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魅惑のアメリカン・ルーツ・ミュージックを読んで聴いて楽しむ「BOOK＋CD」、発売
付録 CD の専用ジャケット・データもダウンロードできる！

インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東
京都千代田区、代表取締役社長：古森優）は、音楽評論家・鈴木カツによる CD 付き書籍『ロスト・
ミュージック・オブ・アメリカーナ アメリカ音楽伝説の巨人たち』を、2 月 24 日に発売します。

21 世紀を迎えたアメリカン・ポップス＆ロック。勢いを失いがちだが、世界のポップス・シーンに
いまだ大きな影響を与える力は衰えていません。アメリカン・ミュージックの核心ともいえるオール
ド・タイミーなルーツ・ミュージックは、いまでも“アメリカーナ”というくくりで脚光を浴びています。こ
うした意味合いにおいても、アメリカの文化遺産ルーツ・ミュージックは、“ロスト・ミュージック・アメ
リカーナ”として語ることができます。

本書は、1920 年代から 50 年代までに栄えたさまざまなロスト・ミュージック（失われたアメリカ音
楽）を分かりやすく語るもの。著者既刊の『こだわりアメリカン・ルーツ・ミュージック事典〜先駆者
60 人の足跡』に書き下ろし原稿を 20 本加え増補。特別付録として、本書に登場する魅力あふれ
るミュージシャンの代表作を 20 曲収録した CD をパッケージしました。また、登場ミュージシャンの
イラスト・カラー口絵（切り取るとカードになる）付きです。

リットーミュージックの Web サイト（http://www.rittor-music.co.jp/books/16313012.html）からは、
本書の付録 CD の専用ジャケット・データがダウンロード可能です。カラの CD ケースにはめ込ん
で、特製 CD ジャケットとしてお楽しみください。
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