
★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

レ‾ザカラオケディスク　　　　　　　　　　　　　峨堅≠ 

≡麺室裏書覇．＿撃覇瑞垣巨彗 

50音順 

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。
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歌手 劔���

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

歌手名・タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチェンジャー用l 剪�
修正欄 �8ｨ4�4x5�6t踉� 

ふたりの明日 塔h��8ィ� �#3x��8ィ�

★ほろり酒 �#�亜�R� �3ch･��｣R�

夢追い酒 ��亜��� ��亜���

夢よもういちど 塗ｺx�｣�� 塗����

忘れてほしい 祷胡��� 祷ｺx�｣���

A日BA 

チキチーク　Chiqu帽ta �#ci?｣�B� 鼎S(��8��B�

あべ静江 

みずいろの手紙 涛X�����2� �#Ch�����2�

阿部三豊里 
★女出世笠 ��S���2� �3��ﾓ2�

★のぞみ坂 ��3��"� �#S塔"�

安倍里葎子 

萱のきずな �#H��8��"� �#GH8��"�

鏡のなかで �#c�胡b� 鼎Cxｺx�｣b�

安倍里葎子＆KINYA 

★お出かけチヤチヤ 都���8�"� �##X����"�

安倍里葎子With誠　直也 

札幌CityLight．87 鉄Xｺx�｣�� 鉄Xｺx�｣��

天方直実 
★can，T ���8胡�2� �3C�ｺx�｣�2�

AMAZONS 

夢で逢いましょう 田S��"� �#�ャ�"�

天知　茂 

昭和ブルース �#8胡2� �#8胡2�

天津羽衣 

お吉物語 �6ﾄ�(���綯� 田����綯�

黒船哀歌 �#��ｺx�｣"� �3S�c"�

あみん 

待つわ ���ﾓ�B� ���ﾓ�B�

安室奈美恵 
★lWルL �#s���"� 鼎Ss��"�

★lHAVENEVERSEEN �#�仄x�｣r� 鼎�Xｺx�｣r�

★WishingOnTheSameStar �#sHｺx�｣��� 鼎c�ｺx�｣���

★awalkinthepark ��ヨ��8モ� �3Ch��8モ�

CANYOUCELEBRATE？ ����ｺx�｣�� �3C弌���

★SOMETHING．BOUTTHEKISS �##�ﾓ�� 鼎�X����

Shinemore �#�(��8���� 鼎c��������

thinkofme �#C塔�� 鼎3Sヲ�

SWEETl9BLUES ��イッ� �3C#ッ�
★Stopthemusic ��cx��b� �3#Xｺt澱�

★Saytheword �#S�������� 鼎CH��8����

★太陽のSEASON ��cH胡�"� �3#(ｺx�｣�"�

ChasetheChance ��s�ｺx�｣��� �3#�ﾓ���

D「eaminglwasdreaming �#�8������� �3c���8����

toietmoト潜■ットモンスター幻のポケモンルギア鯉～ �##xｺx�｣�� 鼎�8胡��

★Don’twannacry ��sh���� �33Hｺx�｣��

NEVEREND �#C#���� 鼎#ャ���
HowtobeaGirl ��滴ｺx�｣�� �3S(�傅#��

Put’EmUp �#ベ胡��� 鉄��ｺx�｣���

★PLEASESMlLEAGAlN �#CX��8モ� 鼎3�モ�

★BodyFeelsEXrT ��s����纈� �3#�?｣��

★You7remysunshine ����モ� �33�?｣��

LOVE2000 �#3H胡�� 鼎#�����

★RESPECTthePOWEROFLOVE �##8ｺx�｣�� 鼎��ﾓ��

安室奈美恵WithSUPERMONKEY，S 
★TRYME～私を信じて～ ��c�ｺx�｣��� �3��ﾓ���

AYAKO 

★夜の数だけ愛しているから 涛8ｺx�｣�"� �#CH胡�"�

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。 
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★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

オートチェンジャー用
歌手名・タイトル 

綾世一美 

★音無Jll 

★陽炎 

★霞見坂 

★木尾町の女 

丹波越え 

★みちのく挽歌 

鮎川いずみ 

花の涙 

冬の花 

鮎川ゆき 
★恋みなと 

鮎　ゆうき 

黄昏（たそがれ） 

荒木一郎 

空に星があるように 

嵐（アラシ） 
A・RA・SHl 

アラジン 

完全無欠のロックンローラー 

アリス 

今はもうだれも 

帰らざる日々 

狂った果実 

秋止符 

ジョニーの子守唄 

チャンピオン 

遠くで汽笛を聞きながら 

冬の稲妻 

★BURAl 

平凡 

アリスメドレー 
彷籠える時代 

阿里耶～a「iya～ 

★ともだち 

＠littLebit 

★グアムdeラブ三一 

★BANGBANGBABY 

アルフィー（THEALFEE） 

1月の雨を忘れない 

WEEKENDSHUFFLE～華やかな週末～ 

希望の橋 

太陽は沈まない 

Victory～横浜フリューゲルス～ 

FLOWERREVOLUTl0N 

PromisedLove 

星空のディスタンス 

MYTRUTH 

メリー・アン 

LOVENEVERDIES 

アローナイツ 
ぬれて大阪 

ひとり札幌 

淡谷のり子 
雨■のブルース 

君忘れじのブルース 

別れのブルース 

Ann 
★愛は腕の中 

★そばにいたい 

手動式用
リクエストNo． リクエスト軋

232【ヨ13 418813

115囲14 216図14

119囲10 230囲10

252【ヨ13 438813

240t∃14 426814

243【ヨ13 429【ヨ13

295回10 509囲10

歌手名・タイトル 偃�:韭駢�ﾈ4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��8ｨ4�4x5�6t���C��9�8ﾟ&ﾈ8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

アンサンブル・ポッカ 
☆行け！行け！飛雄馬～巨人の星～ ��#Hｺs�r� �#C亜�r�

安全地帯 
lLoveYouからはじめよう 鉄(���纈� 鉄)?｣��

害い日童のエリス �3���8���� �3��������

★いつも君のそばに 涛����� �#C(ｺx�｣��

悲しみにさよなら �#弌��� �#��ﾓ��

恋の予感 �#xｺx�｣��� �#xｺx�｣���

Juliet 鼎sビ� 鼎wH8ビ�

★情熱 都sビ� �##8��8ビ�

じれったい 鼎(���絣� 鼎#コ�

月に濡れたふたり 鼎���8���� 鼎���8����

熱視線 �#y?｣2� �#x��8�2�

プルシアンブルーの肖像 �3cビ� �3cビ�

Friend �3���8�2� �3�����2�

微笑みに乾杯 鉄Cモ� 鉄H���繧�

マスカレード �3⑨��"� �3���8�"�

真夜中すぎの恋 鼎���8��2� 鼎ャ�2�

ワインレッドの心 �#I�ﾓ�� �#Hｺx�｣��

安全地帯メドレー 
わからずやの女たち ����������� �##h��8����

AndyW棚ams 

アロハ・オエ　ALOHAOE ���x胡b� 田H胡b�

ハワイの結鱈式の唄IlleHawaiianWeddingSong ���x枋2� 田I�ﾓ2�

モア　More �6ﾄ�ﾈ8��"� 都���8��"�

ANDY，S 

FREEDOM ��度���"� �3SXｺx�｣�"�

安藤まり子 
★マリモの唄 �##�ィ� 鼎�sィ�

安藤ゆうじ 
横浜のおんな �#ch胡r� 鼎S(ｺx*��

アントニオ古賀 

その名はフジヤマ ���(�����2� 鉄�#�2�

AMBIENCE 
★最後の約束－Seeyouagain－ ��3x����� �#cX胡���

アン真理子 

悲し訓ま屋丘け足でやってくる ��#(����"� �#s(��8�"�

否里 

嘘ならやさしく 塔x���縒� �#3����縒�

ALLOFYOU ��C�63��� �3�x�������

オリビアを聴きながら 鼎�胡�� 鼎�ｺx�｣��

悲しみがとまらない �3�胡2� �3�胡2�

気ままにREFLECTION ���8ｺx�｣b� �#�x胡b�

CAT，SEYE～CAT．SEYE～ �3�胡B� �3�ｺt釘�

GrooveA・Go・Go 田#���� �#�H��8����

SUMMERCANDLES 鉄hｺx�｣�� 鉄h胡��

SHARE日童の中のと－ロー ��Scモ� �3�H���唐�

16（sixteen）BEAT ���h��8ビ� �##(��8ビ�

SweetEmotion 塔�ヲ� �##ャ��

砂浜 都Y63�B� �##���B�

スノーブレイクの街角 鉄�������� 鉄�&ﾄ��

ドルフィン・リング ��3����"� �#S弌��"�

BacktotheBASIC 塔h��������#3x��8����

HAPPYENDでふられたい 鼎�������� 鼎��������

F此reForYou～ひらけ屈ンキッキ／ボンキツキース～ �#�8���繧� �3c�モ�

★もうひとつのBirthday ��ォ���繧� �3C#モ�

ラストラブ 涛�ｺx�｣��� �#C(胡���

LANl～HeavenlyGa「den～ 涛x������� �#C��������

LegendOfLove ��c塔�� �3#sヲ�
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★…本人出演映像　☆・・・オリジナル映像

歌手名・タイトル 偃�:韭駢��4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��8ｨ4�4x5�6t踝ｨ�9�9$綿8ｨ4�4x5�6~v��

★バラード �#�h胡r� 鼎�(ｺt途�

響きはtutu �3���8ッ� �3塔b�

石井智美 
★ずっとこの場所で �#�3��"� 鉄�s�8��"�

石上久美子 
★海峡千里 �#�3��� �3c���8���

★北の国から2001 �#C塔�� 鼎3X��8���

★こころ揺れて �#cャb� 鼎SH���綯�

人生双六・おとこの旅路 鼎hｺx�ﾃ�� 鼎h胡��

★津軽のおとこ前 �#StS�b� 鼎C3ッ�

津軽のじょっぼり 鼎8ｺx�｣"� 鼎8胡"�

★北海暴れん坊 鉄(ｺx�｣��� 鉄(ｺx�｣���

★雲桜 �#塗ｺx�｣�� 鉄��ｺx�ﾃ��

石川さゆり 
合縁坂 ��3���8コ� �#S塔R�

天城越え �3X��8ビ� �3Sビ�

漁火挽歌 鼎xｺx�｣2� 鼎x胡2�

命燃やして 祷��8ィ� 祷��8ィ�

うたかた 都h���� �##�����

★歌麿，UTAMARO－ ��滴ｺx�｣R� �3S(胡R�

日本海の詩 ��s���8ィ� �3#����紕�

越前竹舞い 塔8胡��� �#3(ｺx�｣���

大阪つばめ �3(���絣� �3(��8コ�

大阪のおんな ��cX��2� �3#8��2�

風の盆恋歌 田8胡B� �#�X胡B�

常という名の酒場 滴���絣� 滴���絣�

飢餓海峡 ��c�胡"� �3��ﾓ"�

★北の女房 ��Sh���ﾃR� �3�Cコ�

恋路 ���(胡R� �3S��ﾓR�

恋のためなら 塔x���� �#3亜���

恋は天下のまわりもの 都8�#b� �#�絢x�｣b�

心の酒 ��c���8�"� �3������"�

★転がる石 �#cx������ 鼎S8��8���

さよならの翼 鼎仄x�｣�� 鼎�ﾓ��

★純・情歌 ��3y?｣R� �#cSコ�

★昭和名勝負炎の村山実篇（ロングバージョン） �##8ｺx�｣R� 鼎��+ﾈ���

昭和夢つばめ ��scッ� �33H���澱�

★人生情け舟 �#CSッ� 鼎3�ッ�

沈丁花 嶋胡2� 嶋ｺt�2�

滝の白糸 鉄8ｺx�｣r� 鉄8��r�

津軽海峡・冬景色 嶋���縒� 嶋���縒�

月の歪 �#�亜�b� �3ch�ｸﾏ澱�

東京かくれんぽ �����8�"� �������"�

長良の雷サ �#�H胡b� �3s(胡b�

★涙つづり �#S8��8ビ� 鼎3����縒�

★人間模様 �#��ｺx�｣�� 鉄�Hｺx�｣��

能登半島 �#�ｺx�｣��� �#�ｺx�｣���

★波止場しぐれ �3���b� �3�胡b�

春夏秋秋 涛H�ｸﾏ�"� �#CX胡"�

春の雲 �3��8��8���� 田⑨8����

★陽だまりの詩（うた） �#�9?｣�� 鼎c�?｣��

ほたる �#3����縒� 鼎�x���縒�

ホテル潜や 涛����絣� �#S���8コ�

みちゆき博多発 鉄(胡�B� 鉄(���B�

★潜隕 涛�ｺx�｣B� �#C�胡B�

夫婦善哉 鼎�����2� 鼎�H8�2�

★湯の花KOUTA �#������"� 鼎cc�"�

★夢の浮橋 �#s#�"� 鼎Sャ"�

★酔って候 �##H胡b� 鼎��ｺxｸﾂ�

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。
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★…本人出演映像　☆‥・オリジナル映像

歌手名■タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチェンジャー用 修正柵 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

おやじの舟唄 �#�8ｺx�｣�� 鼎c�ﾓ��

おれの小樽 鼎Xｺx�｣�� 鼎X胡��

俺の人生 ���'H����� 鉄��������

俺はお前に弱いんだ �3��仄x�｣�� 田(����

俺は待ってるぜ �3��弌�B� 田(胡B�

北国の空は燃えている �#s�胡"� 鼎Sx胡"�

北の旅人 鼎H胡�� 鼎H胡��

霧の波止場町 �����8��2� �����8��2�

狂った果実 ��#���8ッ� �#38���綯�

紅の翼 ��#�ｺx�｣�"� �#38���"�

黒い海峡 ��ス胡"� �3C8胡"�

恋の町札幌 嶋��r� 悼��r�

こぼれ花 ���(胡r� 鉄仄x�｣r�

ささやき �#Ci�ﾓ�� 鼎3(ｺx�｣��

ささやきのタンゴ ��塗胡�� �3SH枋��

錆びたナイフ �3��(���纈� 田塔��

サヨナラ横浜 ��Sモ� ��Sモ�

倖せはここに �#����8�"� 鉄�S�"�

地獄花 �#x���ﾃ�� �#x���湯�

昭和たずねぴと �3��H��8コ� 田x��8コ�

★白い街 ��C仄x�｣R� �3�x胡R�

世界を賭ける恋 ��塗ｺx�｣"� �3SHｺx�｣"�

露子に逢いたい �#�h胡"� �3cHｺx�｣"�

時間よお前は ��x��8ヲ� ��x��8ヲ�

泣かせるぜ �3���ッ� 都����綯�

嘆きのメロディー 涛�2� 祷����2�

涙は俺がふく �����8モ� ���H�繧�

★遥かなる愛 ��38���� �#c�ｺx�｣��

引き潮 �#3(��b� 鼎�粟huCb�

ひとりのクラブ �#H������� �#H��8����

風速四十米 ����胡R� �3C絢x�｣R�

二人の世界 �3��(胡b� 田�ﾓb�

ブランデーグラス 店ｺx�｣r� 店胡r�

港町・涙町・別れ町 ��(枋b� ��(胡b�

みんな誰かを愛してる 都���� 度�������

勇者たち ��C8胡�B� �3��胡�B�

雪国の町 �#�hｺx�｣2� �3cH胡2�

夜明けの街 �#�ｺx�｣�� �#�ｺt湯�

夜霧の慕情 �6ﾄ�胡�� 都�枋��

夜霧よ今夜も有難う �����8ビ� ���?｣r�

よこはま物語 �(胡"� �(��"�

黎明くれいめい〉 �##��� �#(������

ロンリーナイト・ロンリーウェイ 鼎絢x�｣��� 鼎�ﾓ���

わが人生に悔いなし 鼎Xｺx�｣b� 鼎X��b�

鷲と鷹 ��#���8ヲ� �#38��8ヲ�

忘れるものか 涛�ﾓ"� �#S���"�

石原裕次郎メドレー 
夢笛 ��#8胡R� �#s���R�

石原裕次郎・愛　まち子 

銀の指輪 ��塗��2� �3SH胡2�

石原裕次郎・浅丘ルリ子 
夕陽の丘 �6ﾄ�.�胡�� 田仄x�｣��

石原裕次郎・川中美幸 
★逢えるじゃないかまたあした ��C��ﾓb� �3�x胡b�

石原裕次郎・牧村旬子 
銀座の恋の物語 �6ﾄ�ｺx�｣r� 都�胡r�

石原裕次郎・真梨邑ケイ 
さよならは昼下り 塔���8��� �#C���8���

石原裕次郎・八代亜紀 
夜のめぐり逢い 鼎ッ� 鼎ッ�

－200　－



★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

手動式用Jオートチェンジャー用 
リクエストNo． 做9�9y2�リクエストNo． 

雨あがり 妬?｣"� 堵H8�"�

裏通り ����ｺx�｣��� 田������

おしどり 塔�ﾓb� �#3�ﾓb�

おほん 祷���� 祷胡��

★おふくろの子守歌 �#S8���繧� 鼎3塔��

おまえとふたり 嶋��8ッ� 嶋���綯�

面影の郷 田�胡B� �#�9+ﾄ釘�

★女の酒場 ��sxｺx�｣R� �33X��R�

★女・ひとり ��Cx��R� �3�X��R�

★傘ん中 �#s�胡�� 鼎Sh胡��

風雪（かぜ）に吹かれて聞こえる眼は… �#Cxｺx�｣b� 鼎38x澱�

絆 鉄�ﾓ�"� 鉄�ﾓ�"�

★北物語 �#s�ﾓ�� 鼎cX胡��

★汽笛 ��S8ｺx�｣R� �3��胡R�

京都恋歌 �#3H��8ビ� 鼎#���8ビ�

霧の出船 ��Sx胡�� �3�X胡��

75【ヨ6 ��220日6 JLl 

杯に歌のせて 涛(ｺx�｣R� �#C7I�R�

★酒尽尽 ��cx胡B� �3#Xｺx�｣B�

★酒ひとり �#�Hｺx�｣R� �3s(ｺx�｣R�

細雪 鼎ビ� 滴��8ビ�

雑草 �#����8ッ� �3S����綯�

山河 �#3����途� 鼎#I?｣r�

倖せきがして �#8胡��� �#8�����

終着駅 ����胡R� �#S(胡R�

人生かくれんぽ �8胡�2� �8胡�2�

惜春 �#ド胡"� 鼎s(胡"�

蝉時雨 ��C8��8��"� �3����"�

★干日華 �#�sビ� �3cX���縒�

そして…めぐり逢い �#���8ッ� �#���8ッ�

それは…黄昏 鉄���r� 鉄���r�

旅濃 ��s�2� ��x����2�

★ダブルベッド �#SX胡�� 鼎C�����

契り ���胡��� ���胡���

千曲川 ��(胡�2� ��(ｺx�｣�2�

追憶 鼎�胡b� 鼎�ｺx�｣b�

★罪と罰 ����胡b� �3C�ﾓb�

★時が過ぎれば… 塔H胡R� �#3Hｺx�｣R�

長崎から船に乗って ����"� �����8�"�

長良川艶歌 �(ｺx�｣�� �(ｺx�｣��

流れ星 �##h��8�"� 鼎�(��8�"�

渚の女 田hｺx�｣��� �#�仄x�｣���

浪花盃 �3X胡�� �3Y+ﾄ湯�

★涙でもかまわない ��C(胡R� �#s�胡R�

暖簾 田Xｺx�｣b� �#��ﾓb�

萩の花郷（さと） �#����8ッ� 鼎�GH8ッ�

★パパとあそばう ��c�ｺt釘� �3��ﾓB�

吹きだまり 塔(胡�� �#3�胡��

ふたりの旅路 �#���� �#����

ふたりの夜明け ���胡��� ��������

ふるさと �8���"� �8ｺx�｣�"�

故郷の人 ��滴胡b� �3S(��b�

★べにばな ��3Y?｣b� �#c3ッ�

望郷の詩 �#ズ?｣"� 鼎s��"�

待っている女 �6ﾄ�胡�"� 都����"�

★潜の五番町 鉄H胡�� 鉄H����

港・ひとりロ貝 �#����紕� �#���8ィ�

★再（めぐ）り会い �##8��b� 鼎��ﾓb�

悠久の男 ��3�ｺs�h��������#S仄x�｣b�

夢しずく �3�胡R� �3�胡R�

※手動式用リクエストナンバーの「CJはCPCシリーズです。
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★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチェンジャー用 修正欄 �8ｨ4�4x5��ﾃ��B�

★「手紙」Singleversion �#�)?｣�"� 鉄�d#�"�

★ハッピーライフ �#�#��2� 鼎c������2�

因幡　晃 

忍冬（すいかずら） ���hｺx�｣��� �##(�����

夕映えを待ちながら ���8枋��� �#�x胡���

わかって下さい ��h����� ��h胡���

別涙 ��I?｣�B� ��C��B�

稲葉浩志 

遠くまで �#�亜�r� 鼎�Hｺx�｣r�

井上　順 

なんとなくなんとなく ��c(��8��B� �3#���8��B�

井上昌己 
恋が素敵な理由 ��3������ �#S�ﾓ���

井上大輔 
LFEELCOKE ���hｺx�｣�2� �##(���2�

井上ひろし 
雨に咲く花 ��胡R� ��胡R�

井上由美子 
★恋の糸ぐるま �#田��"� 鉄����"�

井上陽水 

新しいラプソディー �3X���紕� �3X���紕�

いっそセレナーデ �#xｺx�｣B� �#xt3B�

移動電話 ��S8胡��� �3��ｺx�｣���

傘がない ���x���紕� �##H��8ィ�

カナディアンアコーデオン ��3����繧� �#ccモ�

5月の別れ ��3�胡��� �#S�c���

心もよう �3��H胡2� 田x胡2�

この世の定め �#c8��8モ� 鼎C����繧�

ジェラシー �#絢x�｣�� �#�ﾓ��

少年時代 都ャ��� �##WH8����

人生が二度あれば �#3c��B� 鼎#(��8��B�

花の首飾り �#Sx���唐� 鼎C8��8モ�

FinalLOVeSong �#c���8ヲ� 鼎SH���纈�

Make－uPShadow ��3X胡�"� �#c8胡�"�

闇夜の国から 鉄I?｣�B� 鉄H��8��B�

夢の中へ �����8��� �����8���

リバーサイドホテル 鉄塔2� �#������2�

井上陽水メドレー 
心気楼 ��#8���繧� �#s���8モ�

井上陽水・安全地帯 
夏の終りのハーモニー �3ャB� �3���8ィ�

井上陽水奥田民生 
ありがとう ����������� �3C塔���

井上りつ子 
★泣いて日本海 ��SH胡�� �3�(ｺx�｣��

★わたしの好きな人 ��Cc��� �3�C���

イヴ・モンクン 
LesFeu‖esMortes枯葉 ��#c�"� �#SH��8�"�

今井絵理子 

identity �#S#���� 鼎3ャ���

intheNameofLove �#C塔�2� 鼎3S��2�
★Don’tstopthemusic �#cI?｣��� 鼎S�����

今井美樹 

雨にキッスの花束を～YAWARA！～ 都���8��2� �##y?｣�2�

彼女とTIPONDUO 鉄C���� 鉄H�������

GoodbyeYesterday �#C�ｺx�｣�"� 鼎#hｺx�｣�"�

氷のように微笑んで �#�絢x�｣�� 鼎�H胡��

SATELLLTEHOUR 塔���8���� �#3���8����

幸せになりたい 都c�8コ� �##���8コ�

SLEEPMYDEAR �##Hｺx�｣�"�1410匡）12 
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★…本人出演映像　☆‥・オリジナル映像

歌手名・タイトル　リ要望桑軋． 刄Iートチェンジャー用 修正梱 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

月夜の恋人たち �#3弌��� 鼎#X����

DRlVEに連れてって ��店胡��� �3S8�����

PIECEOFMYWISH 塔���8���� �#C��������

目童がほほえむから 田s�"� �#���"�

Boogie－WoogieLonesomeHigh・Hee 田����� �#�3����

PRIDE ��ツ��2� �3CH��8��2�

flowe「S �#�X��8ヲ� 鼎����8ヲ�

Bluebird ��3X胡�2� �#c8���2�

B山eM00nB山e ��#Xｺx�｣�� �#S8ｺx�｣��

微笑みのひと �#c���8���� 鼎SH�������

ホントの気持ち �#ヨｺx�｣��� 鉄�(胡���

MissYou ��S#ィ� �3����8ィ�

Ruby ��ch�����2� �3#H�����2�

私はあなたの空になりたい �#�8���"� �3c�ｺx�｣�"�

忌野清志郎 

パパの歌 塔3�"� �#3(��8�"�

イルカ 

雨の物語 ��c���� ��h��8����

海岸通 �3���8��"� �3������"�

なごり雪 �6ﾄ�ﾈ����� 都���8����

もう海には帰れない �38ｺx�｣�2� �38胡�2�

★夢ひとり �#sh��8�2� 鼎c(��8�2�

岩城漢－ 
雨の匂い君の香り ���8��8�"� �#�s�"�

岩崎宏美 
家路 �����B� �����8��B�

すみれ色の涙 ��ャ�B� �����8��B�

橋 ��hｺx�｣�B� ��h胡�B�

聖母たちのララバイ ��X��8��B� ��X��8��B�

ロマンス ��#��� ��(��8���

岩崎良美 

タッチーータッチ、 �3(��8��2� �3(���ﾃ�2�

岩出和也 
★赤いハマナス �#�xｺx�｣�� �3cXｺx�｣��

★おまえに雨宿り ���8��8��� �3S�������

★風の街 �##ャ2� 鼎�H��8�2�

★君恋酒 �#CX胡2� 鼎3�ｺx�｣2�

★トウキョウみなと �#S���8ビ� 鼎CX��8ビ�

★なかせ船 �#s8���� 鼎S仄x�｣��

★なごり酒（女性バージョン） �#ス��8ビ� 鼎s���8ビ�

★港町ものがたり �##(ｺx�｣"� 鼎��ﾓ"�

岩本公水 
★一生一度 �#s���8ッ� 鼎Scッ�

★えんか坂 �#S)��"� 鼎3絢x�｣"�

★演歌はいいね �#c8ｺx�｣r� 鼎C弌�r�

★絹の雨 �#�8��8コ� 鼎c塔R�

★恋燦華（こいさんか） �##�ﾓ"� 鼎�Y��"�

★千年桜 �#��ﾓ"� 鼎�X胡"�

★鶴への祈り �##C�8��� 鼎����8���

★花葦 ��s#��� �33�&ﾂ�

★火の舞、北の盆 �#c塔R� 鼎SX��8コ�

★ふたり舟 �#�8��B� �3c�胡B�

★冬陽炎（ふゆかげろう） �#滴胡R� 鉄�亜�R�

★故郷をあげたい �#�)?｣�� �3s����

★岬 �#3絢x�｣"� 鼎#H��"�

★紅葉伝説 ��都��� �3SX������

★夜祭り �#CH��8�"� 鼎3���8�"�

★涙唱　　　　　　　　　1192【∋1 � �3S���8���

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。
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★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

歌手名1タイトル 偃�:韭駢�ﾂ�8ｨ4�4x5�6t蹂�Fﾂ�オートチェンジャー用 修正梱lリクエス州0． 

唄うマリーンズ 
☆ウイラブマリーンズ～千葉ロッテマリーンズ～ ��s亜�B� �33hｺx�｣B�

歌川二三子 
★江戸の華～野狐≡次（のぎつねさんじト �#Ch������� 鼎3(�������

★おとうさん �#�(��8�2� 鉄�h��8�2�

★男意地～田原坂～ �#c3コ� 鼎C�?｣R�

★父娘鷹（台詞入り） ��s8��8��� �33�������

★河内 �#3���8ィ� 鼎�h���ﾃB�

★女傑一島村ギン物語－ �#�Hｺx�｣"� �3c(ｺt�"�

★大祭～馬追い崇り～ �#�(��B� 鼎c絢s�B�

★徒と亀 �#s8胡b� 鼎S仄xｸﾂ�

★華があっての人生さ ���ｺx�｣2� �3Cx��2�

★二三子の鉄砲節 �#Sx��8�2� 鼎C8��8�2�

★北冬挽歌 ��滴��8�"� �3S(����"�

歌川二三子・白J桐谷子 
★姉妹～ジエメイ～ �#�xｺx�｣2� 鼎�8��2�

宇多川　部 
★おもいで酒場 ��3���8��� �#S���8���

想い出にかわる時 ��S(ｺx�｣�2� �3�����2�

★運命－さだめ－ �#c���8ッ� 鼎Cx��8ッ�

宇多田ヒカル 
AddictedToYou �#3(胡�� 鼎�絢x�｣��

Wait＆See～リスク～ �#3�������� 鼎#H��8����

Automat盲C �##���2� 鼎�h��8��2�

COLORS �#s�?｣��� 鼎cX��8����

CanYouKeepASec「et？ �#S����� 鼎3gH�����

SAKURAドロップス �#c絢x�ﾃ��� 鼎SH枋���

t盲mewilltell �##Sモ� 鼎�����唐�

タイム・リミット �#C8��8���� 鼎#����ﾃ���

t「aveIing �#c8��8��2� 鼎C������2�

光 �#cx胡��� 鼎S8�����

Fi「stLove �##8��8���� 鼎�塔���

FINALDISTANCE �#S亜���� 鼎CH�����

Fo「You �#C���8モ� 鼎#h���繧�

Movin’onwithoutyou �##(ｺx�｣�2� 鼎�絢x�｣�2�

内田明里（内田あかり） 
★好色一代女 鉄弌��B� �#�����B�

★三色幻燈 塔8��2� �#3(ｺx�｣2�

★つぶやき �#c����紕� 鼎Cx���紕�

内田有紀 
★「アイシテル」 ���������"� �3C�?｣�"�

幸せになりたい ��sH��8��2� �33(��8��2�

Da．Lsu．kL ��滴���2� �3S(���2�

★TENCAを取ろう！一内田の野望－ ��SHｺx�｣�� �3�(ｺx�｣��

BABY，SGROWINGUP ��cx胡�"� �3#X胡�"�

内田有紀＆m．C．A・T 
EVER＆EVER ���)?｣�"� �3C���"�

内田有紀supportedbyチューヤン 
★楽園 �#3���8��"� 鼎�h��8��"�

内山田洋とクール・ファイブ 
愛の旅路を 涛8胡�� �#CH胡��

あきらめワルツ 鉄8ｺx�ﾃ�B� 鉄8胡�B�

逢わずに愛して 店ｺx�ﾃ�� 店ｺx�｣��

うわさ 鉄h����2� 鉄h����2�

膳の女 ��cモ� ��h���唐�

おんなの愛はブルース �3��8ｺx�｣�"� 田絢x�｣�"�

女のくやしさ �����8ヲ� ���ヲ�

★風空港 鼎H����� 鼎Hｺx�｣���

北ホテル ����ｺx�｣�"� 田�胡�"�

恋唄 �3��8ｾh�｣��� 田�ﾓ���

歌手名・タイトル 仂韭���ﾈ4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��リクエストNotl修正欄 刄潟NエストNo． 

恋さぐり夢さぐり �#(ｺx�｣c���#(��b�

恋は終ったの 鼎X��C��鼎X胡B�

この愛に生きて �3���� �3����

西海ブルース ������ﾃb� ������澱�

酒場の花 �#C����� 鼎#xｺxｸﾂ�

さようならの彼方へ 鼎仄x�｣2� 鼎��ｸﾏ�2�

そして神戸 �#(胡r� �#(胡r�

東京砂漠 �8��8コ� �8���絣�

★東京白夜 鉄������ 鉄������

★都会の隅で 都H����� �#�仄x�｣���

長崎は今日も雨だった �#����� �#�胡��

中の島ブルース �(��b� �(ｺx�｣b�

★ふたたび長崎 ��c絢x�｣2� �3#h胡2�

二人の海峡 塔�ｺx�｣�B� �##弌��B�

LastSong 塔c��� �#3s���

内山田洋とクール・ファイブメドレー 
愁幕 ��#8胡�� �#s�ｺx�｣��

内山田洋とクール・ファイブ＆H旧OMl � 

ワンモアチャンス 鼎�ｺx�｣"� 鼎���"�

内海美幸 

酒よ 鼎�胡2� 鼎�胡2�

涙あきちやった �3�モ� �3���8モ�

酔っぱらっちやった ��x��R� ��xｺx�｣R�

宇徳敬子 

愛さずにはいられない ��C���8�2� �3�d#2�

どこまでもずっと ��S����"� �3��ﾓ�"�

不思議な世界 ��c���8���� �3#c����

宇徳敬子＆近藤房之助 
Good－bymorning ��#ャr� �#Sh��8ビ�

海原千里・万里 
大阪ラプソディー ���ｺx�｣B� ���ｺx�｣B�

梅沢富美男 
★色が舞う ��X���B� ��Xｺx�｣�B�

演歌みたいな別れでも ��x胡"� ��x胡"�

★心ゆくまで ��#�����"� �#Sc�"�

★華ざかb 田ャ2� �#���2�

★花舞 都�ﾓb� �##X��b�

★夢芝居 �#�ｺx�｣B� �#���B�

梅寓辰夫・鶴田さやか 
★父娘で乾杯 ��cc�2� �3#H��8�2�

梅害辰夫・村上幸子 
★純情物語 田絢x�｣2� �#��胡2�

ULTRA，NIPPON 

CAMPlONENIPPON～日本代表～ ��3�+ﾈ��� �#chｺx�｣b�

ウルトラマン・ブラザーズ・バンド 
☆ウルトラマン伝説～愛と正義と勇気のメドレー～ ��c������2� �3�������2�

ウルフルズ 
★明日があるさ（ジョージアで行きましょう綜） �#S����纈� 鼎3cヲ�

★ええねん �#滴胡��� 鉄�亜����

★ガッツだぜ日 ��sャb� �33h���綯�

★コマソンN0．1 ��ベ����� �3CX�����

★しあわせですか �#�I?｣��� �3c(�������

★そら～ガメラ2～レギオン来襲～～ ���8��8ヲ� �3C����湯�

★それが答えだ！ ����胡��� �3C�ﾓ���

★ツギハギブギウギ �������澱� �33���8ッ�

★バンザイ～好きでよかった～ ��shｺx�｣�2� �33H胡�2�

まかせなさい �#�絢x�｣��� �3chｺs����

★笑えれば �#cXｺs���� 鼎S������
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※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。
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★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タイトル 偃�:韭駢�ﾂ�8ｨ4�4x5�6t蹂�Fﾂ�オートチェンジャー用 修正欄 �8ｨ4�4x5咽#��B�

湯の町エレジー ���X胡r� 田h胡r�

★別れの磯千鳥 �##����� 鼎�x胡��

大石加奈子 
★恋花火 涛���R� �#C(ｺx�｣R�

大石まどか（大石　円） 
★雨降り花 ��s�ﾓ"� �33x��胡"�

★あれから �#S(��8�2� 鼎3�?｣2�

★うぬぼれ鏡 �#�(胡"� �3c�ｺx�｣"�

★YEBLSU善哉 �#�s�"� 鼎�8����"�

★恋のしのび雨 涛h��8��� �#CtT鳴�

★忍び里 �#�#ッ� 鉄�cッ�

★春遠からじ �#3���8ッ� 鼎#H��8ッ�

★深い川 �#s(���綯� 鼎Sャb�

★紅いろ椿 �#�(��b� 鼎c�ﾓb�

★戻り傘 ��CX胡"� �3�8胡"�

★忘れ蛍 ��cH����"� �3#(��8�"�

大泉逸郎 

祝いの門出 �#3塔R� 鼎#Sコ�

★親ごころ �#3����紕� 鼎#H��8ィ�

★これから音頭 �#S���8ビ� 鼎CI?｣r�

塩釜漁港 �#S�ビ� 鼎3x��8ビ�

★嫁ぐ娘に �#�8���縒� 鼎c����途�

★なごり船 �#店���繧� 鉄����8モ�

★母親（はは）ごころ �#S�胡B� 鼎3h胡B�

★孫 �#3(ｺx�｣"� 鼎�絢x�｣"�

★孫びいき �#C�ッ� 鼎#cッ�

★雪の最上川 �#c����綯� 鼎SSッ�

おおい大輔 
★男は演歌だね �#shｺx�｣�� 鼎c(ｺx�｣��

大江千里 

格好悪いふられ方 塔仄x�｣�"� �#C�ｺx�｣�"�

大川栄策 
★哀愁平野 �#c仄x�｣2� 鼎SXｺx�｣2�

赤い酒 �#塗����2� 鉄����8�2�

あなたに生きる �#����"� �#�ｺx�｣�"�

雨の港 �3#ッ� �3(���綯�

★雨の永栗橋 田Hｺx�｣"� �#�hｺx�｣"�

★出で湯橋 ��Chｺx�｣B� �3�Hｺx�｣B�

江差・追分・風の街 鼎��"� 鼎��"�

おけさ宿 塔hｺx�｣R� �#3xｺx�｣R�

★男春秋 �#c#�"� 鼎Cャ"�

★男って辛いよな �#弌��� �#仄x�｣��

★男の喝采 �##8���紕� 鼎����8ィ�

★想い定めて ��ォ����"� �3C(��8�"�

女のグラス �#���8���� �#��������

★海峡酒場 �#CX���絣� 鼎3����絣�

★海峡ふたりばっち �#SX��8�2� 鼎C�?｣2�

★風の宿 ���##�63R� 鼎�Y?｣R�

★寒椿 �#����� 鉄�C���

★絆川 涛Cコ� �#CX���絣�

★北の慕情 ��sH胡R� �33(胡R�

★恋の細道 ��店��8ィ� �3S3ィ�

恋【吹雪 ��Xｺx�｣"� ��X胡"�

★小諸情歌 ����+ﾈ�｣2� �#S(ｺt�2�

盛り場おんな酒 ��8��8��� ��3���

さざんかの宿 �(ｺt迭� �(枋R�

★新道 �#s塔�� 鼎cS���

★能登の恋歌 �#�GH8ィ� �3s(��8ィ�

★炎（ひ）の螢 �#3亜�R� 鼎#H胡R�

冬花火　　　　　　　　　　　ClO385 � 田����絣�

歌手名・タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチェンジャー用 修正欄 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

★舞酔い雪 鼎仄x�｣B� 鼎弌�B�

★みれん雨 塔(����� �#3�x����

目ン無い千鳥 滴ｺx�｣�� 滴����

★夢一天 �#�Cィ� �3c#ィ�

★夢の露 ��3�ﾓB� �#cxｺs�B�

夢ひと夜 田hｺx�｣��� �#��ﾓ���

★夢もどき 田�ｺx�｣2� �#�)�ﾓ2�

★酔いぐれすずめ ��3�胡R� �#S絢t迭�

路傍の花 �##����絣� 鼎�sコ�

★わかれ恋歌 ��S�ﾓ2� �3�x胡2�

わかれ港町 度��8�"� 度��8�"�

★わたしのソウル 都X胡B� �##�胡B�

大川栄策メドレー 
面影慕情 ���弌�"� �#3�ｺx�｣"�

大川栄策・大杉美栄子 
夫婦酒 鼎x���"� 鼎x胡�"�

大川栄策・岡本　麗 
★タメな男に乾杯 ��sX����"� �##���8�"�

大川健太郎 
★金婚式 �#ド胡�2� 鼎s(胡�2�

大木伸夫 
男の履歴 �3�胡"� �3����ﾃ"�

独航船 �#8ｺx�｣�� �#9����

涙の酒 �#8胡r� �#8ｺx*��

大木英夫・津山洋子 
新宿そだち �#�胡�� �#�胡��

大木英夫・二宮善子 
あなたまかせの夜だから 嶋胡�� 嶋ｺxｸﾂ�

大黒摩季 

ああ ��sh胡��� �33Hｺx�｣���

愛してます ��s�ヲ� �3#塔��

熱くなれ ���(���纈� �3C����纈�

あなただけ見つめてる～スラムダンク～ ��C�モ� �#cャ��

アンバランス ��ヨ��8ビ� �3Cd#r�

いちばん近くにいてね ��c8胡��� �3#������

永遠の夢に向かって ��S8��8ヲ� �3�����纈�

ゲンキダシテ ���8��8���� �3S���8����

白いGradation ��C(ｺx�｣b� �#s���b�

Staywithmebaby ��S亜��� �3�h胡��

そして ���8胡��� �3C��ﾓ���

空～中華一番巨－ ��鉄モ� �3S9?｣��

DA・KA・RA ��#X胡��� �#S8胡���

チョツト ��#�ﾓ�2� �#Sx胡�2�

夏が来る ��Ch���繧� �3�H��8モ�

ネッ！～女、情熱～ �#�Xｺx�｣�� �3c9+ﾄ湯�

HarlemN鹿ht ��3Hｺx�｣�� �#c)+ﾈ�｣��

夢なら醒めてよ �##�ﾓ�� 鼎�H胡��

159【ヨ8 ��31788 b・b・5 

別れましょう私から消えましょうあなたから ��3(胡��� �#c������

大黒裕貴 
★越冬平野 �#滴ｺx�｣�� 鉄��ﾓ��

★なみだ海峡 �#c���8ビ� 鼎SX���縒�

★ほっといてんか �#�(ｺx�｣�� 鼎c亜���

大沢桃子 
★おんなの春 �#塗������� 鉄����8����

★七福神 �#エH8ヲ� 鼎s�ヲ�

大沢誉志幸 
そして僕は途方に暮れる 都X�����"� �##���8��"�

大下八郎 

おんなの宿 ���ｺx�｣�� ���ｺs���
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歌手名・タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチェンジャー用 修正欄1リクエストNo． 

大域バネサ 
★院も飛ばない海だよ �#ヨ胡�� 鉄�(ｺx�｣��

大城光恵 

青年よ大志を抱け ��#���8��2� �#Sh��8��2�

おおたか静流 

花（すべての人の心に花を） 塔�ｺx�｣"� �##亜�"�

大滝詠一 

署は天然色 �#�cビ� 鼎�(��8ビ�

恋するカレン 都(ｺx�｣�2� �#�x胡�2�

恋するふたり �#ス��8���� 鼎s��������

さらばシベリア鉄道 鉄h胡�"� 鉄h胡�"�

幸せな結末 �#�(胡�� �3c�ｺx�｣��

太田裕美 

木綿のハンカチーフ �)�ﾓ�2� �(ｺx�｣�2�

大塚博堂 

めぐり逢い紡いで 鉄3��"� 鉄8�����"�

大月みやこ 
★愛いつまでも～Foreve「Love～ �#�Cコ� �3c#コ�

★憂愁 ��Sxｺx�｣B� �3�Xｺx�｣B�

★愛にゆれて‥・ ��CX胡B� �3�8��B�

命の花 田絢x�｣r� �#��ｺx*��

★今はこのまま 都�ﾓb� �##x胡b�

大阪ごころ ��h胡��� ��h�����

大阪ふたりづれ ���ｺx�｣�� ����ｸ謫��

大阪夜霧 ��塗枋B� �3SHｺx�｣B�

★女の駅 鼎(ｺx�｣��� 鼎(ｺx�｣���

女の子守唄 涛X��8コ� �#Ccコ�

★女の涙 ������B� �3C仄x�｣B�

★女の舞 田���8���� �#�#����

女の港 ��3モ� ��3ヨ���

かくれ宿 �3�胡�"� �3�胡�"�

★京都ひとり �#3y?｣r� 鼎#8��8ビ�

★恋しぐれ �##H��R� 鼎��ｺx�｣R�

恋ものがたり ��3X��8ィ� �#c9?｣B�

★心の駅 �#s亜��� 鼎cH胡��

白い海峡 涛s��綯� �#C���8ッ�

★水仙 �#S(胡�� 鼎3亜���

泉州恋女房 ����胡2� 田���2�

★月に咲く花 �##絢x�｣B� 鼎�Hｺx�｣B�

★とまり木の花 �#亜��� �#亜���

★名残りの花 ��S���R� �3�仄x�｣R�

★浪花の灯り 鼎�ﾓ�"� 鼎�ﾓ�"�

★涙かさねて �#����8コ� �3cwH8コ�

★花くれないに �#��T8�ﾃR� �3S�ﾓR�

花しずく ���8胡B� �3C���B�

★花宴 田���2� �#�8ｺx�｣2�

★ふたりの灯 �3(ｺx�｣b� �3(胡b�

冬の駅 ��#x��8コ� �#SSコ�

冬の華 塔h��b� �#3y�ﾓb�

豊予海峡 �3絢x�｣b� �3�ﾓb�

★乱れ花 鉄���B� 鉄�胡B�

★巡る愛 �#c������� 鼎SH��8���

★燃える恋 �##����絣� 鼎�i?｣R�

★夢つづり �#c(��8��� 鼎C�������

★夢日記 ��sCッ� �33(���綯�

★より添い花 �#ベ��"� 鉄��ｺx�｣"�

★夜の雪 ��c8ｺx�｣R� �3#���R�

別れてひとり　　　　　　　　11【ヨ12 � �����8��"�

大月みやこ／小金沢昇司 
★東京しのび逢い �#3���8コ� 鼎�h��8コ�

義手別 劔��

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

歌手名■タイトル 偃�:韭駢���4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��剪�リクエスト〃〇・修正櫛lリクエス州仇 劍*��

大津美子 

いのちの限り �#��胡R� �3S�cR�

銀座の蝶 ��スｺx�｣2� �3C8ｺx�｣2�

ここに幸あり ���ﾓb� ���ﾓb�

東京アンナ ���h胡�� 田X胡��

大貫亜美 
Honey ��都��"� �3SX��8��"���

大橋純子 劔��

愛は時を越えて ��#xｺx�｣��� �#SX胡�����

結婚 ��3(胡�2� �#c�胡�2���

シルエット・ロマンス 嶋ｺx�｣�� 嶋ｺx�｣����

たそがれマイ・ラブ 鉄hｺx�｣�2� 鉄hｺx�｣�2�

★Rain ��CH��8���� �3�(�������

大橋純子Withもんたよしのり 

恋はマジック ���Hｺx�｣B� �#�(胡B�

大橋節夫とハニー・アイランダース 
倖せはここに �3��(��8���� 田���8����

大湊士朗 
★シーサイド横浜 ��(�����B� ��#��B�

欧陽罪罪 
萱伝説 鼎#��"� 鼎#��"�

雨に咲く傘の花 �#�632� �#���8�2�

雨のエア・ポート 祷ｺx�｣�� 祷胡��

雨の御堂筋 ��Xｺx�｣R� ��X胡R�

WELOVEHEART 田ャB� �#����8ィ�

追憶（NEVERFALLINLOVE） 田(��8��� �#�H������

夜汽車 鼎h��8�"� 鼎h����"�

ラヴ・イズ・オーヴァー 鉄ビ� 店���縒�

オーロラ輝子（河合美智子） 
まごころの橋 ��ベｺt�"� �3CX胡"�

★夫婦みち ����?｣B� �3C���8ィ�

岡崎＝朗 
★男が泣ける �3����纈� �3���8ヲ�

岡崎広志 
グッドバイ・マイ・ラブ �3h胡�"� �3hｺs��"�

小笠原美都子 

十三夜 ���(���纈� 鉄����纈�

尾形大作 
★いやんなっちゃうなア 鉄�胡B� 鉄���B�

俺の道 �3S���� �3Y?｣���

新宿旅鵠 �3H���絣� �3H���絣�

★大運の街から 田8胡r� �#�Xｺt途�

★無錫旅情 鼎�ｺx�｣�� 鼎�����

★吉田松陰 鉄絢x�｣�� 鉄��ﾓ��

岡　千秋 

隅田川慕情 �#田コ� 鉄�����迭�

包丁一代 鉄xｺx�｣�� 鉄x胡��

岡　千秋・島津悦子 
★玄海情話～琴法松の一生より～ �#c�H8�2� 鼎Cc�2�

岡林信康 
山谷ブルース ��GH8��� ��H��8���

岡林信康、高石友也、フォーク・キャンパーズ 
★友よ �#3hｺx�｣�2� 鼎#(���2�

岡　晴夫 

逢いたかったぜ ���ｺx�｣�� ���胡��

憧れのハワイ航路 �#���8ヲ� �#���8ヲ�

．あんこ可愛いや �#s�����"� 鼎Ss�"�

男一匹の唄 �#C�ｺx�｣�����ﾃC#x�ｸﾏ����

上海の花売娘 ���h胡�� 田Xｺs���

青春のパラダイス �#��ｺx�｣b� �3S�ﾓb�

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。 
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★・・・本人出演映像　☆…オリジナル映像

歌手名1タイトル 偃�:韭駢�ﾂ�8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチェンジャー用 修正棚 �8ｨ4�4x5�6t��B�

東京の花売娘 度胡B� 度��B�

掃くな小鳩よ ���i����� 田X�����

潜シャンソン ���X��8���C2� 田h��8��2�

岡村孝子 

愛を急がないで 涛X��8���� �#Ch�������

Winte「Story ��s8����� �33�胡���

笑顔にはかなわない ��#絢x�｣r� �#Sh胡r�

TODAY 塔���"� �##���8��"�

Believe 鉄C���� 鉄DT牝��

山あり谷あり ��S(���綯� �3����8ッ�

夢をあきらめないで 田x��8��B� �#�������B�

岡本敦郎 
あこがれの郵便馬車 �##�胡r� 鼎�x胡r�

高原列車は行く ���X胡��� 田hｺx�｣���

さくら貝の歌 ���h������ 田X��8���

白い花の咲く頃 �8��8ッ� �8��8ッ�

岡本圭司とバラクーダー 
★オールド・ミスだって夢がある 鉄X胡��� 鉄Xｺx�｣���

岡本真夜 
★Alone ��ベ���2� �3CX枋�2�

★想い出にできなくて �#����8���� �3ch�������

★この星空の彼方 �##X������� 鼎����8����

★サヨナラ �#�(���ﾃ��� �3c���8����

★そのままの君でいて �����8���� �3Cx�������

★大丈夫だよ �#�x�����"� �3cX��8��"�

宝物 �#��������� 鼎�S����

★TOMORROW ��cXｺx�｣��� �3#8胡���

★泣けちゃうほどせつないけど～キューティ一八ニート ���(ｺx�｣��� �3S������

★ハピハピ　バースデイ �#c3��"� 鼎C�?｣�"�

★FOREVER ��s8������� �33���8����

岡　ゆう子 
★合わせ鏡 ��s8ｺx�｣"� �33���"�

★浮華 塔�����"� �#3�����"�

★浮草の宿 �#C���8コ� 鼎3H��8コ�

★うちの亭主（ひと） �#c仄s�b� 鼎SX��b�

★想い洒 �#S�ﾓb� 鼎CX��b�

★おんなの罪 都X枋"� �##�枋"�

★恋・恋恋～山の辺の道～ �#�X��2� 鼎����2�

寿酒 ��3������� �#Sャ��

★幸せさがし夢さがし �##xｺx�｣"� 鼎�8��"�

★しのび川 �#s塔b� 鼎cY?｣b�

★花ふたり �#�8��8�2� �3c�����2�

★母航路（ははこうろ） �#���8コ� 鉄�8��8コ�

★夢歪 �#C(胡B� 鼎#�ﾓB�

★夢ざくら ���胡B� �3Cx��B�

小川知子 

初恋のひと ��#(胡�"� �#s(枋�"�

ゆうべの秘密 滴��8��"� 滴��8��"�

小川知子・谷村新司 
忘れていいの 祷ｺx�｣b� 祷胡b�

小川範子 
ひとみLDAngeト天使たちのLesson～ 都����� �#�Xｺx�｣��

荻野目洋子 
明日は晴れる！ ��c���8��2� �3#x�����2�

北風のキャロル 鼎i?｣�� 鼎cヲ�

さよならの果実たち 鼎8��8モ� 鼎8���繧�

湘南ハートブレイク 田(ｺx�｣�� �#�H胡��

少年の瞳に・・・ 塔����� �##��������

スターダスト・ドリーム 鉄�?｣�� 鉄�ヲ�

ストレンジャーTDnfght 鼎x��8ヲ� 鼎x��8ヲ�
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歌手別 

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

歌手名・タイトル 偃�:韭駢�4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��8ｨ4�4x5�6y�X耳�9�8ｿ綿8ｨ4�4x5��b�

小野由紀子 劔 

いいじやないか �#ヨ胡"� 鉄�(��"�

恋千鳥 �#C����� 鼎#x��8����

すすきのブルース �#Sh枋R� 鼎C(��R�

泣かんとこ 都8��R� �#��ﾓR�

日本橋から �#CCィ� 鼎3���8ィ�

★パラダイス東京 �#c���8�2� 鼎SC�2�

★深川雀 �#3�ｺx�｣2� 鼎�h��2�

夫婦ごよみ �#�S�"� 鼎����8�"�

★雪伝説 涛�ｺx�｣�� �#C�ｺx�｣��

小畑　実 

勘太郎月夜唄 ����?｣��� 田��������

小判鮫の歌 ��ス��B� �3C8胡B�

長崎のザボン売り �#C�胡2� 鼎#x胡2�

星影の小径 �#3�胡�� 鼎�xt3��

湯島の白梅 ��8����� ��8ｺx�｣���

オフコース 

Yes－No 鉄H�����2� 鉄C��2�

さよなら 鼎���8�"� 鼎���8�"�

時に愛は 塔x���2� �#3�ﾓ�2�

眠れぬ夜 塔#��� �#3����

オフコースメドレー 
違い目のワン・シーン ���絢x�｣��� �##h�����

おやじGALS 

今夜はオ・イエー！ 塔(�����"� �#3���8��"�

オヨネーズ 
★憧れのハワイ空路 都Sビ� �##�ビ�

小麦ちゃん～それからの麦畑～ 都�ｺx�｣�� �#�Hｺx�｣��

！★米米SHOW歌 ��38胡2� �#c�ｺx�｣2�

麦畑 田8��8��� �#�X��8���

★麦畑・パート2 �#Cx���� 鼎38����

★わたし痩せたいわ！ �#ch��8モ� 鼎S#モ�

織井茂子 

署の名は ��#�ｺx�｣B� �#38胡B�

黒百合の歌 ����I#R� 田�コ�

夜がわらっている �##h胡R� 鼎�(胡R�

ORIGINALLOVE 

朝日のあたる道 ��Ch���纈� �3�Cヲ�

接吻～kiss～ ��C絢x�｣r� �3�hｺx*��

プライマル ��sc��2� �33H��8��2�

夢を見る人 ��c(ｺx�｣�2� �3#�ｺt��2�

WORDSOFLOVE ��s������"� �33s��"�

ORQUESTADELSOL 

太陽のイレブン～ガンバ大阪～ ��3絢x�｣B� �#ch��B�

オレンジレンジ 
上海ハニー �#����8��2� 鉄�H��8��2�

ビバ★ロック～NARUTO～ �#鉄��2� 鉄��?｣�2�

尾鷲義仁（尾鷲義人） 
★愛にまみれたい　　　　　　　　　7784 � �##7H�紕�

般若（おに）の恋 �#S�胡��� 鼎3xｺx�｣���

★恋やどり 田(胡"� �#�I+ﾈ�｣"�

★悲愁歌（そうしゆうか） �#sh���絣� 鼎c#コ�

女盛りゲザデレク 
★Anh¶alBl00d　　　　　l239囲141　l425囲14 

か 

Carpenters 

スーパースター　Supersta「 �#Sh��8��B� 鼎C(�����B�

青春の輝き】NeedToBelnLove �#S�胡�B� 鼎3x�4��B�

カールスモーキー石井・松任谷由実 
愛のWAVE ��#X胡R� �#S8胡R�

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。 
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