
葡書画【 

★・‥本人出演映像　☆・・・オリジナル映像 

手！助式用lオートチェンジャー用 劔 
リクエスト〃0． 做9�8ｿ��リクエストNo． 

7月7日、晴れ ��s弌�b� �33x胡b�

すき ��SX��B� �3�9+ﾈ�｣B�

好きだけじゃだめなんだ �#C仄x�｣�� 鼎3X胡��

SNOWDANCE �#38��8���� 鼎��?｣���

そうだよ ��ヨ��8���� �3Cc����

太陽が見てる 涛�ﾓ�� �#S�ｺx�｣��

24／7－TWENTYFOUR／SEVEN－ �#Cy?｣��� 鼎38��8����

なんて恋したんだろ �##)?｣�� 鼎�ャ��

晴れたらいいね ������8��2� �#S(�����2�

PEACE！ �#����8モ� �3S���8モ�

LAT．43’～fo巾・threedegreesno仙lat托ude～ 塔���8��2� �##������2�

冬三昧にはまだ遠い ��C�?｣��� �3�c����

WHEREVERYOUARE ��Chｺx�｣�2� �3�H���2�

未来予想図 涛ャ�� �#S����纈�

未来予想図Ⅱ ��#�胡�2� �#3hｺx�｣�2�

誘惑 ������縒� �3Cx���縒�

LOVETIDE ��Cャ�� �3�h���纈�

LOVELOVELOVE ��chｺx�｣��� �3#H�����

Ring！Ring！Ring！ 塔���2� �##���8��2�

ROMANCE ��s���8ビ� �3#����縒�

忘れないで 涛�ｺx�ﾃ�"� �#C�胡�"�

T「ioLosPanchos 

ベサメ・ムーチョ　BesameMucho �#3h胡�� 鼎#(胡��

TWILIGHTKIDS 
－　　　～　　　、 ��#亜��2� �#Sh���2�

のいまいスフ一一ソヨン � � 

トワ・エ・モア 

誰もいない海 ��X������ ��S���

虹と雪のバラード �#�h���絣� 鼎�(��8コ�

とんねるず 

雨の西麻布 �3�ｺx�｣�� �3�ｺt湯�
一番偉い人へ ������8���� �#S)?｣���

一気！ ���X��8��2� �#�h�����2�

大きなお世話サマー 鼎8������� 鼎8��8����

大人になるな 涛亜���� �#S�胡���

おらおら 鼎X��8コ� 鼎X��8コ�

がじやいも ��#仄s���� �#Sx�����

ガ二 ��SHｺs���� �3�(胡���

歌謡曲 �3(��8��"� �3(�����"�

ガラガラヘビがやってくる 涛8胡��� �#CHｺs����

心めぐり 田h����2� �#����8�2�

情けねえ 塔h胡�"� �#3xｺx�｣�"�

フツフツフツってするんです ��C�������� �3�h��8����

迷惑でしょうが… 鼎(��8ビ� 鼎(��8ビ�

YAZAWA 鉄X��8�2� 鉄X��8�2�

やぶさかでない �3X胡R� �3X胡R�

NAHKl 

ANTLERS～鹿島アントラーズ～ ��3絢x�｣�� �#ch����

ナイアガラ・トライアングル 
A面で恋をして ���x��8ヲ� �##H��8ヲ�

内藤国雄 
おゆき ������� �������

内藤やす子 
あんた． �3弌�2� �3仄x�｣2�

弟よ �#(ｺx�｣"� �#(胡"�

想い出ぽろぽろ 鉄������"� 鉄������"�

★CaLLingYou ��s(胡�� �33�ｺx�｣��

こころ乱して運命かえて �3H��8��"� �3C��"�

★NOMOREENCORE 塔���8�2� �#C�?｣2�

六本木ララバイ �#xｺx�｣2� �#x胡2�

※手動式用リクエストナンバーのrC」はCPCシリーズです。 
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歌手名■タイトル
手動式用

リクエストNo．
オートチェンジャー用

リクエストNo．

瀬戸の水軍

★泉州春木港

★だんじり

負けてたまるか

★夢・一本づり

鳥羽一郎メドレー

鳥羽一郎＆キム・ヨンジヤ

★酔ったほうが勝ち

TommyfebruaryB

jet’aime★jet’aime 280811 466Bll

とみたいちろう
★お～い北海道（Z，mA北海道MAN）

TOM・CAT

ふられ気分でRock，nRoH

ともさかりえ
★エスカレーション 179囲13 337囲13

183【∃13 341日13

★泣いちやいそうよ 192【ヨ13 350【∃13

豊島ひとみ

D「agonAsh

Amploud 249匡】10 435匡】10

SummerTribe 243匡）13 429回13

静かな日々の階段を 248811 434【ヨ11

287囲13 501囲13

Lifegoeson 265【ヨ12 451【∃12

DragonAshfeatRappagariya

Deeplmpact 237囲10 423囲10

TraditionaJ

アニー・ローリー 107日12

ハッピー・）（－スデイ・トウ・ユーHappyB抽dayToYou

塁の光～夕やけこやけ 107【ヨ11

DREAMS COMETRUE
Eyestome

朝がまた来る

雨の終わる場所 137匡】13 265回13

いつのまに 257匡】11 443匡】11

uつもいつでも～WHEREVERYOUAREDEuClOUSVERSIDNN

WINTER SONG

笑顔の行方 217直）11

きづいてよ

決戦は金曜日 100回10 252回10

GoOn．Baby！－unive「S8lmix－

gofo「it！

冊esignsofLOVE～スワン・プリンセス一報の湖－～

SAYONARA 127【∋12 255【∃12

さよならを待ってる

サンキュ． 159囲13 317匡】13

サンタと天使が笑う夜



歌手名・タイトル �8ｨｬ霪ｾv��H燁Uﾈﾎ｢�
1986オメガトライブ 

君は1000％ �3H������� ��

CosmicLove �3�ﾓR� ��

SuperChance �3x��8ッ� ��

MissLonelyEyes 鼎H��8ビ� ��

NAO＆ヒューマンカンパニー 

ヨコハマ物語 鼎I?｣�"� ��

奈保子＆小金沢君 
★ちょっとだけ秘密 ��#x��2� �"�

ナオコ＆ライラックス 

話がちがうじゃない 涛亜��� �"�

中井昭・高橋勝とコロラティーノ 
思案橋ブルース �����8ィ� ��

中井責－ 
青春の誓い ����8��B� ��

永井真理子 

愛こそみんなの仕事 塔����纈� �"�

ZUTTO 都������"� �"�

Chu－ChuC7 ��������� �"�

泣きたい日もある 涛�63�2� �"�

23才 都H���紕� �"�

ハートをWASト＝ 塔8�����"� �"�

WhfteCommunication～新しい絆～ 都�胡�� �"�

やさしくなりたい 涛�ｺx�｣2� �"�

永井みゆき 
★愛がこわいの ��ベ���ﾃ"� �2�

★愛を一輪 ���胡�� �2�

★雨おんな �#cY?｣B� 釘�

★雨椿 ��店������ �2�

★大阪すずめ 涛8��8�"� �"�

★大阪慕情 �#sX��b� 釘�

★お別れ終列車 �#Sx胡B� 釘�

★女の時計 �#ベ��8ィ� 迭�

★恋する大阪 ��ch胡2� �2�

★恋花火 �#3h胡2� 釘�

★しぐれ舟宿 �#����8ィ� 釘�

★十九の港 ��3hｺx�｣"� �"�

夢ごよみ �#��胡�� �2�

永井裕子 
★哀愁桟橋 �#s�ｺx�｣�� 釘�

★片恋しぐれ町 �#的63�� 迭�

★菜の花情歌 �#�#モ� 釘�

★みちのく雲列専 �#Sh���繧� 釘�

永岡昌憲 
★著がいれば～あなたとなら～ ��SX���"� �2�

中尾ミエ 
アイドルを探せ ��#h���綯� �"�

片想い 鼎)+ﾈ�｣�2� ��

可愛いベイビー ��#hｺx�｣B� �"�

バイ・バイ・バーディー ��#h��8��"� �"�

中川晃教 
★WhiteShinyStreet �#s�ｺx�｣�"� 釘�

中川トオル 
★ソウル物語り 都8胡2� �"�

中澤裕子（中澤ゆうこ） 
カラスの女房 �##�ｺx�｣�� 釘�

悔し涙ぽろり �#S���� 釘�

上海の風 �#CH��8��� 釘�

純情行進曲 �##C�"� 釘�

‾‾‾‾　　「

★・・・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�6y�R�

HappyEve「Afte「 ��イヲ� �3C(��8ヲ�

非情階段 ��S(��8�2� �3��?｣2�

YDuAndl ��#仄x�｣r� �#Sx胡r�

中西保志 
★想い出を閉じこめて ��3#���� �#c��������

★唇のかたち ��s����� �3#��������

★最後の雨 ��#���8��"� �#Sc��"�

★幸せのまえぶれ ��cx���縒� �3#X��8ビ�

★干年前から見つめていた ��3h������� �#cH��8����

★だから憶えている ��S�ヲ� �3����8ヲ�

★LASTCALL ��C�胡��� �#c�ﾓ���

長野県民謡 

木曽節 �#X��8ッ� �#X���綯�

中原めいこ 
エモーション �#H���B� �#I+ﾈ�｣�B�

君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね ���x���紕� 田Cィ�

GEMJNl（ジェミニ） ���x��8��2� �##H��8��2�

中原理恵 

東京ららばい 度胡�2� 度ｺx�｣�2�

長渕　剛 

祈り 都8��8��B� �#����8��B�

お家へかえろう 塔�ｺx�｣�2� �##�ﾓ�2�

乾杯 �3c�2� �3h��8�2�

★傷まみれの青春 ��sx��8モ� �33Y?｣��

激変 田�ｺx�｣�"� �#�8胡�"�

猿一匹、ロ具えば侍 �#�ャr� 鼎�H��8ビ�

しあわせになろうよ �#オ?｣��� 鼎s���8����

JEEP 都H��8モ� �#�����繧�

静かなるアフガン �#c塔�� 鼎SSモ�

しやぽん玉 涛���8モ� �#C����繧�

順子 塗胡�� 塗����

巡恋歌 ���x胡b� �##H胡b�

巡恋歌～NEWARRANGEVe「sion～ ��#s���� �#SX�������

しょっぱい三日月の夜 田亜��� �#��ｺt唐�

素顔 塔(�����2� �#3������2�

空／SORA �#Sxｺx�｣�� 鼎C8ｺx�｣��

友よ ��c���8モ� �3#x��8モ�

とんぼ 鉄i?｣�� 鉄cヲ�

泣いてチンピラ 鼎X��8ヲ� 鼎X��8ヲ�

★人間 ��S�ｺx�｣b� �3�絢x�｣b�

ひまわり ��涛ヲ� �3Ssヲ�

勇次 ��#�H8ビ� �#3cビ�

指切りげんまん �#�Hｺx�｣r� �3s(胡r�

RUN ��3h胡�� �#cH胡��

ろくなもんじゃねえ 鼎I?｣B� 鼎H���紕�

長渕　剛メドレー 
ロンリーバトル ��#8��8ッ� �#s����綯�

長保有紀 
★相生春秋 �#sXｺx�｣B� 鼎c�ｺx�｣B�

★雨やどり 田�����2� �#�8����2�

大阪無情 鼎X胡R� 鼎Xｺx�｣R�

★おしろい天使 �#�������� �3ch������

★女酒 ���8��8�"� �3S���8�"�

★おんなの浪花節 �#cx胡b� 鼎S9��b�

★虞美人草 ��3���2� �#S絢x�｣2�

さすらい夜曲 �#�(��B� 鉄�hｺt釘�

★しのび川 都h胡��� �##������

★清水湊（しみず）の女 �#C絢x�｣"� 鼎3H胡"�

★そばがいい �#3S�2� 鼎#���8�2�

★俄か雨 塔hｺx�｣2� �#3x胡2�

歌手別 

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

手動式用lオートチェンジャー用 劔な 
ノ �8ｨ4�4x5�6t蹂�Vﾈ�9�9y2��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

★ひとり宿 ��S���8�2� �3�塔2�

★惚の字傘 ��3h���紕� �#cH��8ィ�

★潜わかれ唄 鉄xｺx�｣R� 鉄x胡R�

★雪舞い �#�8胡B� �3s�胡B�

★夢おぼろ ��c�胡"� �3�絢t�"�

★夢ひとつ �##X��B� 鼎��ｺx�｣B�

★欝人草 ����胡2� �33�ﾓ2�

中村晃子 
虹色の湖 ��#(����� �#s(ｺx�｣���

中村あゆみ 
lt，sAJlright 都(胡�� �#�x����

カレンダーガール 塔x������� �#3���8����

JinJinJin ����胡�"� �#S(���"�

★空飛ぶ魔法のジュータン ��S����� �3���������

ちょっとやそっとじゃCAN．TGETLOVE �3Cィ� �3H��8ィ�

翼の折れたエンジェル �3c�"� �3c�"�

ともだち 田���8モ� �#�3モ�

HERO 塔(���紕� �#3�ィ�

BROTHER 都h������ �##�������

真夜中にラナウェイ �33���� �38�������

メインストリート 田i?｣"� �#����8�"�

Ro＝ngAge 鼎�������� 鼎�?｣���

中村鋭－ 
☆六甲おろし～阪神タイガース～ ��s�ﾓr� �33h��r�

中村三郎 

片恋酒 ����8ヲ� ��?｣��

中村泰士・佐川満男 
DAYBYDAY～卦美しく生きて下さしト 塔仄x�｣B� �#C�ｺx�｣B�

仲村トオル・一乗寺美奈 劔 

新宿純愛物語 鼎Cコ� 鼎I?｣R�

中村雅俊 
ありった【ナの壁を集めて ��cx��8コ� �3#X��8コ�

いつか街で会ったなら ���8胡�"� �#�x���"�

想い出のクリフサイド・ホテル �3x��8���� �3x�������

俺たちの旅 鉄���B� 鉄�?｣�B�

哀しい人 �##H胡r� 鼎��ｺx�｣r�

恋人も濡れる街角 ���c"� ��絢x�｣"�

心の色 �3��(����2� 田塔2�

さよならが言えなくて・‥ 鼎x���絣� 鼎x��8コ�

★願い 都#���� �#�x��8����

ふれあい �3��� �3���

中村美律子 
★赤いエプロン �#SH胡�� 鼎C�胡��

★天草四郎時貞挿入歌「島原の子守唄」 ��scィ� �33H��8ィ�

大阪情話～うちと一緒になれへんか～ 都���8コ� �#�H��8コ�

★男が酒を飲むときは ��ド��B� �3CH胡B�

男運 涛x��8�2� �#C塔2�

★おんなの純情 �#CH���綯� 鼎3���8ッ�

河内おとこ節 田C�"� �#�gH��"�

★河内酒 �##X��8ィ� 鼎����8ィ�

★くれない漁歌 ��S9?｣B� �3��ィ�

★恋の大和路～梅川t忠兵衛「冥途の飛脚」～ �#�#�2� 鼎cャ2�

酒場ひとり 涛h��"� �#Cx�ｸ謫"�

しあわせ酒 塔(胡"� �#3���"�

★人生桜 ���(��8コ� �3S���8コ�

★人生そこそこ七十点 ��ォ��8�2� �3C#�2�

★朱雀門 �#�H胡B� �3c(��B�

★瀬戸の潜 �#�7H�綯� �3s����澱�

★袖摺坂 ��3�ｺx�｣B� �#S亜�B�

貢坂情話 ��C�胡b� �#c亜�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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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�

★鳶（とび） �#3H��8�2� 鼎#���8�2�

★華になれ ��ct#B� �3#X���釘�

★ふるさとで暮らそうよ　■ �#s8胡2� 鼎S�ﾓ2�

険の母 塔仄x�｣2� �#C�胡2�

★潜のおんな ��c�ｺx�｣R� �3�絢x�｣R�

★港町情話 �#c�胡"� 鼎Chｺx�｣"�

★めおと恋 �#cx胡B� 鼎S8胡B�

★もどりやんせ �#�ｺx�｣B� 鉄�8ｺx�｣B�

中森明菜 
★愛撫 ��3�ﾓ�� �#cxｺx�｣��

lMISSED“THESHOCKr， 鉄wH8ビ� 鉄x��8ビ�

ALMAUJ（アル・マージ） 鼎����纈� 鼎���8ヲ�

オフエリア �##�������� 鼎�h��8����

飾りじゃないのよ涙は �#H胡�2� �#H胡�2�

CAR旧BEAN 都x����� �##8ｺx�｣���

★帰省～NeverForget～ �#�H胡��� �3c(ｺx�｣���

北ウイング �#y63�� �#x��8���

禁区 塔#��B� �#3������B�

★日華 ��S�胡�� �3��ﾓ��

★原始、女は太陽だった ��cX��8ビ� �3#8��8ビ�

今夜、流れ星 �#�塔�"� �3cx�����"�

サザン・ウインド ���胡�� ���胡��

SANDBELGE一砂漠へ一 �#塔�"� �#塔�"�

ジプシー・クイーン �3Sッ� �3Sッ�

十戒（1984） �3�����2� �3���8�2�

少女A ��c�"� ��h����"�

スローモーション �3�?｣"� �3�����"�

セカンド・ラブ �����"� �����8��"�

SOLlTUDE �3�ヲ� �3����纈�

TATT00 鉄�ビ� 鉄�ビ�
TANGONOIR 鼎�?｣r� 鼎����縒�

Dea「Friend 都X��8モ� �##���8モ�

DESlRE �3(胡��� �3(胡���

★とまどい �#�Hｺx�｣��� �3s(胡���

★TrustMe �#3(���縒� 鼎�ャr�

難破船 鼎h胡�� 鼎h枋��

旭の神話 �3�ｺx�｣�� �3�胡��

ノンフィクションエクスタシー �3塔R� �3塔R�

Heartbreak 鉄h���繧� 鉄cモ�

Fin �3wH8���� �3x��8����

二人静－「天河伝説殺人事件」より 塔8��8ヲ� �#3(��8ヲ�

BLONDE 鼎#モ� 鼎)?｣��

三・アモーレ �#�ﾓB� �#�ﾓB�

水に挿した花 都亜��� �##Xｺx�｣��

★MOONLIGHTSHADOW～月に吠えろ ���963��� �3C��������

夜のどこかで～nightshift ��S(ｺx�｣r� �3��ｺx�｣r�

LIAR 田�ビ� �#�(��8ビ�

中森明菜メドレー 
私伝説 ���ャ�� �##h��8モ�

AKINA（中森明菜） 
★TokyoRose ��s������ �3#仄x�｣���

中山干夏 
あなたの心に �#�h��"� 鼎�(��"�

中山美穂 
愛してるっていわない！ 都y?｣��� �##8��8����

あなたになら‥・ ��3hｺx�｣��� �#cH胡���

Witches 鉄wH8ッ� 鉄x��8ッ�

CATCHME 鼎h����� 鼎h胡���

これからのlLoveYou 塔����繧� �##����繧�

幸せになるために ��3(���綯� �#c����綯�
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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�6xﾖ��

SeaP∈radise－OLの反乱－ ��Cxｺx�｣��� �3�X胡���

Thinkingaboutyou～あなたの夜を助たい～ ��sH��8ビ� �33#ビ�

セミスウィートの魔法 都�ｺx�｣�� �#�H����

ただ泣きたくなるの ��C(���綯� �#s����綯�

CHEERSFORYOU ��c8��8ヲ� �3#����纈�

ツイてるねノツてるね �3x���ﾃ�� �3sヲ�

TrueRomance ����ｺx�｣�� �33亜���

遠い街のどこかで‥・ 涛���8���� �#C�����

VlRGINEYES 田3���� �#�Y?｣���

HurttoHeart～痛みの行方～ ��ci63�� �3#Cヲ�

派手＝ 鼎�ヲ� 鼎�ヲ�

HERO ��Sc���� �3�H�������

50／50（ブイフティー・ブイフティー） 鼎H���繧� 鼎Cモ�

マーチカラー ��店���"� �3S8胡�"�

人魚姫 鉄8��8ィ� 鉄8���紕�

MLDNIGHTTAXL 田ャ�� �#�����纈�

女神たちの冒険 都Cコ� �#�����絣�

Mellow 涛X��8ヲ� �#Ch���纈�

You，reMyOnlyShinin，Star 鼎���8���� 鼎ャ���

Rosaくローザ〉 塔cヲ� �#3sヲ�

ROSEcoLOR 鉄���8ヲ� �#��H�纈�

WAKUWAKUさせて 鼎ャ�B� 鼎ャ�B�

中山美穂メドレー 
恋する彼女はシャイ二一・ガール ����ﾓ�� �##h����

中山美穂＆WANDS 

世界中の誰よりきっと ��#X胡b� �#S8ｺxｸﾂ�

中山美穂withMAYO 

未来へのプレゼント ��ド������� �3CC����

長山洋子 

愛ありがとう �#sX����2� 鼎c��2�

★紅い雪 �#CX胡b� 鼎3��8ｸﾂ�

丑姿女花吹雪（あですがたおんなのはなふぶき） �#s(胡b� 鼎S�ﾓb�

★嵐峡 �#s仄x�｣b� 鼎cXｺxｸﾂ�

★川油田0mge廿ぽ一恥偲竜根一州レフットの大冒険－－ 都X胡��� �##�ｺx�｣���

★海に降る雲 ��38����2� �#c��2�

お江戸の色女 ��敵H�紕� �3S(��8ィ�

★傘 �##(ｺx�｣B� 鼎��4釘�

★恋酒場 �#3x枋B� 鼎#8胡B�

★恋のプラットホーム �#�H胡2� �3c(�佰�2�

★さだめ雪 �##x��8コ� 鼎�3コ�

★倖せにしてね ��s8��8ィ� �33�ィ�

★じょんから女節 �#ベ胡r� 鉄��胡r�

★捨てられて ��c���8コ� �3�塔R�

★たてがみ ��ヅ#b� �3CH��8ッ�

★蒼月 ��C'H8コ� �#s����迭�

★父さんの詩 �#�s�2� �3cX��8�2�

★遠野物語 �#SH胡R� 鼎C���R�

★なみだ酒 ��3h胡2� �#cH胡2�

★ハートに火をつけて 鼎h�#�"� 鼎h胡�"�

★花園しぐれ �#�x胡R� 鼎�8胡R�

反逆のヒーロー 鼎���8ィ� 鼎⑨8ィ�

ヴィーナス 鼎�胡�"� 鼎�胡�"�

★姻 ��#x��"� �#SY�ﾓ"�

瞳の中のファーラウニイープアイブスター物語～ 鉄���8��"� �#����8��"�

むすばれたいの �#38��8コ� 鼎�����迭�

★めおと酒 ��S�胡B� �3�弌�B�

★めぐり逢い �#cx���絣� 鼎S4T迭�

ユア・マイ・ラヴ 鼎�?｣�"� 鼎���"�

★ヨコハマ・シルエット　　　　180tヨ51 剴33����ﾃR�

ロンリーグッドナイト 鉄#�"�J52【∋2 
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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�ﾈ4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��8ｨ4�4x5�6y�.咽9�8ｿ綿8ｨ4�4x5�6y�R�冤こな 

成田洋明・西武ライオンズ応援合唱団 
☆吠えろライオンズ～西武ライオンズ～ ��s�ﾓ2� �33h��2�

成世昌平 
★磯節キリキリ（シングルバージョン） �#滴���纈� 鉄����8ヲ�

一子（いちこ） �#��ｺx�｣��� 鼎cx胡���

はぐれコキリコ �#c���8モ� 鼎Cx��8モ�

南条弘二 
二つに一つ　　　　　　l34匡】131l34回13 

に 

新潟県民謡 

佐渡おけさ �#Sモ� �#X��8モ�

新沼謙治 
★愛妻北挽歌 �#S���8モ� 鼎3x��8モ�

★男の未練 �3���8ビ� �3����縒�

★男のやせがまん ��C���8�2� �3�wH8�2�

！★おまえのための恋唄 �#sx����"� 鼎c8����"�

★北を恋うる歌 塔8ｺt��"� �#3(���"�

酒とふたりづれ �#ドｺx�｣�� 鼎s(胡��

さよなら橋 都�c�B� �##xｺx�｣�B�

★幸福の坂道 田�ｺx�｣�� �#�8��ﾂ�

★大雪よ 涛x��8ィ� �#C����紕�

★津軽恋女 鼎�胡R� 鼎����｣R�

情け川 �3iI#�� �3h���繧�

★ひゆう・ひゆう・ひゆう～風に笑われて～ �#���2� 鉄�8胡2�

★古里はいいもんだ‥・ �#S�ﾓr� 鼎CHx途�

ヘッドライト ��#�胡"� �#38��"�

★三日月哀歌 ��c8��8コ� �3#�コ�

嫁に来ないか ��Y63R� ��Sコ�

★笑い飛ばして �#c�ｺx�｣B� 鼎Ci�ﾓB�

新沼謙治・朝川ひろこ 
★かりそめのラブソング 都X胡R� �##�胡R�

新沼謙治・松原のぶえ 
めぐり逢い赤坂 鼎x胡��� 鼎y+ﾄ免ﾂ�

NeilSedaka 

恋の片道切符OneWayTicket �#������B� �#������B�

西岡恭蔵 
プカブカ（赤い屋根の女の子に） �#3h胡��� 鼎#)+ﾈ�｣���

西尾夕紀 
★女しだいで男も変る ��S仄x�｣"� �3�x胡"�

★海峡恋歌 ��3hｺx�｣�� �#cH����

★川千鳥 �#si63b� 鼎c)?｣b�

★恋に拍手を �#CX胡B� 鼎3�ｺxuCB�

★東京すみれ �#3�ｺx�｣�� 鼎�xｺy$��

★北海おんな節 �#ド��8���� 鼎s)?｣���

★ヤンザラ工 ��s�ｺx�｣"� �3#��俶�"�

★ヤン衆恋唄 �#��ﾓ�� �3chｺx�｣��

★流氷情話 �#Sh����� 鼎C(�����

西方裕之 
★愛始発 �#�8ｺx�｣2� �3s��佰�2�

★赤とんぼ ���?｣2� �3Cx��8�2�

★薄羽かげろう ��S塔2� �3�x����2�

i★おんな川 �#sX��8コ� 鼎c����絣�

★北しぐれ �#S(��8ィ� 鼎3ャB�

紀ノ川 涛(��8�2� �#C8����2�

★署を信じて �#3塔�� 鼎#X������

恋路川 ��#x枋B� �#SX胡B�

★恋文流し ��3hｺx�｣B� �#cI�ﾓB�

★遠花火 都�����2� �#�S�2�

冬・七夕 �#C�H8ヲ� 鼎#sヲ�

★ふるさとの奄ル1つ �##Hｺx�｣"� 鼎��ｺx�｣"�

※手動式用リクエストナンバーのrCJはCPCシリーズです。 

7－ 
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