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Album: 少林寺三十六房 オリジナル・サウンドトラック
Country: Japan
Released: 1983
Style: Soundtrack
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Tracklist Hide Credits

A1 –グレッグ・スター* & マックス・モンゴメリー* 少林寺三十六房のテーマ
Vocals – 山崎アキラ* 3:45

A2 –チン・ヤン・ユー* メイン・タイトル 2:48
A3 –チン・ヤン・ユー* 祐徳と塾生たち 6:03
A4 –チン・ヤン・ユー* 発覚 2:02
A5 –チン・ヤン・ユー* 少林寺への旅 1:34
A6 –チン・ヤン・ユー* 少林寺食堂 1:38
A7 –チン・ヤン・ユー* 平衡房 3:23
B1 –チン・ヤン・ユー* 臂力房 2:21
B2 –チン・ヤン・ユー* 腕力房 3:16
B3 –チン・ヤン・ユー* 眼力房 4:36
B4 –チン・ヤン・ユー* 頭力房～免許皆伝 5:15
B5 –チン・ヤン・ユー* 仇討～エンドタイトル 3:38
B6 –グレッグ・スター* & マックス・モンゴメリー* 少林寺三十六房のテーマ（インストゥルメンタル) 3:45

Companies, etc.

Manufactured By – Victor Musical Industries, Inc.

Notes

This release features the soundtrack for 'The 36th Chamber of Shaolin'.

The title '少林寺三十六房 オリジナル・サウンドトラック' is 'The Shaolin 36th Chamber Original Soundtrack' in english.
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Also included in this release is an insert featuring photo's from the movie, information on the movie
(in japanese) and the lyric's to the main theme ('少林寺三十六房のテーマ', which is 'The Shaolin 36th Chamber
Theme' in english). The song lyrics are written in english and the title for the '少林寺三十六房のテーマ' track is
actually listed as 'Shaolin Fighter 少林寺三十六房のテーマ' in the insert.

The 36th Chamber of Shaolin is also known as The Master Killer / Shaolin Master Killer, and is a
1978 Shaw Brothers kung fu film directed by Lau Kar-Leung/Liu Chia-Liang and starring Gordon Liu
(aka Lau Kar-Fai / Liu Chia-Hui). Gordon Liu's name in japanese is 'リュー・チャーフィ'.

チン・ヤン・ユー (japanese pronouciation 'Chen Yan Yu'), the artist who composed this release (Tracks A2-
A7 & B1-B5), is also known as Chen Yung Yu ('陳永煜' in Cantonese). He composed dozens of
soundtracks for movies produced by Shaw Brothers during the 1970's and 1980's.

'グレッグ・スター' and 'マックス・モンゴメリー' are 'Gregg Star' and 'Max Montgomery' in english. Their '少林寺三十六房のテー
マ' ('The Shaolin 36th Chamber Theme', english translation) song features on Track A1 & B6. Track
A1 features vocals ('ヴォーカル' in japanese) by 山崎アキラ ('Akira Yamazaki', english translation), Track B6 is
the instrumental ('インストゥルメンタル' in japanese) version of this track.

This soundtrack was released in Japan on CD in 2007, along with a DVD of the movie. The CD
version features an additional version of 少林寺三十六房のテーマ (Track B6), featuring vocals from Gordon Liu.
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The 36th Chamber Of Shaolin Special
Collectors Edition 少林寺三十六房 スペシャル・コレクターズ・エディ
ション・オリジナル・サウンドトラック (CD, Album + DVD,
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Victor,
King
Records
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Related Music albums to 少林寺三十六房 オリジナル・サウンドトラック by チン・ヤン・ユー
Kow Otani, Masahito Arimachi - 星方武侠アウトロースター オリジナル・サウンドトラック I
しばたはつみ - 化石の荒野 (オリジナル サウンドトラック)
井上堯之 / 星勝 - 太陽を盗んだ男 (オリジナル・サウンドトラック)
Tamiya Terashima - Time Keepers / フジテレビ系木曜の怪談ファイナル「タイムキーパーズ」オリジナル・サウンドトラック
木森敏之, 中原めいこ - ダーティペア Dirty Pair オリジナル・サウンドトラック
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原田知世 - 早春物語 オリジナル・サウンドトラック
服部隆之 - 華麗なる一族　オリジナル・サウンドトラック
小林泉美 - 翔んだカップル (オリジナル・サウンドトラック)
Various - 扉を開けて オリジナル・サウンドトラック・アルバム
グレッグ・スター & マックス・モンゴメリー - The Shaolin 36th Chamber (オリジナル サウンドトラック)
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