らくだ」「京の茶漬」 49480
特選米朝落語全集 第６集 五光／天狗さ 桂／米朝 2002.10.17 「五光」「天狗さし」 49481
特選米朝落語全集 第７集 百年目／焼き 桂／米朝 2002.10.17 「百年目」「焼き塩」 49482
特選米朝落語全集 第８集 愛宕山／矢橋 桂／米朝 2002.10.17 「愛宕山」「矢橋船」 49483
特選米朝落語全集 第９集 本能寺／く
しゃみ講釈

桂／米朝 2002.10.17 「本能寺」「くしゃみ講釈」 49484

特選米朝落語全集 第10集 地獄八景亡者 桂／米朝 2002.10.17 「地獄八景亡者戯」 49485
特選米朝落語全集 第11集 宿屋仇／壺算 桂／米朝 2002.11.20 「宿屋仇」「壺算」 49486
特選米朝落語全集 第12集 算段の平兵衛
／近江八景

桂／米朝 2002.11.20 「算段の平兵衛」「近江八景」 49487

特選米朝落語全集 第13集 住吉駕籠／け
んげしゃ茶屋

桂／米朝 2002.11.20 「住吉駕籠」「けんげしゃ茶屋」 49488

特選米朝落語全集 第14集 骨つり／まめ 桂／米朝 2002.11.20 「骨つり」「まめだ」 49489
特選米朝落語全集 第15集 景清／鯉船 桂／米朝 2002.11.20 「景清」「鯉船」 49490
特選米朝落語全集 第16集 三枚起請／持 桂／米朝 2002.11.20 「三枚起請」「持参金」 49491
特選米朝落語全集 第17集 饅頭こわい／
稲荷俥

桂／米朝 2002.11.20 「饅頭こわい」「稲荷車」 49492

特選米朝落語全集 第18集 親子茶屋／つ 桂／米朝 2002.11.20 「親子茶屋」「つる」 49493
特選米朝落語全集 第19集 植木屋娘／軽 桂／米朝 2002.11.20 「植木屋娘」「軽業」 49494
特選米朝落語全集 第20集 風の神送り／
どうらんの幸助

桂／米朝 2002.11.20 「風の神送り」「どうらんの幸助」 49495

特選米朝落語全集 第21集 千両みかん／
鹿政談

桂／米朝 2002.12.18 「千両みかん」「鹿政談」 49496

特選米朝落語全集 第22集 七度狐／軒づ 桂／米朝 2002.12.18 49497



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
特選米朝落語全集 第23集 ふたなり／狸 桂／米朝 2002.12.18 「ふたなり」「狸の賽」 49498
特選米朝落語全集 第24集 鴻池の犬／一 桂／米朝 2002.12.18 「鴻池の犬」「一文笛」 49499
特選米朝落語全集 第25集 こぶ弁慶／肝
つぶし

桂／米朝 2002.12.18 「こぶ弁慶」「肝つぶし」 49500

特選米朝落語全集 第26集 替り目／仔猫 桂／米朝 2002.12.18 「替り目」「仔猫」 49501
特選米朝落語全集 第27集 世帯念仏／看
板の一

桂／米朝 2002.12.18 「世帯念仏」「看板の一」 49502

特選米朝落語全集 第28集 土橋万歳／祝
いの壺

桂／米朝 2002.12.18 「土橋万歳」「祝いの壺」 49503

特選米朝落語全集 第29集 始末の極意／
厄払い

桂／米朝 2002.12.18 「始末の極意」「厄払い」 49504

特選米朝落語全集 第30集 崇徳院／貧乏 桂／米朝 2002.12.18 「崇徳院」「貧乏花見」 49505
特別付録 小朝の落語塾 春風亭柳朝 2010.11.01 「突き落し」 58959
寿郎の土木工事（上・下） 浅田家寿郎 花月志津子 不詳 寿郎の土木工事（上・下） 45205
寿郎の土木工事（上・下） 浅田家寿郎・花月志津子 不詳 寿郎の土木工事（上・下） 43151
都々逸 荒川千成・千恵楽 不詳 都々逸 45202
都々逸（上・下） 河内家正春・春子 不詳 都々逸（上・下） 45246
友近 「いつもごひいきにしていただいて
おります」

友近 2006.08.30 51173

鳥屋坊主（一～四） ① 桂／春団治 不詳 鳥屋坊主（一～四） 43460
鳥屋坊主（一～四） ① 桂／春団治 不詳 鳥屋坊主（一～四） 43461
頓智くらべ（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 頓智くらべ（上・下） 42731
無い物買い（一～二） ① 桂／春団治 不詳 無い物買い（一～二） 43464
無い物買い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 無い物買い（一～四） 43463
無い物買い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 無い物買い（一～四） 43465
無い物買い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 無い物買い（一～四） 43466
無いものづくし 若松屋正坊・荒川末子 不詳 無いものづくし 45498
無いものつくし（上・下） 若松家正右衛門 不詳 無いものつくし（上・下） 43243
中川家  サンドウィッチマン  ナイツ
漫才サミット  実力派漫才師笑いの頂上

中川家  サンドウィッチマン  ナイツ 2013.05.29 63637

中川家の特大寄席 中川家 2012.08.22 63540
中島らも 傑作ラジオコント 30本 月光通 中島らも 2007.08.08 52170
中島らも 放送されなかった幻のラジオ
トーク音声with末井昭

中島らも 末井／昭 2006.08.25 52168

長屋宴会（上・下） 立花家花橘 不詳 長屋宴会（上・下） 43321
長屋世帯 砂川捨次・河内家春子 不詳 長屋世帯 45431
長屋世帯 砂川捨次・河内家芳子 不詳 長屋世帯 43179
長屋の花見（一～四） ① 桂／春団治 不詳 長屋の花見（一～四） 43468
長屋の花見（一～四） ① 桂／春団治 不詳 長屋の花見（一～四） 43474
名古屋万歳（上・下） 鈴木源十郎一座 不詳 名古屋万歳（上・下） 43216
名古屋萬歳（お城・詩吟・散財・大根の
出世）

鈴木源十郎一座 不詳 名古屋萬歳（お城・詩吟・散財・大根の出世） 45289

謎がけ（上・下） 浮世亭出羽助・河内家一春 不詳 謎がけ（上・下） 43171
謎掛唄（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 謎掛唄（上・下） 42719
夏は青空（上・下） 浮世亭歌楽・ヤナギ妙子 不詳 夏は青空（上・下） 45234
浪花女のげんき節 津軽夢ん中 菊地まどか 2010.02.17 「浪花女のげんき節」 「津軽夢ん中」 57844
浪花節カクテル（上・下） 東／喜代駒 不詳 浪花節カクテル（上・下） 45197
浪花節取合い 荒川千成・千恵楽 不詳 浪花節取合い 45201
奈良見物（上・下） 横山エンタツ・花菱アチャコ 不詳 奈良見物（上・下） 43141



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
南光落語ライブ １ 桂／南光 1994年他 「素人浄瑠璃」「あくびの稽古」 4247
南光落語ライブ ２ 桂／南光 1994他 「算段の平兵衛」 「花筏」 4248
南光落語ライブ ３ 桂／ 南光 1997年他 「らくだ」「初天神」 29693
南光落語ライブ ４ 桂／南光 1997年他 「ちりとてちん」「骨つり」 29694
南光落語ライブ ５ 桂／南光 1997.09.05 「はてなの茶碗」「青菜」 29695
南光落語ライブ ６ 桂／南光 2000年 ｢質屋蔵」「二番煎じ」 48374
南光落語ライブ ７ 桂／南光 2000年 「持参金」「桜の宮」 48375
南光落語ライブ ８ 桂／南光 2000年 「五貫裁き」「胴斬り」 48376
南光落語ライブ ９ 桂／南光 2000.08.18 ｢小言幸兵衛」「阿弥陀池」 48377
南光落語ライブ 10 桂／南光 2001年 ｢野崎詣り」「ざこ八」 48378
何んぢゃかや節 砂川捨次・河内家春代 不詳 何んぢゃかや節 45432
偽浦島（上・下） 立花家花橘 不詳 偽浦島（上・下） 43296
二代目桂春団治ライブ十番～朝日放送
「春団治十三夜」より～  第一巻

二代目 桂春団治 1951.11
1951.11

阿弥陀池  猫の災難 64593

二代目桂春団治ライブ十番～朝日放送
「春団治十三夜」より～  第二巻

二代目 桂春団治 1951.12
1951.12

壺算  打飼盗人 64594

二代目桂春団治ライブ十番～朝日放送
「春団治十三夜」より～  第三巻

二代目 桂春団治 1951.12
1951.12

祝い熨斗  豆屋 64595

二代目桂春団治ライブ十番～朝日放送
「春団治十三夜」より～  第四巻

二代目 桂春団治 1952.01
1952.01

二番煎じ  あんま炬燵 64596

二代目桂春団治ライブ十番～朝日放送
「春団治十三夜」より～  第五巻

二代目 桂春団治 1952.01
1952.02

青菜  近日息子 64597

二代目桂春団治ライブ十番～朝日放送
「春団治十三夜」より～  別巻  特別復

二代目 桂春団治 写真屋盗人  二人旅 ( 煮売屋 ) 八問答  無学の犬
安産祝い ( 子ほめ ) めがね屋 ( 眼鏡屋盗人 )

64598

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 秋葉の火
祭り（上巻）

二代目広沢虎造 1995.09.10 「秋葉の火祭り（上巻）その一」「秋葉の火祭り
（上巻）その二」

49184

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 秋葉の火
祭り（下巻）

二代目広沢虎造 1995.09.10 「秋葉の火祭り（下巻）その一」「秋葉の火祭り
（下巻）その二」

49185

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 石松金毘
羅代参／石松三十石船道中

二代目広沢虎造 1995.09.10 「石松金毘羅代参」「石松三十石船道中」 49194

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 石松と勝 二代目広沢虎造 1995.09.10 「石松と勝五郎 その一」 「石松と勝五郎 その二」 49190
二代目広沢虎造 清水次郎長伝 石松と七
五郎／閻魔堂の欺し討ち

二代目広沢虎造 1995.09.10 「石松と七五郎」「閻魔堂の欺し討ち」 49196

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 石松と身
受山鎌太郎／石松と都鳥一家

二代目広沢虎造 1995.09.10 「石松と身受山鎌太郎」「石松と都鳥一家」 49195

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 追分三五
郎／追分宿の仇討ち

二代目広沢虎造 1995.09.10 「追分三五郎」「追分宿の仇討ち」 49199

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 大野の宿
場／代官斬り

二代目広沢虎造 1995.09.10 「大野の宿場」「代官斬り」 49193

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 お民の度
胸／石松の最後

二代目広沢虎造 1995.09.10 「お民の度胸」「石松の最後」 49197

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 お蝶の焼
香場／次郎長の貫禄

二代目広沢虎造 1995.09.10 「お蝶の焼香場」「次郎長の貫禄」 49191

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 久六の悪
事／次郎長の計略

二代目広沢虎造 1995.09.10 「久六の悪事」「次郎長の計略」 49192

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 清水の三
下奴／善助の首取り／鬼吉の喧嘩状

二代目広沢虎造 1995.09.10 「清水の三下奴」「善助の首取り」「鬼吉の喧嘩
状」

49200



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
二代目広沢虎造 清水次郎長伝 次郎長と
玉屋の玉吉

二代目広沢虎造 1995.09.10 「次郎長と玉屋の玉吉 その一」「次郎長と玉屋の玉
吉 その二」

49201

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 為五郎の 二代目広沢虎造 1995.09.10 「為五郎の悪事 その一」「為五郎の悪事 その二」 49198
二代目広沢虎造 清水次郎長伝 血煙荒神
山（蛤屋の喧嘩）

二代目広沢虎造 1995.09.10 「血煙荒神山（蛤屋の喧嘩） その一」「血煙荒神山
（蛤屋の喧嘩） その二」

49202

二代目広沢虎造 清水次郎長伝 名古屋の
御難／勝五郎の義心

二代目広沢虎造 1995.09.10 「名古屋の御難」「勝五郎の義心」 49187

二代目広沢虎造 国定忠治 忠治・赤城の
血煙り

二代目広沢虎造 1995.11.01 「忠治・赤城の血煙り その一」「忠治・赤城の血煙
り その二」

49203

二代目広沢虎造 国定忠治 忠治・唐丸駕
籠破り

二代目広沢虎造 1995.11.01 「忠治・唐丸駕籠破り その一」「忠治・唐丸駕籠破
り その二」

49205

二代目広沢虎造 国定忠治 忠治・山形屋
乗込み

二代目広沢虎造 1995.11.01 「忠治・山形屋乗込み その一」「忠治・山形屋乗込
み その二」

49204

日支事変数へ唄（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 日支事変数へ唄（上・下） 42853
二番煎じ（一～四） ① 桂／春団治 不詳 二番煎じ（一～四） 43475
日本語と英語（上・下） 三遊亭川柳・一輪亭花蝶 不詳 日本語と英語（上・下） 43166
日本の大道芸 街頭紙芝居名作篇 梅田佳声 森下正雄 一龍斎春水 2001.11.07 冒険活劇ライオンマン 天狗剣士 怪猫復讐談猫三味

線 黄金バット（怪タンク出現／怪獣編）
51397

日本の大道芸 紙芝居屋さんの一日 梅田佳声 森下正雄 春雨や雷蔵 一龍斎春水 2001.11.07 ①マンガ悟空 ②ジャングル王者 ③紙芝居談義 ④マ
ンガポンチ ⑤怪傑こがね丸

51396

日本の大道芸 チンドン屋 小一堂宣伝社社中 万宣社社中 野村宣伝社社中 一
龍斎春水

2001.11.07 たけす 美しき天然 花笠音頭 きぬた 花と蝶 野毛山
真室川音頭 野崎小唄 名月赤城山 口上 恋の季節 千
鳥 道頓堀行進曲 米洗い 南国土佐を後にして 炭坑
節お富さん 四丁目

51400

日本の大道芸 もの売り、啖呵売 渡辺晏孝 長尾／寛 木暮金三郎 竹田法一 坂野比呂
志 長沼錠四郎 一龍斎春水

2001.11.07 ①金魚屋 ②浅蜊売り ③納豆売り～どじょう屋 ④竿
竹売り～七味唐辛子売り～みつ豆売り～いわし売り
⑤豆腐屋 ⑥煮豆屋～夕刊売り ⑦おでん屋（関東・
関西） ⑧鍋焼きうどん売り ⑨お宝売り～厄払いの
声 ⑩花売り ⑪朝顔売り～氷売り～ところてん売り
（関西）～苗売り ⑫甘酒売り ⑬枇杷葉湯売り ⑭栗
売り（関西） ⑮ふかし芋売り～焼き芋屋（関西）
⑯がまの油売り ⑰バナナの叩き売り ⑱薬草売り ⑲
百貨売

51401

日本の伝統芸能 落語（８）三代 桂春団 三代 桂／春団治 1984年 「代書屋」「祝いのし」 33633
日本の伝統芸能 落語（９）三代 笑福亭 三代 笑福亭仁鶴 1972年 「初天神」「向う付け」「青菜」「七度狐」 33634
日本の伝統芸能 落語（10）三代 笑福亭
仁鶴

三代 笑福亭仁鶴 1973年 「貧乏花見」「無いもの買い」「道具屋」「黄金の
大黒」

33635

日本の伝統芸能 落語（21）三代目 林家 三代目 林家染丸 1962年 「隣の桜」「尻餅」「阿弥陀池」「借家怪談」 33636
忍術の名人（上・下） 花菱アチャコ・千歳家今男 不詳 忍術の名人（上・下） 42947
人情噺集成 二代目 露の五郎 1997.08 「大丸屋騒動」 33627
猫の災難（一～四） ① 桂／春団治 不詳 猫の災難（一～四） 43476
猫の災難（一～四） ① 桂／春団治 不詳 猫の災難（一～四） 43477
猫の災難（一～四） ① 桂／春団治 不詳 猫の災難（一～四） 43478
猫の災難（一～四） ① 桂／春団治 不詳 猫の災難（一～四） 43479
脳を鍛える大人の落語 「落語」はあなた
の脳を活性化します

中島英雄 2005.10.01 「本膳」「青菜」 49254

乃木大将 (一・ニ） 天光軒満月 不詳 乃木大将 (一・ニ） 48580
野崎詣り（一～四） ① 桂／春団治 不詳 野崎詣り（一～四） 43480



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
野崎詣り（一～四） ① 桂／春団治 不詳 野崎詣り（一～四） 43481
野崎詣り（一～四） ① 桂／春団治 不詳 野崎詣り（一～四） 43482
野崎詣り（一～四） ① 桂／春団治 不詳 野崎詣り（一～四） 43483
野崎詣り（一～四） ① 桂／春団治 不詳 野崎詣り（一～四） 43484
野崎詣り（一～四） 立花家花橘 不詳 野崎詣り（一～四） 43278
野崎詣り（上・下） ②笑福亭枝鶴 不詳 野崎詣り（上・下） 43269
熨斗 立花家花橘 不詳 熨斗 63649
乗合船 立花家花橘 不詳 乗合船 63645
廃物利用（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 廃物利用（上・下） 42673
端唄吹きよせ浄瑠璃（上・下） 砂川捨丸 不詳 端唄吹きよせ浄瑠璃（上・下） 45421
博多節（上・下） 砂川捨丸・加藤滝子 不詳 博多節（上・下） 43203
博士の萬歳家（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 博士の萬歳家（上・下） 42752
薄情男 砂川捨次・荒川歌江 不詳 薄情男 42753
薄情女 砂川捨次・荒川歌江 不詳 薄情女 42754
爆笑オンエアバトル ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ 2009.03.31 55153
爆笑競演集（１） 牧野周一・牧／伸二 中村春代・砂川捨丸 Ｗけんじ

（東／けんじ・宮城けんじ）
1996.11.1 「親子リレー漫談」「お笑い民謡お国めぐり」「ど

忘れ物語」
14668

爆笑競演集（２） 桜井長一郎 ミス ワカサ・島／ひろし 獅子てん
や・瀬戸わんや

1996.11.1
（発売）

声のスタイルブック あるようでないもの イライラ
時代

14667

爆笑！ふたりの水戸黄門 超豪華！吉本コ
メディー 天下分け目のギャグ合戦

間／寛平 池乃めだか 島木譲二 辻本茂雄 内場勝則
未知やすえ 宮地真緒 チャンバラトリオ 今／いく
よ・くるよ 萩原流行 他

2004.04.21 51153

間寛平・中川家 原宿寄席２００６ 間／寛平 中川家（中川剛・中川礼二） 2007.01.24 51154
八問答（一～四） ① 桂／春団治 不詳 八問答（一～四） 43485
八問答（一～四） ① 桂／春団治 不詳 八問答（一～四） 43486
八問答（三～四） ① 桂／春団治 不詳 八問答（三～四） 43487
八ちゃんの都々逸（上・下） 松鶴家八千代・千代八 不詳 八ちゃんの都々逸（上・下） 45290
八足（三～四） ① 桂／春団治 不詳 八足（三～四） 43488
初天神（一～四） ① 桂／春団治 不詳 初天神（一～四） 43489
初天神（一～四） ① 桂／春団治 不詳 初天神（一～四） 43490
初天神（一～四） ① 桂／春団治 不詳 初天神（一～四） 43491
初天神（一～四） ① 桂／春団治 不詳 初天神（一～四） 43492
初天神（一～四） ⑤笑福亭松鶴 不詳 初天神（一～四） 43274
初天神（上・下） 立花家花橘 不詳 初天神（上・下） 43292
初天神（上・下） 立花家花橘 不詳 初天神（上・下） 43313
初廻り（一～四） ① 桂／春団治 不詳 初廻り（一～四） 43493
初廻り（一～四） ① 桂／春団治 不詳 初廻り（一～四） 43494
初廻り（一～四） ① 桂／春団治 不詳 初廻り（一～四） 43495
初廻り（一～四） ① 桂／春団治 不詳 初廻り（一～四） 43496
発明 砂川捨次・河内家春子 不詳 発明 45429
初夢（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 初夢（上・下） 42675
初夢（上・下） 浮世亭出羽助・河内家一春 不詳 初夢（上・下） 43170
花色木綿（一～四） 立花家花橘 不詳 花色木綿（一～四） 43282
花紀京 岡八郎 蔵出し名作吉本新喜劇 岡
八郎①

岡／八郎 平／参平 島木譲二 島田一の介 高勢ぎん
子 園／みち子 池乃めだか 井上竜夫 中山美保 末
成由美 ほか

2010.05.26 「おらァ田舎サいぐだ」「目は人間のまなこなり」 58842

花紀京 岡八郎 蔵出し名作吉本新喜劇 岡
八郎②

岡／八郎 桑原和男 井上竜夫 浜／裕二 南／喜代子
中山美保 原／哲男 池乃めだか 内場勝則 園／みち
子 ほか

2010.05.26 「愚兄賢妹」「包丁一本」 58843



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
花紀京 岡八郎 蔵出し名作吉本新喜劇 花
紀京・岡八郎

花紀／京 岡／八郎 原／哲男 島田一の介 南／喜代
子 中山美保 浅香秋恵 井上竜夫 浜／裕二 末成由

2010.05.26 「泥棒と鈴」「恋の売上税」 58844

花紀京 岡八郎 蔵出し名作吉本新喜劇 花
紀京①

花紀／京 間／寛平 池乃めだか 浜／裕二 島木譲二
末成由美 高石／太 南／喜代子 浅香秋恵 ほか

2010.05.26 「どら猫物語」「夢ロード」 58840

花紀京 岡八郎 蔵出し名作吉本新喜劇 花
紀京②

花紀／京 桑原和男 原／哲男 内場勝則 南／喜代子
浅香秋恵 池乃めだか 浜／裕二 中山美保 ほか

2010.05.26 「スリ貴族」「究極の結婚式」 58841

鼻ねじ（一～四） ① 桂／春団治 不詳 鼻ねじ（一～四） 43497
花吹雪 林家染二 落語ライブ 林家染二 2007.05.01 「天神山 ～障子曲書き～」 「愛宕山」 57732
花婿の寝言（上・下） 横山エンタツ・杉浦エノスケ 不詳 花婿の寝言（上・下） 43107
花嫁御寮(上・下） 河内家芳若・豊子 不詳 花嫁御寮(上・下） 45241
花嫁相談所（上・下） 西川ヒノデ・西川サクラ 不詳 花嫁相談所（上・下） 43196
花嫁超特急（上・下） 秋山右楽・左楽 不詳 花嫁超特急（上・下） 45200
林家そめすけ 大阪人情落語24区 浪速区
大正区

林家そめすけ 2012 制作 「通天閣に灯がともる」 「めがね橋」 60856

春雨（替唄） 砂川捨丸・中村春代 不詳 春雨（替唄） 42815
春団治三代 初代 桂春団治 １ 桂／春団治 収録日不明 「旦那の御馳走（初廻り）」「厄払い」「八問答」

「赤子茶屋」
33138

春団治三代 初代 桂春団治 ２ 桂／春団治 収録日不明 「宿替え」「初天神」「鉄砲勇助」「八足」 33137
春団治三代 初代 桂春団治 ３ 桂／春団治 収録日不明 「牛ほめ」「鼻ねじ」「馬の田楽」「へっつい盗 33136
春団治三代 初代 桂春団治 ４ 桂／春団治 収録日不明 「阿弥陀池」「無筆の片棒」「浮世床」 33135
春団治三代 初代 桂春団治 ５ 桂／春団治 収録日不明 「いかけ屋」「チリトテチン」「豆屋」「牡丹湯」 33134
春団治三代 初代 桂春団治 ６ 桂／春団治 収録日不明 「祝い大黒」「居酒屋」「裏向き丁稚」「反対車」 33133
春団治三代 初代 桂春団治 ７ 桂／春団治 収録日不明 「猫の災難」「無いもの買い」「口入屋」「提灯 33132
春団治三代 初代 桂春団治 ８ 桂／春団治 収録日不明 「幇間医者」「鰻屋」「餅搗き」「二人癖」 33131
春団治三代 初代 桂春団治 ９ 桂／春団治 収録日不明 「人形買い」「素人浄瑠璃」「按摩の炬燵」「二日

酔い（お伊勢詣り）」
33130

春団治三代 初代 桂春団治 10 桂／春団治 収録日不明 「道具屋」「無筆の手紙」「壷算」「返り討ち」 33129
春団治三代 初代 桂春団治 11 桂／春団治 収録日不明 「喧嘩の仲裁」「浮世根問」「地上げ」「刀屋小

僧」「御神燈」
33128

春団治三代 初代 桂春団治 12 桂／春団治 収録日不明 「ちしゃ医者」「無筆の親」「みかん売り」「古手
買い」

33127

春団治三代 初代 桂春団治 13 桂／春団治 収録日不明 「くしゃみ講釈」「寄合い酒」「からし医者」「野
崎詣り」

33126

春団治三代 初代 桂春団治 14 桂／春団治 収録日不明 「らくだ」「続らくだ」「正月丁稚」「ゆもじ誉 33125
春団治三代 初代 桂春団治 15 桂／春団治 収録日不明 「借家怪談」「続借家怪談」「二番煎じ」 33124
春団治三代 初代 桂春団治 16 桂／春団治 収録日不明 「鷺取り」「三人旅」「婿入り」「鞍馬の植木屋

（中）」
33123

春団治三代 初代 桂春団治 17 桂／春団治 収録日不明 「三十石」「逆さまの盗人」「鯉綱」「振舞い酒
（上）」

33122

春団治三代 初代 桂春団治 18 桂／春団治 収録日不明 「猪買い」「とり屋坊主」「遊山舟」「なさぬ仲」 33121
春団治三代 初代 桂春団治 19 桂／春団治 収録日不明 「米揚いかき」「長屋の花見」「恵比寿小判」「試

し斬り」
33120

春団治三代 初代 桂春団治 20 桂／春団治 収録日不明 「宿屋かたき」「田楽食い」「袈裟茶屋」「正月の 33119
春団治三代 初代 桂春団治 21 桂／春団治 収録日不明 「千両富籤」「稽古屋」「近日息子」「商売根問」 33118
春団治三代 二代目 桂春団治 １ 桂／春団治 収録日不明 「提灯屋」「風呂敷丁稚」「寄合い酒」「雷弁当」 33604
春団治三代 二代目 桂春団治 ２ 桂／春団治 収録日不明 「眼鏡屋のぞき」「喧嘩の仲裁」「壷算」「いびき

の父さん」
38901
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春団治三代 二代目 桂春団治 ３ 桂／春団治 収録日不明 「祝い熨斗」「五里五里いも」「酒呑み騒動」「福

の神」
33605

春団治三代 二代目 桂春団治 ４ 桂／春団治 収録日不明 「安産祝い」「二人旅」「倍増し」「遊山船」「八
尽くし」

33117

春団治三代 二代目 桂春団治 ５ 桂／春団治 収録日不明 「あべこべ仁義」「国訛り」「乗合船」「三人道
中」「明礬丁稚」 「松茸」

33116

春団治三代 三代目 桂春団治 １ 桂／春団治 収録日不明 「宇治の柴舟」「月並丁稚」 33115
春団治三代 三代目 桂春団治 ３ 桂／春団治 1987年ほか 「皿屋敷」「高尾」 33113
春団治三代 三代目 桂春団治 ４ 桂／春団治 1986年ほか 「親子茶屋」「寄合酒」 33112
春団治三代 三代目 桂春団治 ５ 桂／春団治 1984年ほか 「いかけ屋」「代書屋」 33111
春団治三代 三代目 桂春団治 ６ 桂／春団治 1987年ほか 「祝のし」「お玉牛」 33110
春団治三代 三代目 桂春団治 ７ 桂／春団治 録音日不明 「寿限無」「平林」「有馬小便」 33090
反逆者のうた 桂／雀三郎 with まんぷくブラザーズ 2008.08.27 「反逆者のうた」 「あぁ青春の上方落語」 「寿限 57869
反魂香（一～四） 立花家花橘 不詳 反魂香（一～四） 43281
繁昌亭らいぶシリーズ① 桂春之輔 桂／春之輔 2008.02.27 「ぜんざい公社」 「もう半分」 「まめだ」 52380
繁昌亭らいぶシリーズ② 笑福亭三喬 笑福亭三喬 2008.02.27 「おごろもち盗人」 「阿弥陀池」 「延陽伯」 52382
繁昌亭らいぶシリーズ③ 桂吉弥 桂／吉弥 2008.03.05 「ちりとてちん」 「くっしゃみ講釈（くしゃみ講 52524
繁昌亭らいぶシリーズ④ 桂米二 桂／米二 2008.05.21 「けんげしゃ茶屋」 「寝床」 54748
繁昌亭らいぶシリーズ⑤ 笑福亭福笑 笑福亭福笑 2008.05.21 「刻うどん」 「葬儀屋さん」 54749
繁昌亭らいぶシリーズ⑥ 笑福亭鶴光 笑福亭鶴光 2008.10.22 「鼓ヶ滝」 「紀州」 54750
繁昌亭らいぶシリーズ⑦ 露の都 露の都 2008.10.22 「悋気の独楽」 「子は鎹」 55014
繁昌亭らいぶシリーズ⑧ 林家染二 林家染二 2008.10.22 「いらち俥」 「皿屋敷」 55026
繁昌亭らいぶシリーズ⑨ 笑福亭銀瓶 笑福亭銀瓶 2009.01.21 「天災」 「胴乱の幸助」 55016
繁昌亭らいぶシリーズ⑩ 笑福亭鶴志 笑福亭鶴志 2009.03.25 「長短」 「天王寺詣り」 57745
繁昌亭らいぶシリーズ⑪ 桂福団治 桂／福団治 2009.07.22 「住吉駕籠」 「籔入り」 57746
繁昌亭らいぶシリーズ⑫ 桂よね吉 桂／よね吉 2010.02.10 「七段目」 「ふぐ鍋」 57747
繁昌亭らいぶシリーズ⑬ 桂九雀 桂／九雀 2010.09.22 「軽石屁」 「青菜」 58835
幡随院 (上・下） 藤川友春 不詳 幡随院 (上・下） 48581
非常時節約(上・下） 河内家芳若・豊子 不詳 非常時節約(上・下） 45242
独り者（上・下） 立花家花橘 不詳 独り者（上・下） 43299
百分式漫才 百式 ２丁拳銃 ２丁拳銃 2003.07.30 51165
百分式漫才 百式 2006 ２丁拳銃 ２丁拳銃 2007.05.30 52387
百分式漫才 百式 2007 ２丁拳銃 ２丁拳銃 2008.01.23 52389
琵琶湖めぐり（上・下） 芦の家雁玉・林田十郎 日本ポリドール管弦楽団 不詳 琵琶湖めぐり（上・下） 42643
深川くづし 砂川捨次・荒川歌江 不詳 深川くづし 42749
深川くづし 砂川捨丸・中村春代 不詳 深川くづし 42855
深川くづし 若松屋正坊・荒川末子 不詳 深川くづし 45496
深川くづし（上・下） 富士蓉子・吉田明月 不詳 深川くづし（上・下） 45464
鱶の魅入れ（一～四） 立花家花橘 不詳 鱶の魅入れ（一～四） 43280
藤山寛美十八番箱 壱 おやじの女 藤山寛美 2005.12.22 「おやじの女」 49508
藤山寛美十八番箱 壱 親バカ子バカ（前 藤山寛美 2005.12.22 「親バカ子バカ （前編）」 49506
藤山寛美十八番箱 壱 親バカ子バカ（後 藤山寛美 2005.12.22 「親バカ子バカ （後編）」 49507
藤山寛美十八番箱 壱 幸助餅 藤山寛美 2005.12.22 「幸助餅」 49511
藤山寛美十八番箱 壱 下積の石 藤山寛美 2005.12.22 「下積の石」 49509
藤山寛美十八番箱 壱 丁稚さのさ節 藤山寛美 2005.12.22 「丁稚さのさ節」 49510
藤山寛美十八番箱 弐 アットン婆さん 藤山寛美 2006.01.28 「アットン婆さん」 49515
藤山寛美十八番箱 弐 大阪ぎらい物語 藤山寛美 2006.01.28 「大阪ぎらい物語」 49514
藤山寛美十八番箱 弐 愚兄愚弟 藤山寛美 2006.01.28 「愚兄愚弟」 49512
藤山寛美十八番箱 弐 笑説 吉野狐 藤山寛美 2006.01.28 「笑説 吉野狐」 49516
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藤山寛美十八番箱 弐 上州土産百両首 藤山寛美 2006.01.28 「上州土産百両首」 49517
藤山寛美十八番箱 弐 はなの六兵衛 藤山寛美 2006.01.28 「はなの六兵衛」 49513
藤山寛美十八番箱 参 愛の設計図 藤山寛美 2006.02.25 「愛の設計図」 49521
藤山寛美十八番箱 参 色気噺お伊勢帰り 藤山寛美 2006.02.25 「色気噺お伊勢帰り」 49518
藤山寛美十八番箱 参 酒の詩・男の歌 藤山寛美 2006.02.25 「酒の詩・男の歌」 49522
藤山寛美十八番箱 参 紺屋と高尾 藤山寛美 2006.02.25 「紺屋と高尾」 49523
藤山寛美十八番箱 参 船場の子守唄 藤山寛美 2006.02.25 「船場の子守唄」 49519
藤山寛美十八番箱 参 鼓（つづみ） 藤山寛美 2006.02.25 「鼓（つづみ）」 49520
藤山寛美十八番箱 四 阿呆と舞扇 藤山寛美 2006.03.30 「阿呆と舞扇」 51133
藤山寛美十八番箱 四 一姫二太郎三かぼ 藤山 寛美 2006.03.30 「一姫二太郎三かぼちゃ」 51128
藤山寛美十八番箱 四 大当り高津の富く 藤山寛美 2006.03.30 「大当り高津の富くじ」 51132
藤山寛美十八番箱 四 大阪のここに夢あ 藤山寛美 2006.03.30 「大阪のここに夢あり」 51131
藤山寛美十八番箱 四 銀のかんざし 藤山寛美 2006.03.30 「銀のかんざし」 51130
藤山寛美十八番箱 四 夜明けのスモッグ 藤山 寛美 200603.30 「夜明けのスモッグ」 51129
藤山寛美十八番箱 伍 お種と仙太郎 藤山寛美 2006.04.27 「お種と仙太郎」 51135
藤山寛美十八番箱 伍 人生双六 藤山寛美 2006.04.27 「人生双六」 51136
藤山寛美十八番箱 伍 浪花の鯉の物語 藤山寛美 2006.04.27 「浪花の鯉の物語」 51138
藤山寛美十八番箱 伍 八人の幽霊 藤山寛美 2006.04.27 「八人の幽霊」 51139
藤山寛美十八番箱 伍 花ざくろ 藤山寛美 2006.04.27 「花ざくろ」 51137
藤山寛美十八番箱 伍 村は祭りで大騒ぎ 藤山寛美 2006.04.27 「村は祭りで大騒ぎ」 51134
藤山寛美十八番箱 六 阿呆の歌声 藤山寛美 2006.05.27 「阿呆の歌声」 51141
藤山寛美十八番箱 六 お祭り提灯 藤山寛美 2006.05.27 「お祭り提灯」 51140
藤山寛美十八番箱 六 笑艶 桂春団治（第
一部）

藤山寛美 2006.05.27 「笑艶 桂春団治 （第一部）」 51143

藤山寛美十八番箱 六 笑艶 桂春団治（第
ニ部）

藤山寛美 2006.05.27 「笑艶 桂春団治 （第ニ部）」 51144

藤山寛美十八番箱 六 笑艶 桂春団治（第
三部）

藤山寛美 2006.05.27 「笑艶 桂春団治 （第三部）」 51145

藤山寛美十八番箱 六 浪花の夢 宝の入船 藤山寛美 2006.05.27 「浪花の夢 宝の入船」 51142
藤山寛美 新十八番箱 壱 愛情航路 藤山寛美 伴／心平 酒井光子 2007.06.27 「愛情航路」 52273
藤山寛美 新十八番箱 壱 噂草子・左甚五 藤山寛美 高田次郎 正司照江 2007.06.27 「噂草子・左甚五郎」 52480
藤山寛美 新十八番箱 壱 大人の童話 藤山寛美 四条栄美 伴／心平 2007.06.27 「大人の童話」 52271
藤山寛美 新十八番箱 壱 太鼓持ちょん平 藤山寛美 酒井光子 四条栄美 2007.06.27 「太鼓持ちょん平」 52276
藤山寛美 新十八番箱 壱 二階の奥さん 藤山寛美 八木五文楽 滝／由女路 2007.06.27 「二階の奥さん」 52268
藤山寛美 新十八番箱 弐 裏路地 藤山寛美 小島慶四郎 高田次郎 2007.07.27 「裏路地」 52313
藤山寛美 新十八番箱 弐 おじいちゃんの 藤山寛美 二代目 渋谷天外 曽我廼家鶴蝶 2007.07.27 「おじいちゃんの初恋」 52282
藤山寛美 新十八番箱 弐 お染風邪久松留 藤山寛美 正司照江 酒井光子 2007.07.27 「お染風邪久松留守」 52314
藤山寛美 新十八番箱 弐 黄金餅大福帳 藤山寛美 小島慶四郎 大津十詩子 2007.07.27 「黄金餅大福帳」 52315
藤山寛美 新十八番箱 弐 影にいる男 藤山寛美 長谷川／稔 四条栄美 2007.07.27 「影にいる男」 52287
藤山寛美 新十八番箱 弐 単身赴任はチン
トンシャン

藤山寛美 高田次郎 四条栄美 2007.07.27 「単身赴任はチントンシャン」 52285

藤山寛美 新十八番箱 参 愛の小荷物 藤山寛美 酒井光子 四条栄美 2007.08.24 「愛の小荷物」 52316
藤山寛美 新十八番箱 参 夏の三日月 藤山寛美 酒井光子 伴／心平 2007.08.24 「夏の三日月」 52318
藤山寛美 新十八番箱 参 夏祭り阿呆囃子 藤山寛美 小島慶四郎 八木五文楽 2007.08.24 「夏祭り阿呆囃子」 52320
藤山寛美 新十八番箱 参 南地大和屋へら
へら踊り

藤山寛美 酒井光子 井上英以子 2007.08.24 「南地大和屋へらへら踊り」 52449

藤山寛美 新十八番箱 参 ふる里の橋 藤山寛美 月城小夜子 守田秀郎 2007.08.24 「ふる里の橋」 52317
藤山寛美 新十八番箱 参 ぼんちの責任 藤山寛美 伴／心平 小島慶四郎 2007.08.24 「ぼんちの責任」 52319
藤山寛美 新十八番箱 四 綱の上の人生 藤山寛美 曽我廼家文童 伴／心平 2007.09.28 「綱の上の人生」 52326
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藤山寛美 新十八番箱 四 えくぼ 藤山寛美 四条栄美 小島慶四郎 2007.09.28 「えくぼ」 52323
藤山寛美 新十八番箱 四 お家はんと直ど 藤山寛美 酒井光子 伴／心平 2007.09.28 「お家はんと直どん」 52325
藤山寛美 新十八番箱 四 親指小指 藤山寛美 酒井光子 月城小夜子 2007.09.28 「親指小指」 52328
藤山寛美 新十八番箱 四 竹輪と蒲鉾 藤山寛美 高田次郎 小島慶四郎 2007.09.28 「竹輪と蒲鉾」 52324
藤山寛美 新十八番箱 四 蛍ばやし 藤山寛美 河原崎國太郎 高田浩吉 2007.09.28 「蛍ばやし」 52327
藤山寛美 新十八番箱 伍 河内だんじり囃 藤山寛美 大津十詩子 渋谷天笑 2007.10.27 「河内だんじり囃子」 52331
藤山寛美 新十八番箱 伍 鯉さんと亀さん 藤山寛美 高田次郎 曽我廼家文童 2007.10.27 「鯉さんと亀さん」 52334
藤山寛美 新十八番箱 伍 筑前みやげ 藤山寛美 博多淡海 酒井光子 2007.10.27 「筑前みやげ」 52333
藤山寛美 新十八番箱 伍 奈良のシカやん 藤山寛美 長谷川／稔 小島慶四郎 2007.10.27 「奈良のシカやん」 52330
藤山寛美 新十八番箱 伍 初午の日に 藤山寛美 伴／心平 大津十詩子 2007.10.27 「初午の日に」 52332
藤山寛美 新十八番箱 伍 孫の産着 藤山寛美 伴／心平 香川桂子 2007.10.27 「孫の産着」 52329
藤山寛美 新十八番箱 六 海を渡る億万長 藤山寛美 酒井光子 月城小夜子 2007.11.22 「海を渡る億万長者」 52336
藤山寛美 新十八番箱 六 親不知子不知 藤山寛美 島田正吾 阿井美千子 2007.11.22 「親不知子不知」 52338
藤山寛美 新十八番箱 六 心うつ波 藤山寛美 中川雅夫 伴／心平 2007.11.22 「心うつ波」 52337
藤山寛美 新十八番箱 六 駕や捕物帳 藤山寛美 小島慶四郎 四条栄美 2007.11.22 「駕や捕物帳」 52340
藤山寛美 新十八番箱 六 鴨八ねぎ次郎 藤山寛美 四条栄美 千葉蝶三朗 2007.11.22 「鴨八ねぎ次郎」 52339
藤山寛美 新十八番箱 六 先づ健康 藤山寛美 小島慶四郎 曽我廼家文童 2007.11.22 「先づ健康」 52335
部隊長とワカナ（上・下） ミス／ワカナ （合唱付） 日本ビクター管弦楽団 不詳 部隊長とワカナ（上・下） 42962
二つ三つ四つ問答 砂川捨丸・中村春代 不詳 二つ三つ四つ問答 42812
二人揃って（上・下） 鉢呂八重子・永田綾子 不詳 二人揃って（上・下） 45455
二日酔い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 二日酔い（一～四） 43499
古手買い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 古手買い（一～四） 43500
文化しるこ（上・下） 立花家花橘 不詳 文化しるこ（上・下） 43301
米朝 珍品集 その一 桂／米朝 1978.10.24

ほか
「冬の遊び」「ぬの字鼠」「（小咄）たけのこ」
「（小咄）吃るはなし三題」「（小咄） 鏡屋女房」

4220

米朝 珍品集 その二 桂／米朝 1981.08.26
ほか

「本能寺」 ｢釜猫」「（小咄） 天王寺三題」 4225

米朝 珍品集 その三 桂／米朝 1984.04.22
ほか

「ぬけ雀」「亀佐」「珍品小咄集」 4228

米朝 珍品集 その四 桂／米朝 1986.04.20
ほか

「法華坊主」「近眼の煮売屋」「焼き塩」「松医
者」「五光」

4233

米朝 珍品集 その五 桂／米朝 1987.10.19
ほか

「ふたなり」「祝いの壺」 4243

米朝 珍品集 その六 桂／米朝 1994.10.17
ほか

「ためし酒」「あくびの稽古」「古手買」 4246

米朝 珍品集 その七 桂／米朝 1986年ほか 「鳴物」「三十石－三十石夢の通路－」 33189
米朝 珍品集 その八 桂／米朝 1988年ほか 「雁風呂」「眼鏡屋盗人」 33190
幇間医者（一～四） ① 桂／春団治 不詳 幇間医者（一～四） 43505
疱瘡局（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 疱瘡局（上・下） 42813
棒盡し 若松家正右衛門 不詳 棒盡し 43240
坊々づくし 若松屋正坊・荒川末子 不詳 坊々づくし 45497
棒屋（一～四） ① 桂／春団治 不詳 棒屋（一～四） 43506
棒屋（一～四） ① 桂／春団治 不詳 棒屋（一～四） 43507
棒屋（一～四） ① 桂／春団治 不詳 棒屋（一～四） 43508
朗らかな兵隊（上・下） リーガル千太・万吉 不詳 朗らかな兵隊（上・下） 45505
朗らかな兵隊（上・下） 日本家勝之助・勝次 不詳 朗らかな兵隊（上・下） 45460
朗らかな兵隊（上・下） 北村栄三郎・立花六三郎 不詳 朗らかな兵隊（上・下） 45446
朗らかな水兵（上・下）（手紙の巻） 今村寿三郎・有馬豊三郎 不詳 朗らかな水兵（上・下）（手紙の巻） 45213



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
朗らかな兵隊さん（上・下）（うれしい
手紙）

今村寿三郎・有馬豊三郎 不詳 朗らかな兵隊さん（上・下）（うれしい手紙） 45215

朗らかな兵隊さん（上・下）（面会の 今村寿三郎・有馬豊三郎・木下美代子 不詳 朗らかな兵隊さん（上・下）（面会の巻） 45214
朗らかに笑え（上・下） 河内家正春・春子 不詳 朗らかに笑え（上・下） 45248
朗らかに笑え（上・下） 河内家正春・春子 不詳 朗らかに笑え（上・下） 45249
僕の家庭（上・下） 横山エンタツ・花菱アチャコ 不詳 僕の家庭（上・下） 43140
僕の考へ聞いとくれ（上・下） アザブラブ・アザブ／伸 不詳 僕の考へ聞いとくれ（上・下） 45193
僕の兄弟（上・下） 横山エンタツ・杉浦エノスケ 不詳 僕の兄弟（上・下） 43106
僕の結婚（上・下） 大道寺春之助・天津城逸郎 不詳 僕の結婚（上・下） 45443
僕の出征（上・下） 花菱アチャコ・千歳家今男 不詳 僕の出征（上・下） 42948
僕の祖母 芦の家雁玉・林田十郎 不詳 僕の祖母 42641
僕の故郷（上・下） 花菱アチャコ・千歳家今男 不詳 僕の故郷（上・下） 42956
僕らは浪花の漫才師 オール阪神・巨人 49602
母校と原籍（上・下） 松鶴家光晴・浮世亭夢若 不詳 母校と原籍（上・下） 45284
牡丹湯（一～四） ① 桂／春団治 不詳 牡丹湯（一～四） 43509
法華経地の内（上・下） 櫻川末子・花子 不詳 法華経地の内（上・下） 45271
不如帰（上・下） 砂川捨丸 不詳 不如帰（上・下） 45422
不如帰（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 不如帰（上・下） 42859
不如帰（上・下） 若松屋正坊・荒川末子 不詳 不如帰（上・下） 43193
街で拾つた戀 柳家権太楼 不詳 街で拾つた戀 47670
待ってました！ 名調子 武本国春 01.オープニング  02～07.節のいろいろ  08～19.名

人たちの名調子
63532

先づ健康（上・下） 浪花シカク・サンカク 不詳 先づ健康（上・下） 45453
間抜泥棒（上・下） 立花家花橘 不詳 間抜泥棒（上・下） 43302
豆賣り 柳家権太楼 不詳 豆賣り 47671
丸角問答（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 丸角問答（上・下） 42934
万歳小唄 砂川捨丸 不詳 万歳小唄 63660
万歳小唄（上・下） 砂川捨丸 不詳 万歳小唄（上・下） 43184
漫才ゴールデンエイジ １ PASSION！ Ｂ＆Ｂ 星／セント・ルイス 今／いくよ・くるよ

コント赤信号 西川のりお・上方よしお ゆーとぴあ
コメディＮｏ．１ 春日三球・照代 おぼん・こぼん
宮川大助・花子 太平サブロー・シロー 若井小づ
え・みどり 澤田隆治 （解説） 他

2009.04.29 「もみじまんじゅう」 「80年代の幸せ」 「私はも
てたい」 「暴走族入門」 「恐怖のクラブ活動」
「歌手入門」 「スイミング入門」 「のりもの宇宙
時代」 「やっぱり大好き夫婦やもん」 「フランス
語講座！？」 「蛇女の歌」 「恋する修道女」

57736

漫才ゴールデンエイジ ２ JOY！ Ｂ＆Ｂ 星／セント・ルイス コント赤信号 ヒップ
アップ コントレオナルド コント山口君と竹田君
オール阪神・巨人 春日三球・照代 若井小づえ・み
どり 西川のりお・上方よしお 太平サブロー・シ
ロー 宮川大助・花子 澤田隆治 （解説） 他

2009.05.27 「激突！漫才新幹線より」 「現代人へのメッセー
ジ」 「恐怖のロシアンルーレット」 「青春ミュー
ジカル」 「風見鶏」 「課長に誘われて」 「今年で
10年」 「地下鉄漫才！」 「大阪で生まれた行かず
後家」 「マルサの男」 「お母ちゃんの想い出」
「私は婦人警官」

57805

漫才ゴールデンエイジ ３ DEEP！ Ｂ＆Ｂ 今／いくよ・くるよ 太平サブロー・シロー
宮川大助・花子 澤田隆治 （解説）

2009.06.24 「プレイバック学生時代」 「イージーライダー」
「アメリカでは・・・」 「愛のメモリー」 「おい
ろけは女の命！」 「女の主張」 「爆笑！そっくり
ものまね大集合より」 「港・女・かもめ」 「酔っ
ぱらいおじさんPART2」 「おのろけ笑売」 「爆
笑！！漫才BIG3より」「爆笑！四天王より」

57806

漫才師の出征 三遊亭川柳  一輪亭花蝶 不詳 漫才師の出征 63657
萬歳と活動（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 萬歳と活動（上・下） 42694



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
萬歳の兵隊（上・下） 関東捨丸 不詳 萬歳の兵隊（上・下） 45251
萬歳屋の家柄（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 萬歳屋の家柄（上・下） 42672
万歳屋の出征 砂川捨次  荒川歌江 不詳 万歳屋の出征 63659
万才屋の智恵（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 万才屋の智恵（上・下） 42713
萬歳屋の兵隊（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 萬歳屋の兵隊（上・下） 42709
萬歳屋の身分 砂川捨次・荒川歌江 不詳 萬歳屋の身分 42712
満腹全席 五代目 桂文三 桂／文三 2010.04.28 「時うどん」「崇徳院」 58881
満腹全席 五代目 桂文三 「時うどん」
「崇徳院」「堪忍袋」

桂／文三 2010.04.28 「時うどん」「崇徳院」「堪忍袋」 58834

満蒙大根 桂／金吾 不詳 満蒙大根 45238
蜜柑売（一～四） ① 桂／春団治 不詳 蜜柑売（一～四） 43512
水商売（上・下） 大川捨丸・砂村春代 不詳 水商売（上・下） 45236
水野キングダム ほっしゃん。 千原ジュニア ケンドーコバヤシ

130R 山崎邦正 蛍原徹 バッファロー吾郎 宮川大輔
FUJIWARA たむらけんじ シャンプーハット サバン
ナ タカアンドトシ ザ・ちゃらんぽらん 麒麟 林／
克治 リットン調査団水野

2007.09.21 52384

水野キングダムⅡ ほっしゃん。 千原ジュニア ケンドーコバヤシ 板
尾創路 山崎邦正 バッファロー吾郎 ＦＵＪＩＷＡ
ＲＡ 宮川大輔 たむらけんじ 小籔千豊 野性爆弾
山里亮太 林克治 中野公美子

2008.06.18 55119

三原山（上・下） 横山エンタツ・花菱アチャコ 不詳 三原山（上・下） 43139
身分調べ 砂川捨次・荒川歌江 不詳 身分調べ 42714
耳の耳（上・下） 横山エンタツ・花菱アチャコ 不詳 耳の耳（上・下） 43138
民衆的英語 河内家正春・春子 不詳 民衆的英語 45243
民謡飛行（上・下） 砂川捨丸・中村春代 リーガル・オーケストラ 不詳 民謡飛行（上・下） 42833
無学者（上・下） リーガル千太・万吉 不詳 無学者（上・下） 45506
昔話 ふるさとへの旅 大阪 西川増子 太田善照 市原悦子 2005.07.06 １・ナレーション ２．がたろ（カッパ）の頼み

３．銭がこわい ４．大蛇のうろこ５．キツネの恩が
えし ６．貝のこうやく（膏薬） ７．新助ばなし
８．紅いとさか９．こんにゃく橋 10.碁の上手いキ
ツネ

51430

婿入（一～四） ① 桂／春団治 不詳 婿入（一～四） 43513
虫づくし（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 虫づくし（上・下） 42831
無銭旅行 砂川菊丸・照子 不詳 無銭旅行 45440
無茶修行（上・下） 浮世亭出羽助 不詳 無茶修行（上・下） 45233
無筆の親（一～二） ① 桂／春団治 不詳 無筆の親（一～二） 43514
無筆の片棒（一～四） ① 桂／春団治 不詳 無筆の片棒（一～四） 43515
無筆の片棒（一～四） ① 桂／春団治 不詳 無筆の片棒（一～四） 43516
無筆の片棒（一～四） ① 桂／春団治 不詳 無筆の片棒（一～四） 43517
無筆の手紙（一～四） ① 桂／春団治 不詳 無筆の手紙（一～四） 43518
無筆の棒屋（一～四） ① 桂／春団治 不詳 無筆の棒屋（一～四） 43519
村越周司 もうギャグしかしない 村越周
司 伝説の復活ギャグライブ2006.05.07

村越周司 2006 52457

名鳥名木 砂川捨丸 中村春代 不詳 名鳥名木 42759
冥途旅行 砂川捨丸・中村春代 不詳 冥途旅行 42856
名物里謡行進曲（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 名物里謡行進曲（上・下） 42827
若しもお嫁に行ったなら（上・下） ミスワカバ・アサヒヒノデ 不詳 若しもお嫁に行ったなら（上・下） 45478



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
若しも月給が上がったら（上・下） アザブラブ・アザブ／伸 不詳 若しも月給が上がったら（上・下） 45194
若しも私が出征したら（上・下） ミス／ワカナ・玉松一郎 不詳 若しも私が出征したら（上・下） 43097
餅つき（一～四） ②笑福亭枝鶴 不詳 餅つき（一～四） 43272
餅搗き（一～四） ① 桂／春団治 不詳 餅搗き（一～四） 43520
元は役者（上・下） 芦の家雁玉・林田十郎 不詳 元は役者（上・下） 42637
物売の掛声 砂川捨丸・中村春代 不詳 物売の掛声 42818
物の初まり（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 物の初まり（上・下） 43205
桃太郎（上・下） 立花家花橘 不詳 桃太郎（上・下） 43324
森の石松 三十石道中 (一～四） 廣澤虎造 不詳 森の石松 三十石道中 (一～四） 48579
八百屋お七（上・下） 河内家正春・春子 不詳 八百屋お七（上・下） 45250
野球見物 柳家権太楼 不詳 野球見物 47672
野球見物（上・下） 浮世亭出羽助・荒川歌江 不詳 野球見物（上・下） 45226
野球指南（上・下） 立花家富士・立花家鶴千代 不詳 野球指南（上・下） 43186
野球の巻 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 野球の巻 42669
厄払い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 厄払い（一～四） 43521
厄払い（一～四） ① 桂／春団治 不詳 厄払い（一～四） 43522
彌次喜多地獄旅行（上・下） ②笑福亭枝鶴 不詳 彌次喜多地獄旅行（上・下） 43261
安来節 砂川捨丸・加藤瀧子 不詳 安来節 43181
安来節 富士蓉子・吉田明月 不詳 安来節 45467
安田大サーカスの奥の細道 天の巻 安田大サーカス 青木裕子（ＴＢＳアナウンサー） 2007.10.03 52464
安田大サーカスの奥の細道 地の巻 安田大サーカス 青木裕子（ＴＢＳアナウンサー） 2007.10.03 52465
宿がえ（一～二） 立花家花橘 不詳 宿がえ（一～二） 43290
宿がえ（一～四） ① 桂／春団治 不詳 宿がえ（一～四） 43523
宿がえ（一～四） ① 桂／春団治 不詳 宿がえ（一～四） 43525
宿がえ（一～四） 立花家花橘 不詳 宿がえ（一～四） 43318
宿がえ（上・下） 立花家花橘 不詳 宿がえ（上・下） 43317
宿替え（一～四） ① 桂／春団治 不詳 宿替え（一～四） 43524
宿替え（一～四） ① 桂／春団治 不詳 宿替え（一～四） 43526
宿替え（一～四） ① 桂／春団治 不詳 宿替え（一～四） 43527
宿替え（一～四） ① 桂／春団治 不詳 宿替え（一～四） 43528
宿替え（上・下） 立花家花橘 不詳 宿替え（上・下） 43293
宿屋かたき（一～二） ① 桂／春団治 不詳 宿屋かたき（一～二） 43529
柳家三亀松 粋・艶 都々逸（ｄｉｓｃ
１）

柳家三亀松 2006 １．新婚箱根の一夜 ２．湯島天神境内 ３．東海道
中膝栗毛 ４．国定忠治 ５．都々逸漫談

51393

柳家三亀松 粋・艶 都々逸（ｄｉｓｃ
２）

柳家三亀松 2006 １．唐人お吉～婦系図 ２．都々逸漫談 ３．色模様
花の吉原

51394

野爆 DVD in DVD 野性爆弾 2008.02.20 52391
破れた花嫁（上・下） 横山エンタツ・花菱アチャコ 不詳 破れた花嫁（上・下） 43136
山問答 芦の家雁玉・林田十郎 不詳 山問答 42636
鎗ひさ 砂川捨丸・加藤瀧子 不詳 鎗ひさ 45409
夕立 桂／金吾 不詳 夕立 45237
夕日は落ちて（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 夕日は落ちて（上・下） 42772
夢の競演 講談 赤穂義士伝 三代目 神田山陽 六代目 宝井馬琴 三代目 神田松

鯉 神田／紫 八代目一龍斎貞山 六代目 一龍斎貞水
2005.11.15 52178

夢の様な話（上・下） 三遊亭川柳・一輪亭花蝶 不詳 夢の様な話（上・下） 45283
洋行帰り（上・下） 芦の家雁玉・林田十郎 コロナ・ジャズ・バンド

（伴奏）
不詳 洋行帰り（上・下） 42632

洋行みやげ（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 洋行みやげ（上・下） 42764
洋食の名前（上・下） 砂川捨次・荒川歌江 不詳 洋食の名前（上・下） 42695



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
横綱阿武松綠之助 （三・四） 京山幸枝 不詳 横綱阿武松綠之助 （三・四） 48583
横山やすし・西川きよし 上方漫才大賞 横山やすし・西川きよし 1966年 他 「学生時代」 「コペルニクス」 「犯罪者」 「男の

中の男」「上方漫才大賞第16回審査員特別賞受賞～
葬儀における西川きよし氏の弔辞」

14666

横山やすし VS 西川きよし 〔 写真で
モーレツ楽屋ばなし 〕

横山やすし 西川きよし 2008.03.26 52372

横山やすし VS 西川きよし 〔 出会いと
闘いの モーレツ 伝説 〕 きよしから

横山やすし 西川きよし 2008.02.21 52367

横山やすし VS 西川きよし 〔 出会いと
闘いの モーレツ 伝説 〕 やすしから

横山やすし 西川きよし 2008.02.21 52362

横山やすし VS 西川きよし 〔 モーレツ!
トーキン・トーキン 〕

横山やすし 西川きよし 2008.03.26 52373

横山やすし VS 西川きよし 〔 モーレツ
どこでもトーク集 〕

横山やすし 西川きよし 2008.03.26 52370

横山やすし VS 西川きよし 〔 モーレツ
漫才ワークス 〕

横山やすし 西川きよし 2008.01.21 52352

横山やすし VS 西川きよし 〔 モーレツ
漫才ワークス 〕

横山やすし 西川きよし 2008.01.21 52357

吉本印天然素材  DVD  第一集 雨上がり決死隊  FUJIWARA  バッファロー吾郎  ナ
インティナイン  チュパチャプス  へびいちご

2014.03.29 64578

吉本印天然素材  DVD  第二集 雨上がり決死隊  FUJIWARA  バッファロー吾郎  ナ
インティナイン  チュパチャプス  へびいちご

2014.03.29 64579

吉本新喜劇ギャグ100連発 池乃めだか 間／寛平 他 2003.03.29 65541
吉本新喜劇ギャグ100連発スペシャル版
２〈野望編〉

池乃めだか 間／寛平 他 2003.06.25 49534

四代目 桂文我 １ ④ 桂/文我 2001.10 「らくだ」「癪の合薬」 48360
四代目 桂文我 ２ ④ 桂/文我 2001.10 「住吉駕籠」「能狂言」 48361
四代目 桂文我 ３ ④ 桂/文我 2001.10 「替り目」「月宮殿星の都」 48362
四代目 桂文我 ４ ④ 桂/文我 2001.10 「ねずみ」「佐野山」 48363
四代目 桂文我 ５ ④ 桂/文我 2002.10 「地獄八景亡者戯」「猫芝居」 48364
四代目 桂文我 ６ ④ 桂/文我 2002.10 「掛け取り」「占い八百屋」 48365
四代目 桂文我 ７ ④ 桂/文我 2002.10 「船弁慶」「小間物屋小四郎」 48366
四代目 林家小染 観 DVD 壱 林家小染 2009.07.29 「上燗屋」 「相撲場風景」 「禁酒関所」 「たいこ

腹」 「鹿政談」
57761

四代目 林家小染 観 DVD 弐 林家小染 2009.07.29 「景清」 「こんにゃく問答」 「鍬潟」 「らくだ」 57762
四代目 林家小染 観 DVD 参 林家小染 2009.07.29 “急ぎ星を想う” 笑福亭仁鶴 四代目 林家染丸 桂

／文珍 五代目 林家小染 が語る
57763

四代目 林家小染 聴 CD 壱 林家小染 2009.07.29 「うどん屋」 「堀川」 「応挙の幽霊」 57784
四代目 林家小染 聴 CD 弐 林家小染 2009.07.29 「首屋」 「こんにゃく問答」 「腕喰い」 「ふぐ 57787
四代目 林家小染 聴 CD 参 林家小染 2009.07.29 「時うどん」 「運廻し」 「鍬潟」 57788
四代目 林家小染 聴 CD 四 林家小染 2009.07.29 「禁酒関所」 「茶目八」 「酒百態」 「鹿政談」 57789
四代目 林家小染 聴 CD 五 林家小染 2009.07.29 「たいこ腹」 「お文さん」 57790
四代目 林家小染 聴 CD 六 林家小染 2009.07.29 「景清」 「莨の火」 57791
四代目 林家小染 聴 CD 七 林家小染 2009.07.29 「猿後家」 「尻餅」 57792
予定のコース（上・下） 花菱アチャコ・千歳家今男 不詳 予定のコース（上・下） 42936
夜廻り（一～四） ① 桂／春団治 不詳 夜廻り（一～四） 43530
読売テレビ開局45年記念 平成紅梅亭特選
落語会 上方落語の神髄 大御所の会

林家染丸 笑福亭松之助 桂／米朝 露の五郎 桂／春
團治 桂／文枝

2004.11.17 「豊竹屋」 「寄合酒」 「抜け雀」 “口上” 「浮
世床」 「代書屋」 「天神山」

48571



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
読売テレビ開局45年記念 平成紅梅亭特選
落語会 饗宴！夢の前夜祭

林家染二 桂／南光 桂／文珍 桂／ざこば 月亭八方
笑福亭松喬 桂／きん枝 桂／春之輔 桂／小米朝 桂
／小春團治 笑福亭仁鶴

2004.11.17 「八五郎坊主」 「ちりとてちん」 「心中恋電脳」
“大喜利” 「ゴダールに愛をこめて」 「禁酒関
所」 「人形買い」

48569

読売テレビ開局45年記念 平成紅梅亭特選
落語会 特選 噺家の会

桂／吉朝 笑福亭福笑 桂／ざこば 桂／雀々 桂／雀
三郎 桂／都丸 笑福亭鶴光 桂／三枝

2004.11.17 「子ほめ」 「今日の料理」 「狸の化寺」 「つる」
「ゴダールに愛をこめて」 「竹の水仙」 「妻の旅
行」

48570

甦るオッペケペー 1900年 パリ万博の川
上一座

惣一座 1997.12.17 オッペケペー 29698

寄合酒（一～四） ① 桂／春団治 不詳 寄合酒（一～四） 43531
寄合酒（一～四） ① 桂／春団治 不詳 寄合酒（一～四） 43532
寄合酒（一～四） ① 桂／春団治 不詳 寄合酒（一～四） 43533
寄合豆腐（一～二） ① 桂／春団治 不詳 寄合豆腐（一～二） 43534
落語・講談 怪談ばなし １ ⑤三遊亭圓楽 三遊亭圓彌 1995年 「悋気の火の玉」「質屋庫」 48390
落語・講談 怪談ばなし ２ ⑨入船亭扇橋 ②桂／小南 1995年 「茄子娘」「夢八」 48391
落語・講談 怪談ばなし ３ ③三遊亭小圓朝 ⑧三笑亭可楽 1995年 「三年目」「反魂香」 48392
落語・講談 怪談ばなし ４ 桂／小文治 三遊亭百生 ②三遊亭円歌 1995年 「菊江の仏壇」「皿屋敷」「ろくろっ首」 48393
落語・講談 怪談ばなし ５ ⑤古今亭今輔 1995年 「もう半分」「江島屋」 48394
落語・講談 怪談ばなし ６ ⑥三遊亭圓生 1995年 「牡丹燈籠」「死神」 48395
落語・講談 怪談ばなし ７ ⑥一龍斎貞水 ⑥一龍斎貞丈 1995年 「村井長庵 おとせ殺し」「腕（松浦泉三郎作）」 48396
落語・講談 怪談ばなし ８ ⑦一龍斎貞山 1995年 「四谷怪談 お岩の誕生」「四谷怪談 招く怨霊」 48397
落語・講談 怪談ばなし ９ ⑦一龍斎貞山 1995年 「真景累ヶ淵 宗悦殺し」「真景累ヶ淵 豊志賀の 48398
楽悟家 笑福亭松之助 観 DVD.１ 笑福亭松之助 2009.05.27 「上燗屋 ～ 首提灯」 「堀川」 「世相アレコレ

話」 「テレビアラカルト」 「子別れ」 「借家怪
談」 「百年目」 「寄合酒」

57734

楽悟家 笑福亭松之助 観 DVD.２ 笑福亭松之助 2009.05.27 「桜の宮」 「土橋物語」 「始末の極意」 「猫の忠
信」 「尻餅」 「らくだ」

57749

楽悟家 笑福亭松之助 観 DVD.３ 笑福亭松之助 2009.05.27 「莨の火」 「くっしゃみ講釈（くしゃみ講釈）」
「苫ヶ島」 「野崎詣り」 「軒付け」 「播州めぐ
り」

57750

楽悟家 笑福亭松之助 観 DVD.４ 笑福亭松之助 2009.05.27 「高津の富」 「お文さん」 「兵庫渡海・鱶の魅入
れ」 「質屋蔵」 「片袖」 「後家殺し」

57751

楽悟家 笑福亭松之助 観 DVD.５ 笑福亭松之助 2009.05.27 “口上” 「三十石」 “師弟トーク” 57752
楽悟家 笑福亭松之助 聴 CD.１ 笑福亭松之助 2009.05.27 「鳥屋坊主」 「じゃじゃ馬ならし」 「ざこ八」

「ぞろぞろ」 「浪人」
57733

楽悟家 笑福亭松之助 聴 CD.２ 笑福亭松之助 2009.05.27 「ぜんざい公社」 「仮面ライダー」 「江戸荒物」
「人形買い」

57753

楽悟家 笑福亭松之助 聴 CD.３ 笑福亭松之助 2009.05.27 「へっつい幽霊」 「自動車学校」 「三人兄弟」 57754
楽悟家 笑福亭松之助 聴 CD.４ 笑福亭松之助 2009.05.27 「宿屋仇」 「立ち切れ」 「市助酒」 57755
楽悟家 笑福亭松之助 聴 CD.５ 笑福亭松之助 2009.05.27 「吉野狐」 「鍬潟」 「死神」 57756
落語研究会  桂／吉朝全集  一  蛸芝居
たちきり

桂／吉朝 2000.05.251
996.05.29

蛸芝居  たちきり 63565

落語研究会  桂／吉朝全集  二  仔猫
はてなの茶碗

桂／吉朝 1995.09.28
1997.08.

仔猫  はてなの茶碗 63566

落語研究会  桂／吉朝全集  三  ふぐ鍋
どうらんの幸助

桂／吉朝 2001.04.25
1999.05.

ふぐ鍋  どうらんの幸助 63567

落語研究会  桂／吉朝全集  四  米揚げ
笊  住吉駕籠

桂／吉朝 2001.10.24
1998.10.

米揚げ笊  住吉駕籠 63568

落語研究会  桂／吉朝全集  五  崇徳院
猫の忠信

桂／吉朝 1993.08.30
1994.05.

崇徳院  猫の忠信 63569



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
落語研究会  桂／吉朝全集  六  高津の
富  狐芝居

桂／吉朝 1998.04.22
2000.10.

高津の富  狐芝居 63570

落語研究会  桂／吉朝全集  七  不動坊
質屋蔵

桂／吉朝 2003.12.26
1997.02.

不動坊  質屋蔵 63571

落語研究会 五代目 桂／文枝名演集  一
天神山  立ち切れ線香  菊江仏壇

五代目  桂／文枝 2012.03 天神山（1971年） 65547

落語研究会 五代目 桂／文枝名演集  二
親子茶屋  はてなの茶碗  猫の忠信

五代目  桂／文枝 2012.03 親子茶屋（1972年） 65548

落語研究会 五代目 桂／文枝名演集  三
蛸芝居  猿後家  景清

五代目  桂／文枝 2012.03 蛸芝居（1984年） 65549

落語研究会 五代目 桂／文枝名演集  四
口入屋  百年目

五代目  桂／文枝 2012.03 口入屋（1991年） 65550

落語笑笑散歩 第四巻 お笑い浪花見物 笑福亭三喬 笑福亭喬若 2006.12.20 「初天神」 「手水廻し」 「阿弥陀池」 51155
落語笑笑散歩 第五巻 京都そぞろ歩き風 桂／吉弥 2006.12.20 「はてなの茶碗」 「犬の目」 「愛宕山」 51156
落語笑笑散歩 第六巻 お伊勢まいり 喜六
清八珍道中

桂／小春団治 桂／春奈 2006.12.20 「池田の猪買い」 「七度狐」 「失恋飯店（ハート
ブレイクホテル）」

51157

落語でお伊勢参り 上 桂／文我 桂／まん我 （落語） 桂／阿か枝 （落
語） 桂／米平 （落語）

2008.09.30 「東の旅・発端」 「煮売屋」 「七度狐」 「軽業講
釈」

59042

落語でお伊勢参り 下 桂／文我 桂／宗助 （落語） 2008.09.30 「うんつく酒」 「三人旅」 「宮巡り」 59043
落語入門 五代目 古今亭志ん生 2009.01.20 「火焔太鼓」 「文七元結」 55018
落語のおけいこ はじめてでも楽しくでき
る！

金原亭馬生 金原亭馬吉 2008.03.21 「小咄（１２篇）」 「つる」 「後生鰻」 「たぬ
き」 「手紙無筆」

59041

落語の世界 桂小米朝 その一 桂／小米朝 1997年他 「崇徳院」「七段目」 29696
落語ファン倶楽部 ＶＯＬ．５ 林家彦いち 三遊亭圓楽 2008.05.01 「恋の釣りおとし」 「圓楽の落語史」 55019
落語ファン倶楽部 ＶＯＬ．６ 古今亭志ん朝 桂／ざこば 2008.12.25 「明烏」 “襲名披露口上” 55020
落語ファン倶楽部 ＶＯＬ．７ 特別ふろ 三遊亭円生 林家三平 春風亭柳昇 春風亭昇太 2009.06.19 「郭巨の釜堀り」 58963
落語ファン倶楽部 ＶＯＬ．８ 特典ＣＤ 古今亭志ん朝 三木のり平 2010.01.01 「文七元結」 58964
落語ファン倶楽部 ＶＯＬ．９ 特典ＣＤ 桂／米助 桂／歌丸 三遊亭小遊三 三遊亭鳳楽 春風

亭昇太 柳家喬太郎 春風亭一朝 柳家小満ん 六代目
笑福亭松鶴

2010.07.10 “襲名披露口上” “演目解説” “対談” 58965

落語ファン倶楽部 ＶＯＬ．10 特典ＣＤ 立川談笑 林家彦いち 橘家文左衛門 2010.10.17 「へっつい幽霊」“トーク” 58966
落語ファン倶楽部 VOL.12 特典CD 三遊亭白鳥  桃月庵白酒 2011.03.15 “トーク”  初天神  抜け雀 63589
落語ファン倶楽部 VOL.13 特典CD 橘家文左衛門  三遊亭遊雀  立川志らら  高田文夫 2011.06.30 千早ふる  船徳  “対談” 63590
落語ファン倶楽部 VOL.17 特典CD 柳家さん喬 2012.08.01 厩火事 63591
落語ファン倶楽部 VOL.19 特典CD 春風亭一朝 2013.04.30 七段目 63592
落語への招待２ 古今亭菊之丞 三遊亭白鳥 2008.07.26 「片棒」 「火焔太鼓」 55021
落語への招待３ 柳家小里ん 柳亭小燕枝 2009.01.12 「天災」 「小言幸兵衛」 55022
落語名人寄席 桂／春団治 ： 野崎詣り
祝い大黒 三遊亭歌笑 ： 音楽風呂 妻を

初代 桂／春団治 三代目 三遊亭歌笑 2005.08.24 「野崎詣り」「祝い大黒」「音楽風呂」「妻を語
る」

49079

落語名人寄席 桂／文楽 ： 寝床 三笑亭
可楽 ： らくだ

桂／文楽 三笑亭可楽 2005.08.24 「寝床」「らくだ」 49079

落語名人寄席 桂／米朝 ： 壺算 笑福亭
松鶴 ： 天王寺詣り

桂／米朝 六代目 笑福亭松鶴 2005.08.24 「壺算」「天王寺詣り」 49078

流行歌萬歳（いいぢゃありませんか） 富士蓉子・吉田明月 不詳 流行歌萬歳（いいぢゃありませんか） 45470
流行歌萬歳（月夜の渚） 富士蓉子・吉田明月 不詳 流行歌萬歳（月夜の渚） 45469
良人の貞操（上・下） 三遊亭柳枝・花柳一駒 不詳 良人の貞操（上・下） 42667
旅行 砂川捨次・荒川歌江 不詳 旅行 42706
旅行（上・下） リーガル千太・万吉 不詳 旅行（上・下） 45507



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
恋愛行進曲（上・下） 関東捨丸 不詳 恋愛行進曲（上・下） 45252
浪曲河内音頭 悲運名横綱玉の海／薮井玄
亥

河内家菊水 弥生道春 松村純夫 藤本秀蝶 西田初美
池脇未子 中村三郎

1998.02.28 「悲運 名横綱玉の海」 「薮井玄亥」 57870

浪曲さわり集 浪花亭綾太郎 二葉百合子 相模太郎 広沢虎造 春日
井梅鶯 三門／博 寿々木 米若 玉川 勝太郎

1998.11.27
（発売）

「壺阪霊験記」 「岸壁に祈る」 「灰神楽三太郎」
「森の石松」 「浅太郎月夜唄」 「宝の入船」 「佐
渡情話」 「忠治旅日記」 「一本刀土俵入り」

29719

浪曲三味線 沢村豊子の世界 沢村豊子 国本武春 2010 58839
浪曲の物真似（上・下） 市川福治 不詳 浪曲の物真似（上・下） 43211
老稚園（上・下） 砂川捨丸・中村春代 不詳 老稚園（上・下） 42766
六世 松鶴 極つき十三夜 ＤＩＳＣ-１ 六代目 笑福亭松鶴 笑福亭仁鶴 桂／春団治 桂／小

文枝 夢路いとし・喜味こいし桂／米朝
2010.11.03 “初日口上” 「高津の富」 「一人酒盛」 58890

六世 松鶴 極つき十三夜 ＤＩＳＣ-２ 六代目 笑福亭松鶴 2010.11.03 「蔵丁稚」 「親子酒」 58892
六世 松鶴 極つき十三夜 ＤＩＳＣ-３ 六代目 笑福亭松鶴 2010.11.03 「阿弥陀池」 「天王寺詣り」 58893
六世 松鶴 極つき十三夜 ＤＩＳＣ-４ 六代目 笑福亭松鶴 2010.11.03 「市助酒」 「寄合酒」 58894
六世 松鶴 極つき十三夜 ＤＩＳＣ-５ 六代目 笑福亭松鶴 2010.11.03 「胴斬り」 「猫の災難」 58895
六世 松鶴 極つき十三夜 ＤＩＳＣ-６ 六代目 笑福亭松鶴 2010.11.03 「らくだ」 58896
六世 松鶴 極つき十三夜 ＤＩＳＣ-７ 六代目 笑福亭松鶴 2010.11.03 「質屋芝居」 「子はかすがい」 58897
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 一 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「らくだ」「角力風景」 48445
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 二 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「高津の富」「三人兄弟」 48446
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 三 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「寄合酒」「初天神」「質屋芝居」 48447
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 四 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「尻餅」「吉野狐」「ちょうず廻し」 48448
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 六 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「貧乏花見」「仏師屋盗人」「三人上戸」 48450
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 七 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「天王寺詣り」「仔猫」「蛸芝居」 48451
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 八 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「へっつい幽霊」「遊山船」 48452
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 九 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「月宮殿星の都」「ざこ八」 48453
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 十 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「くっしゃみ講釈（くしゃみ講釈）」「商談根問」

「子はかすがい」
48454

六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 十一 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「饅頭こわい」「胴切り」 48455
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 十二 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「市助酒」「手切れ丁稚」 48456
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 十三 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「三枚起請」「米揚げ笊」「近所付き合い」 48457
六代目 笑福亭松鶴 上方はなし 十四 ⑥笑福亭松鶴 2004.01.21 「猫の災難」「植木屋娘」「犬の目」「犬の目（別

オチ）」
48458

六代目 笑福亭松鶴 セレクト 一 六代目 笑福亭松鶴 2005.12.16 「高津の富」「天王寺詣り」 49082
六代目 笑福亭松鶴 セレクト 一 六代目 笑福亭松鶴 2005.12.16 「貧乏花見」「蛸芝居」 49083
六代目 笑福亭松鶴 セレクト 二 六代目 笑福亭松鶴 2005.12.16 「らくだ」「ちょうず廻し」 49084
六代目 笑福亭松鶴 セレクト 二 六代目 笑福亭松鶴 2005.12.16 「饅頭こわい」「遊山船」 49085
六代目 笑福亭松喬 上方落語集 六代目 笑福亭松喬 2008.08.06 「らくだ」 55179
六代目 笑福亭松喬 上方落語集 六代目 笑福亭松喬 2008.08.06 「住吉駕籠」 「へっつい幽霊」 55180
六代目 笑福亭松喬 上方落語集 六代目 笑福亭松喬 2008.08.06 「天王寺詣り」 「貧乏花見」 55181
六代目 笑福亭松喬 上方落語集 六代目 笑福亭松喬 2008.08.06 「三十石船」 「親子酒」 55182
六代目 笑福亭松喬 上方落語集 六代目 笑福亭松喬 2008.08.06 「崇徳院」 「牛ほめ」 55183
六代目 笑福亭松喬 上方落語集 六代目 笑福亭松喬 2008.08.06 「花筏」 「高津の富」 55184
六代目 笑福亭松喬 上方落語集 六代目 笑福亭松喬 2008.08.06 「饅頭恐い」 「おごろもち盗人」 55185
六代目 笑福亭松喬 上方落語集 六代目 笑福亭松喬 2008.08.06 「次の御用日」 「寝床」 55186
六代目 笑福亭松喬 上方落語集 六代目 笑福亭松喬 2008.08.06 「百年目」 「米揚げ笊」 55187
六代目 笑福亭松喬 上方落語集 六代目 笑福亭松喬 2008.08.06 「寄合酒」 「七度狐」 55188
和歌山弁落語集 桂／枝曾丸 2003 「ぶらくり丁へいってくらっ」「親族一同」「おば

ちゃん銭湯記」
49271

私の家族（上・下） 西川ヒノデ・サクラ 不詳 私の家族（上・下） 45459



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
笑い飯  ご飯  漫才コンプリート 笑い飯 2011.09.14 「雑巾持ってこい  パンツぶかぶか」  「健康につ

いて  お薬でてます  関西サイクルスポーツセン
ター  伊賀忍者村」  「ツレのバイク事故  無視
またカレー」  「枕元に宝物を置く  避難訓練  電
話」  「犬を飼っている  闘牛士  警察２４時」
「ええ人と出会った  ボーリング場で財布忘れた
おかま掘られたら」  「昔話にはハエが出てきた
一休さん  ラジオ体操」  「奈良県立歴史民俗博物
館  学生服  野球の審判  ラグビー」  特典映像・
３０分漫才「双子の子供  ものいい  オレオレ詐
欺」

63563

笑い飯  パン  笑いの新境地 笑い飯 2011.09.14 63564
笑う門には服着たる ミス・ワカナ  玉松一郎 不詳 笑う門には服着たる 63662
笑う妖精 誕生芸編＆封印芸編 ＤＩＳＣ
１「誕生芸編」

千原ジュニア 黒沢 （ 森三中 ） 大山英雄 ２丁拳
銃 菊地 （ チーモンチョーチュウ ） 他

2010.06.30 58876

笑う妖精 誕生芸編＆封印芸編 ＤＩＳＣ
２「封印芸編」

千原ジュニア 藤森 （ オリエンタルラジオ ） レ
イザーラモンＲＧ 野性爆弾 モンスターエンジン
綾部 （ ピース ） 他

2010.09.01 58878

笑って!!笑って!!コミックマジック大集
合

アダチ龍光 吉慶堂李彩 東京コミックショウ 天志
＆ピロ ジャック武田 ブラック嶋田 布目貫一 マ
ギー司郎 ゼンジー北京 ナポレオンズ

2006.11.29 51174

笑ふ門には服着たる（上・下） ミス／ワカナ・玉松一郎 不詳 笑ふ門には服着たる（上・下） 43087
笑ふ城壁（上・下） 横山エンタツ・杉浦エノスケ 不詳 笑ふ城壁（上・下） 43105
笑ふリズム（上・下） ナンジャホラーズ 不詳 笑ふリズム（上・下） 45454
9チハラトーク CHIHARA-TALK #9 千原兄弟  オアシズ  ダイアン  ドランクドラゴン

千鳥
2014.01.22 64581

DVD付きマガジン よしもと栄光の80年代
漫才 昭和の名コンビ傑作選 第三巻 Ｂ＆

Ｂ＆Ｂ 2013.11.07 63939

DVD付きマガジン よしもと栄光の80年代
漫才 昭和の名コンビ傑作選 第四巻 今い
くよ・くるよ 西川のりお・上方よしお

今 いくよ くるよ  西川のりお 上方よしお 2013.12.09 63941

DVD付きマガジン よしもと栄光の80年代
漫才 昭和の名コンビ傑作選 第五巻 太平
サブロー・シロー 宮川大助・花子

太平サブロー・シロー 宮川大助・花子 2014.01.13 63947

Fall in Love ぼんちおさむ 2006.04.05 「恋のぼんちシート2006～CLUBバージョン～」「お
かしな二人」「故郷」「出稼ぎブルース」「云い切
れば勝ち」「世の中捨てたもんじゃない」「WHAT A
BEAUTIFUL WORLD」「東京キケン野郎」「木屋町Ｋ．
Ｏ．（ノックアウト）野郎」「噂のドンブリカン
ジョー」「ライフ イズ GOOD」「旅に出よう」「夕
陽ヶ丘のかませ犬」「My Blue Heaven（私の青
空）」「恋のぼんちシート2006～DISCOバージョン
～」

49377

ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＨＯＵＲ ＤＲＥＫＩ
ＧＲＡＭ’０８

フットボールアワー 2008.11.05 55152

ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＨＯＵＲ ＤＲＥＫＩ
ＧＲＡＭ’０９

フットボールアワー 2009.12.09 57837



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＨＯＵＲ ＣＯＮＴＥ
ＬＩＶＥ ＤＲＥＫＩＧＲＡＭ’１０

ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＨＯＵＲ 2010.11.24 「あかんのんか！？」「伊臥喜一郎 記念館」「日本
のへそ」「かあちゃん」「灰色の街」「息子」「Ｗ
ＨＹ？」「バイバイ」

58871

FUJIWARA FUJIWARA 2007.03.07 52458
JARUJARU ジャルジャル 戯 あじゃら １ ジャルジャル 2008.10.22 55172
JARUJARU ジャルジャル 戯 あじゃら １
～５ ｓｏｎｇｓオリジナルアルバムＣＤ

ジャルジャル 2008.10.22 55554

JARUJARU ジャルジャル 戯 あじゃら ２ ジャルジャル 2009.02.25 55173
JARUJARU ジャルジャル 戯 あじゃら ２
～ジャルジャル コント集

ジャルジャル 200902.25 55555

JARUJARU ジャルジャル 戯 あじゃら ３ ジャルジャル 2009.07.08 57835
JARUJARU ジャルジャル 戯 あじゃら ３ ジャルジャル 200907.08 57836
LIVE STAND 07 笑福亭仁鶴 オリエンタルラジオ レイザーラモン

ジャリズム ＄10 T&T&D（藤井隆・島田珠代・宮川
大輔） 2丁拳銃 ネゴシックス ハリガネロック ロ
ザン ほっしゃん。 レギュラー 大木こだまひびき
村上ショージ 森三中 ガレッジセール アジアン た
むらけんじ 千鳥 矢野・兵頭 あべこうじ 博多華
丸・大吉 今いくよ・くるよ ブラックマヨネーズ
ココリコ

2007.10.24 52397

LIVE STAND 07 070429 西川きよし タカアンドトシ キングコング ケン
ドーコバヤシ 石田／靖＆山田花子 間／寛平 品川
正司 はりけ～んず シャンプーハット FUJIWARA
130R 南海キャンディーズ ザ・ぼんち ザ・ちゃら
んぽらん まちゃまちゃ ダイノジ りあるキッズ ペ
ナルティ かつみ・さゆり チュートリアル メッセ
ンジャー 笑い飯 次長課長 雨上がり決死隊 今田耕
司 山崎邦正

2007.10.24 52399

LIVE STAND 07 070430 桂／三枝 麒麟 サバンナ ザ・プラン９ ランディー
ズ 千原兄弟 トータルテンボス ハローバイバイ と
ろサーモン POISON GIRL BAND ロバート NON STYLE
ハリセンボン リットン調査団 ティーアップ 山口
智充 木村祐一 バッファロー吾郎 バッドボーイズ
水玉れっぷう隊 友近 インパルス COWCOW 中川家
フットボールアワー 中田カウス・ボタン

2007.10.24 52450

NON STYLE にて NON STYLE 2008.02.13 52453
ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ ＬＩＶＥ ２００８
ＩＮ ６大都市 ～ダメ男ＶＳダテ男～

ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ 2009.01.14 55150

ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ ＬＩＶＥ ２００９
Ｍ‐１優勝できました。 感謝感謝の１万
人動員ツアー

ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ 2010.02.24 57838

Ｓｈｏｃｈｉｋｕ Ｋａｄｏｚａ Ｌｉｖ
ｅ 松竹角座ライブ

ますだおかだ アメリカザリガニ 安田大サーカス
チョップリン せんたくばさみ Ｏｖｅｒ Ｄｒｉｖ
ｅ オジンオズボーン なすなかにし

2005.07.21 49539

ＴＨＥ 小米朝 桂／小米朝 2008.03.26 「皿屋敷」 「稽古屋」 52520
ＴＨＥ 小米朝 桂／小米朝 2008.03.26 「狸の賽」 「猫の忠信」 52521
ＴＨＥ ざこば 桂／ざこば 2008.03.26 「みかんや」 「崇徳院」 52516



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
ＴＨＥ ざこば 桂／ざこば 2008.03.26 「遊山船」 「子は鎹」 52517
ＴＨＥ 枝雀一門 桂／枝雀 桂／九雀 桂／紅雀 2009 「道具屋」 「御公家女房」 「七度狐」 57731
ＴＨＥ 枝雀一門 桂／枝雀 桂／南光 桂／雀々 2009 「つる」 「あくびの稽古」 「運まわし」 57748
ＴＨＥ 雀三郎 桂／雀三郎 2008.03.26 「かぜうどん」 「神だのみ 初恋篇」 52522
ＴＨＥ 雀三郎 桂／雀三郎 2008.03.26 「愛宕山」 「胴乱の幸助」 52523
ＴＨＥ 南光 桂／南光 2008.03.26 「恨み酒」 「皿屋敷」 52518
ＴＨＥ 南光 桂／南光 2008.03.26 「質屋蔵」 「壷算」 52519
ＴＨＥ 米朝 桂／米朝 2007.12.26 「地獄八景亡者戯」 52514
ＴＨＥ 米朝 桂／米朝 2007.12.26 「百年目」 「本能寺」 52515
ＴＨＥ  ＭＡＮＺＡＩ  ＬＥＧＥＮＤ
ＤＶＤ-ＢＯＸ  １９８０笑いの覚醒

ザ・ぼんち  島田紳助・松本竜介  Ｂ＆Ｂ  西川の
りお・上方よしお  オール阪神・巨人  星／セン
ト・ルイス  おぼん・こぼん  太平サブロー・シ
ロー  春／やすこ・けいこ  横山やすし・西川きよ
し

2012.12.12 63538

ＴＨＥ  ＭＡＮＺＡＩ  ＬＥＧＥＮＤ
ＤＶＤ-ＢＯＸ  １９８１・１９８２笑い
の飛翔

Ｂ＆Ｂ  島田紳助・松本竜介  西川のりお・上方よ
しお  オール阪神・巨人  ザ・ぼんち  太平サブ
ロー・シロー  ポップコーン  やすえ・やすよ  今
／いくよ・くるよ  横山やすし・西川きよし

2012.12.12 63539

Ｔｈｉｓ ｉｓ かまいたち かまいたち 2010.05.26 「ショップ」「透明人間」「～ありまして」「怖い
話」「来賓紹介」「山之内先輩」「殺人現場」「宝
くじ」「ＣＤショップ」「ゲーム」「山内罰相撲」
「濱家クッキング」

58879

ＴＫＯ ゴールデン劇場 ２ ＴＫＯ 2009 「100の力」 「レコーディング」 「落ち武者」
「折り紙名人」 「結婚式」 「服部」 「王くん」

57739

ＴＫＯゴールデン劇場３ ＴＫＯ 2010.03.25 「風船①」「交通事故」「マジックショー」「マス
クマン」「名探偵キモン①・②・③」「うえだうえ
だ」「Ｍドナルド」「風船②」

58867

ＴＫＯゴールデン劇場  松竹芸能新宿角
座?落し公演

ＴＫＯ 2011.09.21 “口上”  “オープニング”  「しんぺいと小松さ
ん」  「わくわくアフタヌーン」  「新宿角座から
のお詫び」  「パパとママ」  「情熱大陸」  「ホ
テル」  「裏口入学」  特典映像  「ＴＫＯトーク
ライブ  戯れ言」  「ライブ終了後インタビュー」

63536

ＴＫＯ修行 ＴＫＯ 2008 55120



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＰＲＥＳＥＮＴＳ
ＬＩＶＥ ＳＴＡＮＤ 08 史上最大のお笑
いフェスティバル！！ ０４２６

ＣＯＮＡ－ＭＯＮ ＳＴＡＧＥ ［オープニングセレ
モニー］笑福亭仁鶴 オリエンタルラジオ 笑い飯
コメディＮｏ．１ 博多華丸・大吉 ハリセンボン
南海キャンディーズ 麒麟 ジャリズム 昭和のい
る・こいる トータルテンボス バッファロー吾郎
陣内智則 サンドウィッチマン 〈ＬＩＶＥ ＳＴＡ
ＮＤ 新喜劇〉 内場勝則 今田耕司 山崎邦正 川畑
泰史 藤井／隆 大山英雄 ＣＯＷＣＯＷ 山田花子
宇都宮まき 池乃めだか 島木譲二 ＮＯＮＳＴＹＬ
Ｅ ライセンス 大木こだまひびき 友近 ハリガネ
ロック ２丁拳銃 ブラックマヨネーズ 東京ダイナ
マイト 海原やすよ・ともこ ＰＯＩＳＯＮ ＧＩＲ
Ｌ ＢＡＮＤ ダイノジ タカアンドトシ チュートリ
アル １３０Ｒ ＫＡＷＡＫＩ－ＭＯＮ ＳＴＡＧＥ
［オープニングＶＴＲ］デーモン小暮閣下 〈ネ
タ〉 バットボーイズ リットン調査団 ＄１０ へび
いちご Ｗコミック アップダウン 小籔千豊 東京０
３ ぜんじろう ハローバイバイ ハイキングウォー
キング 〈ＫＡＷＡＫＩ－ＭＯＮ ＢＡＴＴＬＥ １
／１００ 予選〉 博多華丸・大吉 桂／小枝 リット
ン調査団 渡辺直美 リズム兄弟 スパークスタート
イシバシハザマ 畑中しんじろう オオカミ少年 増
谷キートン ショウショウ アホマイ

2008.10.08 55175

ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＰＲＥＳＥＮＴＳ
ＬＩＶＥ ＳＴＡＮＤ 08 史上最大のお笑
いフェスティバル！！ ０４２７

ＣＯＮＡ－ＭＯＮ ＳＴＡＧＥ ［オープニングセレ
モニー］西川きよし タカアンドトシ オリエンタル
ラジオ 南海キャンディーズ 西川のりお・上方よし
お ダイアン FUJIWARA ペナルティ メッセンジャー
麒麟 おぼん・こぼん トータルテンボス Wこばや
しーず 笑い飯 〈ＬＩＶＥ ＳＴＡＮＤ 新喜劇〉
内場勝則 今田耕司 山崎邦正 川畑泰史 藤井／隆
大山英雄 ＣＯＷＣＯＷ 山田花子 宇都宮まき 池乃
めだか 島木譲二 ブラックマヨネーズ シャンプー
ハット ティーアップ 中川家 ほっしゃん。 ロバー
ト インパルス 山口智充 チュートリアル キングコ
ング ザ・ぼんち 品川庄司 木村祐一 フットボール
アワー ＫＡＷＡＫＩ－ＭＯＮ ＳＴＡＧＥ ［オー
プニングＶＴＲ］勝谷誠彦 〈ネタ〉 藤崎マーケッ
ト ネゴシックス 勝山梶 とろサーモン まるむし商
店 ホーム・チーム ケツカッチン サカイスト 井上
マー ランディーズ バイキング 〈ＫＡＷＡＫＩ－
ＭＯＮ ＢＡＴＴＬＥ １／１００ 準決勝・決勝〉
蛍原／徹（雨上がり決死隊） ブラックマヨネーズ
月亭八方 間／寛平 永島昭浩 ピストルバルブ 増谷
キートン ぴっかり高木 ロシアンモンキー アンナ
ヘッドライト リズム兄弟 バカトケムリ リトルド
ンファン ショウショ

2008.10.08 55176



タイトル 作者・演者 時期・出版 演目 資料コード
ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＰＲＥＳＥＮＴＳ
ＬＩＶＥ ＳＴＡＮＤ 08 史上最大のお笑
いフェスティバル！！ ０４２９

ＣＯＮＡ－ＭＯＮ ＳＴＡＧＥ ［オープニングセレ
モニー］桂／三枝 麒麟 ＦＵＪＩＷＡＲＡ 今いく
よ・くるよ 寛平＆辻本 ザ・プラン９ インパルス
チュートリアル なだぎ武 Ｗヤング 千鳥 トータル
テンボス オリエンタルラジオ 品川庄司 〈ＬＩＶ
Ｅ ＳＴＡＮＤ 新喜劇〉 内場勝則 今田耕司 山崎
邦正 川畑泰史 藤井／隆 大山英雄 ＣＯＷＣＯＷ
山田花子 宇都宮まき 池乃めだか 島木譲二 藤崎
マーケット ココリコ 宮川大助・花子 次長課長 海
原はるか・かなた タカアンドトシ ガレッジセール
ライセンス サバンナ 村上ショージ 矢野・兵動
フットボールアワー キングコング 中田カウス・ボ
タン ＫＡＷＡＫＩ－ＭＯＮ ＳＴＡＧＥ ［オープ
ニングＶＴＲ］永島昭浩 〈ネタ〉 ジャルジャル
レギュラー パッション屋良 ストリーク りある
キッズ 猫ひろし レイザーラモン ルート３３ 世界
のナベアツ かつみ・さゆり マシンガンズ 〈ＢＡ
ＮＤＷＡＧＯＮ〉［ＭＣ］はりけ～んず 板尾創路
（１３０Ｒ） ２丁拳銃 ＮＯＮＳＴＹＬＥ 盆地で
一位（野性爆弾・後藤輝基・金重高志） 河本準一
（次長課長） ハリセンボン 藤崎マーケット オリ
エンタルラジオ 間／慎太郎 〈ネタ〉 オジンオズ
ボーン サウンドコピー あべこう

2008.10.08 55177

ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＰＲＥＳＥＮＴＳ
ＬＩＶＥ ＳＴＡＮＤ 08 史上最大のお笑
いフェスティバル！！ 特典映像

2008.10.08 55178


