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★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

手動式用トオートチェンジャー用 
ノ �8ｨ4�4x5咽#��X�9�9$綿8ｨ4�4x5�6y�R�

遥かな人へ ��Ch��8��2� �3�GH���2�

ヒ・ラ・ヒ・ラ淫ら �����s����ﾃ��� �#�H�������

fo「you… 田�胡�2� �#�9+ﾄ��2�

フレンズ �#�cモ� 鼎�#モ�

真昼の別れ �#ゴ���� 鼎s�����

桃色吐息 ��x胡�� ��xｺx�｣��

高橋喜梨子・玉置浩二 
責方が生きたLoveSong ����ｺx�｣b� �#S(��b�

高橋由美子 

yell ��3���8コ� �#ch���絣�

すき…でもすき ��c�+ﾈ�｣��� �3#hｺx�｣���

友運でいいから ��C�ﾓ�2� �3�h･��ﾃ�2�

高橋洋子 
P．S．lmissyou 涛(��8���� �#C8�������

高林未来 

素顔のまま ��SH���2� �3�(胡�2�

高松美砂絵（さくらさくら） 
☆HEARTMOVJNG～美少女戦士セーラームーン～ ����������� �33��������

高峰秀子 

銀座カンカン娘 ��C3ヲ� �3��?｣��

高峰三枝子 

湖畔の宿 ���X����2� 田h����2�

情熱のルムバ �#s�����2� 鼎Sx��8�2�

懐しのブルース ��塗ｺx�｣�R� �3SH�ｸﾏ��R�

南の花嫁さん �#�hｺx�｣�R� �3cH胡�R�

別れのタンゴ ��塗��8��� �3SH������

高峰三枝子・霧島　昇 

純情二重奏 涛(��8ッ� �#C8���綯�

たかみのり子 
★長崎雨情 ��c�ﾓ"� �3#xｺx�｣"�

高山　厳 

★愛は炎のように ��c���8�2� �3�幽8�2�

★萱ひとすじに �#C�ｺx�｣"� 鼎#h��"�

★悲しみよ一粒の涙も ��CH胡�� �3�(�刎���

★傷つきながら �#�S�"� �3c8����"�

★心凍らせて ��#絢x�｣�� �#Sh枋��

★捨てないでよ �#3�モ� 鼎�x���繧�

★抱いてあげる ������8��� �3C幽8���

★東京シンドローム �#S塔R� 鼎CX���絣�

★虹色橋 ��嶋��2� �3Sh枋2�

★ふりむけば秋 �#s絢x�｣B� 鼎cH��B�

★みんな夢・夢・夢 ��s8胡B� �33�胡B�

★夢のつれづれ �#������2� 鉄�H����2�

宝田　明 

美貌の都 ��スｺx�｣�B� �3C8胡�B�

宝塚歌劇団 
すみれの花咲く頃 �3���#�B� 田(�����B�

田川寿美 
★哀愁漕 �#�X�刎��� �3c8t3��

★雨の連結船 �#cHｺx�ﾃR� 鼎S���R�

★海鳴り �#SHｺx�｣b� 鼎C�ｺx�｣b�

★女…ひとり旅 涛8ｺx�｣"� �#CH胡"�

★海峡みなと駅 �#38��B� 鼎��+ﾄ釘�

★風ぐるま・恋唄 ��CXｺx�｣2� �3�8ｺx�｣2�

★風岬 ��sHｺx�｣"� �33(��"�

★北海岸 �#��ﾓ�� 鼎�I+ﾃ���

★こぼれ月 �#C#ビ� 鼎#���8ビ�

★雑草の洞（なみだ） �#�胡b� 鉄�8ｺx�｣b�

★しゃくなげの雨 ���(��8�2� �3S��2�

★なみだの港 ��38��8��� �#c�������

※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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★…本人出演映像☆…オリジナル映像1

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�6~v��

★女人高野（にょにんこうや） �#sSッ� 鼎c���8ッ�

★ねんねんふるさと �#C弌�2� 鼎3X胡2�

華如月 ��ヨ胡"� �3Chｺx�｣"�

放浪記 �#��������� �3c��������

★みれん海峡 ��c(��"� �3#�ｺx�｣"�

多岐川舞子 
★あなたの女 ��#�胡�R� �#38ｺx�｣�R�

★あなたひとりに 涛���8��� �#S���8���

★あんたの海峡 �##�����"� 鼎�h����"�

★男灘 田#コ� �#�H���絣�

★海峡終列辛 �#c���R� 鼎Ch胡R�

★きさらぎのJll �#�8胡R� 鉄�x胡R�

★北の恋歌 �#�3�2� �3s��2�

★北半島 ��c����ﾃ�� �3#h��8���

★恋待酒 �#S(ｺx�｣2� 鼎3絢x�｣2�

★信濃川 �#s�ﾓr� 鼎cY�ﾓr�

★津軽望郷譜 ���(胡"� �3S���"�

★浪花の雨 ��S3�"� �3����8�"�

★花道 都����ﾃ�� �#�S���

★ひとめぼれ �#CHｺx�｣2� 鼎3�胡2�

★望郷みさき �#c絢x�｣R� 鼎SHｺx�｣R�

★幻海峡 �#����8ィ� �3S����ﾃB�

★雲ほたる �#3H������ 鼎#�?｣��

★夢織り酒場 ��s���8�"� �33x��8�"�

多岐川裕美・中村泰士 
あぶない2人 鼎�胡B� 鼎�ｺx�｣B�

滝　里美 

あんたの女房 ��c8胡B� �3#�ｺx�｣B�

★いでゆ橋 田H��8�2� �#�h��8�2�

★想い川 ��3�胡�� �#S仄x�｣��

★恋がたり ��Ch胡2� �3�Hｺt�2�

★今度逢ったらふってやる！ 鉄xｺx�｣�"� 鉄xｺx�｣�"�

★月見草 涛h胡B� �#Cxｺx�｣B�

★みれん橋 塔X胡B� �#3Xｺx�｣B�

滝里美・徳久広司 
★ちいさな酒場 田亜�R� �#��ｺx�｣R�

竹内まりや 
明日の私 ��S)?｣"� �3������"�

家に帰ろう～マイ・スイートホーム～ ����ッ� �#S(���綯�

駅 鼎x��8�2� 鼎x��8�2�

カムフラージュ �#�x胡b� 鼎�8��b�

元気を出して ���H���迭� �#�(��8コ�

恋の嵐 鼎ャ�"� 鼎����ﾃ�"�

告白 都h���縒� �##���8ビ�

今夜はHeartyParty ��s����� �3#��������

純愛ラプソディ ��C絢x�｣�� �3�h胡��

シングル・アゲイン 田X��8ビ� �#�����途�

September ���h胡�� �##(ｺs���

天使のため息 �##���8モ� 鼎�X���繧�

ノスタルジア �#c(���� 鼎C絢x�｣��

Fo「everFriends ��S�ﾓB� �3�hｺx�｣B�

不思議なピーチパイ ���xｺx�｣�� �##H胡��

本気でオンリーユー（LeでsGetMarried） ���hｺx�｣�� �##(胡��

毎日がスペシャル �#S�ﾓ�� 鼎CXｺx�｣��

真夜中のナイチンゲール �#S����� 鼎3h胡��

マンハッタン・キス 涛h��8ッ� �#Cx���綯�

ロンリー・ウーマン ��ベ������� �3CX�������

竹内まりやメドレー 
グッバイ・アゲイン ������8ビ� �#3����縒�
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★…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 
リクエスト〃0． 做9�8�ﾈ8ｨ4�4x5咽#��B�

★EASY…LOVEME… �#��?｣�2� �3S⑨8��2�

顔に書いた恋愛小説 �3x���2� �3x���2�

かっこつかないね 鉄Y?｣r� 鉄X��8ビ�

★キミニオチテユク �#������ �3cャ���

ごめんよ涙 田�コ� �#�#コ�

ジャングルJungle 都�モ� �#�Sモ�

抱きしめてTONIGHT 鉄(���紕� 鉄(��8ィ�

夏いまさら一日惚れ 塔H胡r� �#3H胡r�

★涙にさよならしないか �##亜���� 鼎�H�����

ひとりばっちにしないから 田Y?｣�� �#�ャ��

★雲のないクリスマス ��SX��8���� �3�8��8����

田原俊彦メドレー 
かっこよく、失恋 ����ﾓb� �##hｺt澱�

DAPUMP 
★lwonder… �#3y63�B� 鼎#8��8��B�

AroundTheWorld �#�Xｺx�｣�2� 鼎��+ﾃ��2�

★帆．． �#S������"� 鼎3c��"�

Wecan’tstopthemusic �#3�胡��� 鼎�h胡���

★AllMyLoveTDYou �#c)?｣��� 鼎Cャ���

★Com．on＝∃eMyGirH �#3仄x�｣�"� 鼎#X胡�"�

★CrazyBeatGoesOn！ �##X胡�"� 鼎��胡�"�

★CORAZON �#S8ｺx�｣��� 鼎3�3���

★Joyf山 �##(ｺx�｣�"� 鼎��ﾓ�"�

★Steppin’andShakin． �#Sx胡�2� 鼎C8枋�2�

★Pu「pleTheOrion �#C�ﾓ��� 鼎3X胡���

★RhapsodyinBrue． �#�(ｺt��"� �3s�ｺx�｣�"�

★RAINOFPAIN �#s�ｺx�｣��� 鼎Sh�刎����

W－NAO 

★Rescueme ��ch胡�2� �3#H胡�2�

たま 

さよなら人類 都(��8��"� �#�x��8��"�

TAMAOUKIYOSHl 
ラブリイ �#�(���纈� 鉄�cヲ�

玉置　宏・真咲よう子 

東京ラスト・ナイト 鼎Xｺx�｣�B� 鼎X胡�B�

玉置浩二 
［1mDandy 田9+ﾈ�｣�� �#�Xｺx�｣��

A‖lDo 鼎X��8ッ� 鼎X���綯�

キ・ツ・イ 鉄���8モ� 鉄����繧�

田園 ���8胡�"� �3C�胡�"�

★HAPPYBlRTHDAY～愛が生まれた～ �#�Xｺx�｣�� 鼎������

氷点 田���8ッ� �#�(��8ッ�

メロディー �#��63��� 鼎cs����

LOVESONG ��Ssビ� �3�Sビ�

たむらあっし 
もずくん �#s������2� 鼎cS����

田村直美 
★永遠の一秒 ��S)?｣r� �3����8ビ�

★STAIRWAY ��c�ｺx�｣��� �3��ﾓ���

★地上に舞い降りた天使達 ��cX胡�"� �3#8ｺx�｣�"�

★光と影を抱きしめたまま～厳去騎士レイアース～ ��s(��8��2� �33���2�

★ゆずれない願い～魔法騎士レイアース～ ��Sh����� �3�H胡���

DALl 

ムーンライト伝説～美少女戦士セうームーン～ ��Cxｺx�｣�2� �3�X胡�2�

男性ボーカルバンドメドレー 
ぶっとぴボルテージ 塔�63�2� �#C���8��2�

段田　男 
★玄界灘 �3亜��� �3亜���

タンポポ 

王子様と雪の夜 �#c8ｺx�｣�2� 鼎C�+ﾈ�｣�2�

※手動式用リクエストナンバLの「C」はCPCシリーズです。
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歌手名・タイトル 倬h��'俾駢��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�

恋をしちやいました！ �#S#���� 鼎3��������

聖なる鐘がひびく夜 �#3����"� 鼎�i+ﾈ�｣�"�

ラストキッス～魔術士オーフエン～ �#�仄x�｣�2� 鼎�X胡�2�

ち �� ��

ちあきなおみ 

紅い花 ��s��2� �3#���8�2�

紅とんぼ 鉄x胡B� 鉄x胡B�

雨に濡れた慕情 �#Ch胡�� 鼎3(ｺx�｣��

色は匂ヘビ 都ャb� �##X���綯�

喝采 ��H���絣� ��H���絣�

歳月河 �#Sh胡2� 鼎C)�ﾓ2�

酒場川 滴ｺx�｣R� 滴��R�

矢切の渡し 塗ｺx�｣�� 塗����

役者 鉄����縒� 鉄�ビ�

四つのお願い 鉄Xｺx�ﾃ�"� 鉄Xｺx�｣�"�

円舞曲 �#ド��b� 鼎s(胡b�

チェウニ 
★池上線 �#�#ビ� 鼎cャr�

★最愛のひと～シングルバージョン～ �#csビ� 鼎S4#r�

★セピア色の雨 �#s9?｣b� 鼎S���8ッ�

★Tokyoに雪が降る �#C���8��� 鼎3GH8���

東京の枯葉 �#������ 鼎cx胡��

★トーキョ一・トワイライト �#3���� 鼎�h������

★冬のひまわり �#����8モ� 鉄�I?｣��

★星空のトーキョー �#SXｺx�｣�� 鼎C�胡��

チェッカーズ 

lLoveyou，SAYONARA 鼎�?｣b� 鼎����綯�

あの娘とスキャンダル �#�������� �#���8����

OHHPOPSTAR �38胡"� �38ｺx�｣"�

哀しくてジェラシー �3�����8��� 田3���

ギザギザハートの子守口貝 �33��� �38������

★今夜の涙は最高 涛Hｺx�｣r� �#CX胡r�

さよならをもう一度 都亜��� �##X胡��

Che「ie 田Hｺx�｣r� �#�h�傅#r�

Jim＆Janeの伝説 鉄8���綯� 鉄8��8ッ�

ジュリアに傷心（ハートブレイク） �#xｺx�｣�"� �#x胡�"�

素直に「mSor「y ���3ッ� �#�x���綯�

SongforU．S．A． 田8胡�2� �#�Xｺx�｣�2�

NANA �3�ﾓ��� �3�ﾓ���

涙のリクエスト �3X胡�� �3X胡��

BLueM00nStone 涛x��8��2� �#C������2�

B山eRain 鼎h��8���� 鼎h��8����

Presentfo「you ��#x���ﾃ�� �#SSヲ�

ふれてごらん～PIeasetDuChyourheart～ 涛(胡�"� �#C8胡�"�

FriendsandDream 田x���ﾃB� �#�����釘�

星屑のステージ ���胡�2� ���ｺx�｣�2�

ミセスマーメイド 塔亜��� �#3�ﾓ��

夜明けのブレス 都8胡�� �#��ﾓ��

Room 田��"� �#�(��8�"�

WANDERER 鼎8��8ッ� 鼎8���綯�

ONENlGHTGrGOLO 鉄�ッ� 鉄���8ッ�

チェッカーズメドレー 
スキャンダルが勲章さ ���塔b� �#3���8ッ�

チエリッシュ 

てんとう虫のサンバ ����8��� ��������

なのにあなたは京都へゆくの ���h胡�"� �##(ｺx�｣�"�

干賀かほる 

真夜中のギター ������B� ���ｺx�｣�B�

ChicaBoom 

あなたの声に逢いたくて ��Sx��8���� �3�S����

★・‥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�Vﾂ�オートチェンジャー用 修正欄lリクエストNo． 

知念里奈 
YES �##h���ﾃ�2� 鼎�(��8��2�

Wing �#��ｺx�｣��� �3c絢x�｣���

Bep「0Ud �##X������� 鼎��&ﾆﾂ�

Beyourself �#�c���ﾂ�鼎�#����

干葉一夫 

★雨蛍 �#オ?｣B� 鼎s����紕�

★浮夜舟 �#s�����2� 鼎Sc�2�

★おまえとふたりづれ �#店ｺx�｣R� 鉄��ﾓR�

7し女のひとり酒 �#CX��8�"� 鼎3��"�

★みだれ等 �#c�ィ� 鼎Ci?｣B�

干葉げん太 
★望郷わらべ唄 �#ド����� 鼎s(�����

干葉紘子 

折鶴 田弌��� �#�8胡��

干葉マリア 
★私がいなけりやだめな人 都絢x�｣B� �##Xｺx�｣B�

干葉百合子 
長崎物語 ���S��B� 田h�����B�

チャーリー・コーセイ 
☆ルパン三世主題歌2～ルパン三世（Ⅰ）～ ��#H��8��2� �#C⑨���2�

CHAGE＆ASKA 

if 涛x���ﾃ�� �#C塔��

WALK 涛H��8ビ� �#CX��8ビ�

終章（エピローグ） 都絢x�｣�2� �##Xｺx�｣�2�

男と女 ���8��8���� �#�x�������

恋人はワイン色 ���x������� �##H��8����

この愛のために �##8���繧� 鼎�塔��

SomethingThere ��c8胡r� �3#�胡r�

SonsandDaughters～それより勤唱えたいのは ��3Xｺx�｣r� �#c8ｺx*��

SAYYES 塔h胡�� �#3x����

SAILORMAN 鼎(���ﾃ2� 鼎'H8�2�

太陽と境の中で～俺の空刑事編～ 塔���8���� �##幽8����

DOYADO 都x���"� �##8ｺx�｣�"�

なぜに著は帰らない ��C����� �#c絢x�｣��

nonoda「lin∫ 涛���8ッ� �#S����綯�

HEART ��S�胡r� �3��ﾓr�

万里の河 ��#�胡�� �#3hｺxｸﾂ�

ひとり【咲き ���H��8��"� �#�(��8��"�

僕はこの瞳で嘘をつく 涛�ヲ� �#C����湯�

マリオネット ���x���絣� �##Cコ�

MOONuGHTBLUES 田h������ �#����8���

群れ �##H胡�� 鼎��胡��

めぐり逢い ��SHｺx�｣b� �3�(胡b�

モーニングムーン �38胡B� �38��B�

YAHYAHYAH ��#���8ビ� �#Sx��8ビ�

Youarefree ��3���8ッ� �#cx���綯�

ラプソディ 鉄�ヲ� 鉄���8ヲ�

LOVESONG 田X����2� �#����8�2�

rlVe「 ��s8���縒� �33����途�

CHARCOALFLLTER 
★Brand－NewMyself～僕にできること �#sh�ｸﾏ��2� 鼎c)�ｸ�｣�2�

Chara 

あたしなんで抱きしめたいんだろ？ ��SXｺx�｣�2� �3�8�ｸﾏ��2�

70％－夕暮れのうた �##�胡�� 鼎�hｺx�ﾃ��

★ミルク �#�7H�纈� �3c�ヲ�

★やさしい気持ち ��鉄��"� �3S8��8��"�

CHARA＋YUKl 

変の火3つオレンジ �#3(���纈� 鼎����8ヲ�



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lリクエストNo． 

張　銀淑 

★平和な日々～butlsaygood－bye～ ��ド��8�"� �3CI?｣"�

★無情のかけら ��c���8��� �3#s���

チャン・スー 
★青いカナリア �#�8���� 鼎c�ﾓ��

★運命の主人公 �#C弌��� 鼎3Xｺx�ﾃ��

★ジェラス・ムーン �#csヲ� 鼎S3ヲ�

★木曜日の女 �#�(��8ビ� 鉄�cビ�

チュウ・ヒヨンミ 
★北埠頭 ��C(��8��� �#s�������

TUBE（チューブ） 

あー夏休み 都(���纈� �#�y?｣��

青いメロディー �#ォ胡��� 鼎s�ｺx�｣���

あの夏を探して ��ch��b� �3#Hｺx�｣b�

Yhee＝ �##絢t唐� 鼎�H枋��

JNMYDREAM �#3�63r� 鼎�cビ�

0nlyYou君と夏の日を ��s塔�� �33x��8モ�

風に揺れるTomorrow �#sCヲ� 鼎c�?｣��

ガラスのメモリーズ 涛sベ����� �#C�?｣r�

きっとどこかで �#�(��8ビ� �3s�?｣r�

君となら ������8モ� �#S'H8モ�

今日からずっと ��cCコ� �3##コ�

月光 �#�(ｺx�｣�� 鉄�hｺx�｣��

恋してムーチョ ��C�ﾓr� �3�x胡r�

THESURFlN，lNTHEWZND 都H��8ヲ� �#�����纈�

SUMMERCITY 田(胡�� �#�H����

サマードリーム 鼎(��8ッ� 鼎(��8ッ�

さよならイエスタデイ 塔Xｺx�｣r� �#3X胡r�

シーズン・イン・ザ・サン �3Sコ� �3X��8コ�

十年先のラブストーリー 塔�ﾓr� �#C�胡r�
ー純情－ �#�ャ�� �3ch���唐�

湘南MyLove 塔8������� �#3(�������

情熱 ��滴ｺx�｣r� �3S(��r�

Stories 田絢x�｣��� �#��ｺx�｣���

だって夏じゃない ��38��8ッ� �#c���8ッ�

ダンス・ウイズ・ユー 鼎C���� 鼎C����

月と太陽 �#SCヲ� 鼎C���8ヲ�

TruthofTime �#3ャ�� 鼎#Cモ�

夏だね 涛c���� �#Cs����

夏よありがとう ��C仄x�｣�� �3�x�刎唐�

夏を抱きしめて ��Ch��r� �3�Hｺx�｣r�

夏を待ちきれなくて ��3(胡r� �#c���r�

虹になりたい �#C8ｺx�｣�� 鼎#弌���

初恋 �#Sy?｣��� 鼎C8��8����
ー花火－ �#��?｣r� �3cy?｣r�

ビーチタイム 鉄(��8コ� 鉄#コ�

ピコーズ・アイ・ラブ・ユー �3x胡2� �3xｺx�｣2�

ひまわり �##8胡r� 鼎��+ﾈ�｣r�

Purity～ピュアティ～ ��嶋���� �3Sh枋��

Merod盲es＆Memo「ies ��S8ｺx�｣r� �3��ｺx�｣r�

ゆずれない夏 ��c#モ� �3#�モ�

LoveSong ��S�ﾓr� �3�hｺx�｣r�

Remembe「Me 鉄���8コ� 鉄����絣�

Let，sgotothesea～OASIS～ �#ベ胡��� 鉄��ｺx�｣���

TUBE（チューブ）メドレー 
SummerSexyYou！ ���亜��� �##h����

チューリップ 

銀の指環 ���xｺx�｣R� �##H胡R�

心の旅 度����� 度胡���

サボテンの花 鉄h�����"� 鉄h�����"�

‾可ヲ：刊「‾▲■▲ 劔��

★…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��凾ｿ彗 ��リクエストNo・J修正梯Iリクエスト仙 劔 

青春の影 涛���2� �#C#��2���

虹とスニーカーの頃 鉄�ｺx�｣�B� 鉄����B���

チューリップメドレー 劔��
心へと続く青春 ������8ヲ� �#3���8ヲ���

CHIYO＆FEIFEJ 劔��

TOK10天使 �#s�ｺx�｣r� 鼎Sxｺx�｣r���

丁　玉順 劔��

★情炎語 ��s���8�"� �3#塔"���

チョ一・ヨンピル 劔��

変の共犯者 塔(ｺx�｣R� �#3�ｺx�｣R�

★紅い落葉 涛8胡R� �#CH��R�

想いで迷子 �3�ﾓ��� �3仄x�｣���

★想いで迷子2～悲しみだけで眠れるように～ 鉄�胡r� 鉄�ｺx�｣r�

★風の歌 �#�(���紕� �3c���8ィ�

悲しみのゆくえ 田����繧� �#�'H8モ�

ごめんな‥・ ��c�H8�"� �3������"�

ソウル・ソウル・ソウルー追憶の街－ ���8���ﾃ�"� �#�s��"�

母影 涛仄x�｣R� �#S�ｺx�｣R�

冬の河 ��ド胡�� �3CH����

冬物語 田H胡R� �#�h枋R�

故郷へ ��s�胡R� �3#�ﾓR�

窓の外の女 �#hｺx�｣r� �#hｺx�｣r�

ミオ・ミオ・ミオ �#h胡2� �#h��2�

夢夜舟 田x胡�� �#��胡��

チヨ一・ヨンピルメドレー 

想いで綴り ���亜��� �##h���� 

チョナン・カン（重出苔） 
愛の唄～チョソマルサランへ］～（召聖人闘酬273匡】131l459回13 

ツイスト 

銃爪 涛�ｺx�｣�2� �#C�胡�2�

燃えろいい女 田8ｺx�｣�B� �#�Xｺx�｣�B�

TWfNZER 
DON，TFORGETYOU ��S(���"� �3��枋�"�

ツーショット 

★恋はフェアウェイ気分 塔�胡�� �##弌���

塚田三喜夫 
五月のバラ 店胡"� 店�#"�

つくしんぼ七人衆 
★つくしんぽ �##Hｺx�｣�� 鼎��胡��

津田耕治 
★河内遊侠伝 �#xｺx�｣�� �#x･��ﾃ��

土屋明子 
★恋ふ �#�#��2� 鉄�h�����2�

泣き虫 �#店ｺx�｣�"� 鉄�仄x�｣�"�

境　大二郎 

今日子 都xｺx�｣2� �##8胡2�

つのだ☆ひろ 
★DOYOUKNOW 鼎(������ 鼎#���

メリー・ジェーン �3��3���� 田���8����

円谷憂子 
★MysteryofSound～金田一少年の事件簿～ ��ン��"� �3Cx��8��"�

坪倉唯子 

ジュテーム ��3����� �#S��������

津村　謙 

上海帰りのリル ���h���� 田Xｺx�｣��

東京の椿姫 �#3h���繧� 鼎#(��8モ�

流れの旅路 �#Cc�"� 鼎3(����"�

津村　謙・吉岡妙子 
あなたと共に ���h������� 田X��8����

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。 

9　－ 



歌手名・タイトル 偃�:韭駢�ﾂ�8ｨ4�4x5�6t蹂�Vﾂ�オートチェンジャー用 修正欄lリクエストNo． 

鶴岡雅義と東京ロマンチカ 
明日からあなたは ��h��8��� ��h��8���

小樽のひとよ �3��#ビ� 田塔r�

署は心の妻だから ��x��b� ��xｺx�｣b�

★千歳空港 田H��8コ� �#�h��8コ�

★別れの理由 塔(ｺx�｣��� �#3�胡���

鶴田浩二 

赤と黒のブルース �3���c�� 田8ｺxｸﾂ�

異国の丘 �3���ﾓ�"� 田(�8�｣�"�

傷だらけの人生 ��8����� ��8胡���

さすらいの舟唄 �#3�コ� 鼎�x���迭�

好きだった ��8胡B� ��8��B�

ハワイの夜 ����胡��� �3C絢x�｣���

街のサンドイッチマン �3��弌���� 田(胡���

TearS 

眩しいほど綺麗になったね ��3x���湯� �#cX���纈�

TRF 

★SlLENTNIGHT ��ピモ� �3CX���繧�

TRYORCRY �#��ﾓr� �3cx胡r�

BRAVESTORY ���8ｺx�｣r� �3C�ｺx�｣r�

Frame �#�x胡�� �3cX胡��

Hey！Ladies＆Gentlemen �������縒� �33����縒�

★Unite！TheNight！ �#�Sモ� �3c8��8モ�

★LEGENDOFWLND ��ヨｺx�｣�� �3Ch����

t「f 

★EZDODANCE ��3H���2� �#c(胡�2�

★OvemightSensat加～時代はあなたに委ねてる～ ��c�胡r� �3�絢x*��

★CRAZYGONNACRAZY ��Sh���縒� �3�H���縒�

★survivatdAnce～NONOCRYMORE～ ��Ch��8���� �3�H�������

★寒い夜だから… ��C����� �#c��������

★SilverandG01ddance ��S絢x�｣R� �3�h��R�

★teens ��sH胡�� �33(����

★HappeningHe「e ��s(ｺx�｣r� �33���r�

★BRANDNEWTOMORROW ��s�ｺx�｣r� �3#仄x*��

★BOYMEETSGIRL ��Cx��8ヲ� �3�Sヲ�

★masquerade！ ��S�cb� �3�hｺx�｣b�

★Love＆PeaceForever ��sh��8モ� �33Cモ�

TS・トライアングル 
★飲んだくれ 涛������� �#C����

TMNETWORK（TMN） 
一途な恋 ��3x胡b� �#cXｺx�｣b�

COMEONEVERYBODY～CAROL～ ���H枋R� �#�(ｺs�R�

GetWild～CITYHUNTER～ ���8胡2� �#�xｺx�｣2�

THEPOLNTOFLOVERS，NlGHT 都X��r� �##���r�

WILDHEAVEN 涛#ヲ� �#C8��8ヲ�

T，M．Revolution 

★碧い霹靂 �#�X���2� �3c8胡�2�

INVOKE－インヴオークー～磯動戦士ガンダムS［［D～ �#s���8���� 鼎cH��8����

THUNDERBlRD �#�Cヲ� �3s(���纈�

Bu「∩軒X∫mas �#�S���� 鼎������

★HIGHPRESSURE ��嶋ｺx�｣�2� �3Shｺx�｣�2�

BLACKORWHITE？version3 �#3仄x�｣��� 鼎#Xｺx�｣���

BOARDING �#C塔��� 鼎3Y?｣���

HOTuMIT �#��?｣�� �3c����纈�

★WHlTEBREATH �#����8���� �3S��������

WILDRUSH �#��ﾓ��� 鼎�X�����

T．MR－e 

雲幻－Winterdust－ �#3(ｺx�｣�� 鼎��ﾓ��

陽炎－KAGEROH－ �##X����� 鼎��胡���

★…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���C��オートチェンジャー用 修正柵 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

月虹－GEKKOH－ �##�������� 鼎�S����

dos 

CLOSEYOUREYES【NAUGHTYGtRLMIX］ ��ヨｺx�｣��� �3Ci+ﾈ�｣���

★Babybabybaby ��s������"� �33c��"�

TKPRESENTSこねっと 

YOUARETHEONE ���胡r� �3Cxx途�

D，J．SACHIHO 

★FLOATINTHEWIND～そしてLつになる～ ��涛��2� �3Sx�����2�

D．J．SACHIHOFORMPC 

＊T．Ll．P．～KnowIedgeAboutYourO噛n～ ��鉄��2� �3S8�����2�

西郷輝彦（D－NA） 
ヮ←sora一空－ �#塗胡r� 鉄��胡r�

T－BOLAN 

愛のために愛の中で ��s�胡�� �3#�ﾓ��

おさえきれないこの気持ち ��#弌���� �#Sx胡���

悲しみが痛いよ 塔亜��"� �#3���"�

傷だらけを抱きしめて ��3X���縒� �#c8��8ビ�

サヨナラから始めよう 涛xｺx�｣�� �#C�ﾓ��

SHAKELT ��c����絣� �3#h���絣�

JUSTLLLUS10N 涛X���"� �#Ch���"�

じれったい愛 涛弌�r� �#S�胡r�

すれ違いの純情 ��3���8モ� �#S���8モ�

剰那さを消せやしない ��38��8ビ� �#c����縒�

遠い恋のリフレイン ������r� �#S(胡r�

ByeFo「Now ��#xｺx�｣�"� �#SXｺx�｣�"�

離したくはない 涛H���� �#CXｺx�｣��

BeMyself ��sh������� �33H�������

マリア ��S(ｺx�｣b� �3��胡b�

LOVE ��Ch����� �3�H胡���

わがままに抱き合えたなら ��3���8ヲ� �#cx���纈�

DEEN 

永遠をあずけてくれ ��C�ビ� �#cャr�

思いきり笑って ��S(���ﾃR� �3�����絣�

署がいない夏～名探偵コナン～ ��涛モ� �3Ssモ�

このまま君だけを奪い去りたい ��3����纈� �#S塔��

SUNSHINEONSUMMERTlME ���#���� �3C�����

素顔で笑っていたい ���3モ� �3C���8モ�

翼を広げて ��3X胡�� �#c8胡��

Teenagedream ��c�ビ� �3��?｣r�

瞳そらさないで ��C���8モ� �3�x���繧�

ひとりじゃない～ドラゴンボールGT～ ��sx����� �33Xｺx�｣���

未来のために ��cX��r� �3#8��r�

Memories ��3x��8���� �#cX�������

LOVEFOREVER ��s(胡�� �33�胡��

DeanMa「tin 

和明紗を愛してるEveubodyLovesSomebody �#���8�2� �#���8�2�

ThisTime 

★震える背中越しにさよなら ��S(������� �3���������

ディック・ミネ 

雨の酒場で ���(胡�� 鉄�ﾓ��

上海ブルース �#�c��� �3cH������

人生の並木路 度胡r� 度胡r�

ダイナ ��スｺs��R� �3C8胡�R�

旅姿三人男 �3��(胡�� 田�ﾓ��

長崎エレジー �##h胡"� 鼎�(胡"�

夜霧のブルース �3��8ｺx�｣��� 田�ﾓ���

ディック・ミネ／星　玲子 
二人は若い �#�h����"� �3cH����"�

テツandトモ 

なんでだろう～こち鋸－ジョン～～こちら葛躯亀有公園前耐所～ �#�8ｺs��2� 鼎c弌��2�

－240－



‾‾「歌手別‾ 劔��

★…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 劔て言 ��
リクエストNo． 做9�8ﾟ&ﾈ8ｨ4�4x5��ﾃ��B�� 

★春が来た �#S����綯� 鼎3h���綯���

ひばり‥・に恋して �#3�胡r� 鼎�x��r���

北海めおと節 �#chｺx�｣B� 鼎S(ｺx�｣B���

★むかい風 ��C�胡"� �#c�ﾓ"���

★夢うぐいす �#��zH�ﾃ�� 鼎chｺx�｣����

★夢・恋唄 �##���8ッ� 鼎�i?｣b���

★夜明け �#3Xｺx�｣R� 鼎#���R���

酔ごころ 涛(���絣� �#C3コ�

★忘れ酒 ��S�?｣B� �3����8ィ�

天童よしみ＆五木ひろし 

北のともしぴ �#�#コ� �3s�コ�

テン・リー 
★駅舎（えき）　　　　　　　　51囲6　　l51囲6 

★ついて行きたい　　　　　　　43回10　l43匡）10 

★日本海ひとり旅　　　　　　　39匡）4　　l39回4 
‾‾‾‾■　　　　　「　　　　‘ �� ��

十朱かおり 
★女の流転 田H胡2� �#�hｺx�｣2�

DoAslnfinity 
★underthesun �#s#��"� 鼎S������"�

★陽のあたる坂道 �#cS��2� 鼎S������2�

★深い森～犬夜叉～ �#S�?｣�2� 鼎CX��8��2�

★冒険者たち �#chｺx�｣�2� 鼎S(���2�

厳圭の言葉～Woutdyoumarryme？～ �#ゴ��"� 鼎s���"�

東京JAP 

摩天楼ブルース �#ャ"� �#ャ"�

東京城北少年少女合唱団 劔 

☆がんばれ！赤胴鈴之助～赤胴鈴之助～ ��#C��R� �#Cャ�R�

東京スカパラダイスオーケストラ 
★美しく燃える森 �#c���8��"� 鼎SH�����"�

モト冬樹＆エド山口（東京ドンバース） 
★悪魔がにくい ��S絢x�｣�2� �3�h胡�2�

東京プリン 
★携帯哀歌 �#�8胡�� �3c�ｺx�｣��

合コン哀歌 �##h��8ヲ� 鼎�(���纈�

★ゴルフ道 �#Sx胡r� 鼎C8ｺx�｣r�

★自転車なんだよ人生は �##�ﾓ�� 鼎�H����

バブルアゲイン �#3�胡�� 鼎�hｺx�｣��

まゆげ �#�仄x�｣�� 鼎�X胡��

★私の彼はサラリーマン，98 �#�x���� 鼎�8胡��

峠　恵子 

★ひとさじの勇気 ��C���"� �#c������"�

ToBeContinued 

うまく言えないけど ��S�������� �3����8����

署だけを見ていた ��C亜�2� �3�h��2�

逃げたりしない ��S(胡2� �3���刎�2�

★物語は続いて行く ��cX���綯� �3#7H8ッ�

当間違子 
芭蕉布 �#CgH8デﾂ�鼎3#ッ�

堂本貴子 
★行かないで… �#3(������ 鼎�⑨8���

堂本貴子＆テジナ 
★パートナー～霧の空港～ �#C(���� 鼎#絢x�｣��

TRUEKiSSDESTiNATiON 

OVER＆OVER �##xｺx�｣�� 鼎�8ｺx�｣��

tohko（トーコ） 

WHO… �##������"� 鼎�h�����"�

ふわふわふるる �#�8胡��� �3s�+ﾈ�｣���

DOGGYBAG 
★新・自動車ショー歌 �#����8��2� 鼎ch��8��2�

※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�Vﾂ�オートチェンジャー用 修正欄lリクエストNo． 

殿さまキングス 
つし愛のともしぴ 田X胡B� �#��ﾓB�

★あまのじゃく 鼎8ｺt��2� 鼎8���2�

浮草の宿 ��幽8���� �����8����

ワ〔北の酒場にいた女 田���8��� �#�8��8���

けい子のマンボ ��塗����"� �3SGH8�"�

恋は紅いバラ ��(胡B� ��(ｺx�｣B�

情熱のルンバ �3絢x�｣�2� �3�#�2�

なみだの操 滴��8���� 滴��8����

道行き ��8���2� ��8胡�2�

夫婦鏡 ������紕� ���ィ�

雪国 �#C�ｺx�｣r� 鼎#x胡r�

殿さまキングス・高野恵子 
ふたりのクラブ �#(��8��"� �#(��8��"�

鳥羽一郎 

彼奴 �#�����絣� 鼎�Sコ�

★愛恋岬 鉄Xｺx�｣��� 鉄X胡���

★秋津島 田絢x�｣"� �#��胡"�

★足摺岬 �##x��8ッ� 鼎�3ッ�

★漁火港 都弌�2� �##x胡2�

伊勢湾 ��祷��8ィ� �3Ssィ�

★海の祈り �3X��8�"� �3X����"�

海の匂いのお母さん �#Scィ� 鼎C#ィ�

★海よ　海よ �#cy?｣B� 鼎S8���紕�

演歌船 都8胡�� �#��ﾓ��

★男の火祭り ��cY?｣B� �3#8��8ィ�

★男の港 �3��ャ2� 田3�2�

★男は浪漫 塔���8��� �##ャ��

★男岬～海の三代目～ ��3����ﾃB� �#S���8ィ�

男宿 �#s�胡b� 鼎Sxｺx�｣b�

★親子船 �#s����迭� 鼎cX��8コ�

★師匠 塔8ｺx�｣r� �#3(胡r�

おれの人生始発駅 �#cC�"� 鼎S���8�"�

★海峡の春 �#3X胡r� 鼎#�胡r�

海峡浪漫 ��ベ胡R� �3CX胡R�

カサブランカ・グッバイ ��ォ���釘� �3C)?｣B�

★河内一代男 �#sH���ﾃ�� 鼎c�������

帰港節 ��C3���� �3������

紀州街道 �#����8コ� �3c���8コ�

★北帰航 ��s�?｣B� �33x���釘�

★北の鴎唄 田�ｺx�｣"� �#�8��"�

★北のつがい鳥 �#s���R� 鼎Shｺt迭�

★兄弟酒 ��c(���絣� �3#���8コ�

兄弟船 ��X胡r� ��X��r�

★熊野灘 田8���� �#�Xｺx�｣��

来島海峡 �#�(��8ッ� �3c���8ッ�

佐渡の舞い扇 �##X胡b� 鼎��ｺx�｣b�

★山陽道 ��Cx���紕� �3�YI#B�

★時化酒場 ���8胡2� �3S�胡2�

★志摩半島 �#SャB� 鼎CCィ�

★下北漁港 ��cヲ� ��d#��

★鮨 ��C���8ィ� �#cャB�

★昭和北前船 鼎8��r� 鼎8ｺx�｣r�

★徐福夢男～虹のかけ橋～ ��CI?｣R� �3�(���絣�

粋将伝（すいしょうでん） �#CH��r� 鼎3�胡r�

★スケソウ大漁節 �#S塔2� 鼎CX��8�2�

★ステーション �#SXｺx�｣B� 鼎C�胡B�

★スペイン坂 �#滴ｺx�｣B� 鉄��ﾓB�

巌河男節 ��s8��8コ� �33�コ�

関の孫六 �#3hｺx�｣R� 鼎#(胡R�
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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�6x幄�B�

瀬戸の水軍 ��Sxｺx�｣2� �3�X胡2�

★泉州春木港 涛Y?｣b� �#Ccッ�

★だんじり ��3i+ﾈ�｣R� �#cH胡R�

★東海道 �#Cx��8ッ� 鼎33ッ�

★中仙道 涛���b� �#C�胡b�

博多純情 ��#仄x�｣R� �#Sxｺx�｣R�

★北斗船 鉄(ｺs�b� 鉄(胡b�

負けてたまるか �#����8ィ� �3csィ�

祭り唄 �##�ｺx�｣B� 鼎�x胡B�

★潜駅 �3������"� �3���"�

★夢・一本づり �#S8ｺx�｣b� 鼎3仄x�｣b�

龍神 �#��63b� �3ch��8ッ�

鳥羽一郎メドレー 
おとこ灘 �������ﾃ�� �#3�������

鳥羽一郎＆キム・ヨンジヤ 

予感 �##�cR� 鼎�Xｺx�｣R�

★酔ったほうが勝ち �#�H胡B� �3s(��B�

Tommyfebrua「y6 

jet，aime★jetlaime �#����8���� 鼎cc����

とみたいちろう 
★お～い北海道（）．mA北海道MAN） 都h��"� �##���"�

TOM・CAT 

ふられ気分でRock，nR011 �3s��� �3x��8���

ともさかりえ 
★エスカレーション ��s弌��2� �33x���2�

くしゃみ ���3��2� �3C������2�

★泣いちやいそうよ ���)?｣�2� �3S���8��2�

豊島ひとみ 

雪舞い 都��B� 都��B�

D「agonAsh 

Amproud �#C�c��� 鼎3X�����

SummerTribe �#C8���2� 鼎#�ﾓ�2�

静かな日々の階段を �#C���8���� 鼎3I?｣���

mO「「OW �#ベ���2� 鉄��ｺx�｣�2�

Lifegoeson �#cX��8��"� 鼎S���8��"�

DragonAshfeat．Rappagariya 

Deeplmpact �#3xｺx�｣��� 鼎#8�����

Trad帽Onal 

アニー・ローリー ���x��8��"� 田H��8��"�

ハツピ可Jトスデイ・トウ・ユーHappyB柑ldayToYou �3�ｺx�｣�B� �3�胡�B�

蛍の光～夕やけこやけ ���x������� 田H�������

DREAMSCOMETRUE 
Eyestome 塔9?｣B� �#3(��8ィ�

朝がまた来る �#���ﾓ�� 鼎�X胡��

あはは �#�Hｺx�｣�� �3c(����

雨の終わる場所 ��3xｺx�｣�2� �#cX���2�

嵐が来る ��c�ﾓ�� �3#h����

いつのまに �#Sx胡��� 鼎C8胡���

いつもいつでも～WHEREVERYOUAREDEuCEOUSVERSIDN～ ��cHｺx�｣�� �3#(胡��

WINTERSONG ��C����唐� �3�cモ�

笑顔の行方 都(胡��� �#�x�����

きづいてよ ��Sh胡�� �3�Hｺt唐�

決戦は金曜日 ����胡��� �#S(�����

GoOn．Baby！－universaJmix－ �#SX���纈� 鼎C���8ヲ�

gofo「旧 ��3X��8モ� �#c8���繧�

ThesignsofLOVE～スワン・プリンセスー白鳥の湖－～ ��c�胡�� �3��ﾓ��

SAYONARA ��#y?｣�"� �#SY?｣�"�

さよならを待ってる 都���8�"� �##x����"�

サンキュ． ��S�ﾓ�2� �3�xｺx�｣�2�

サンタと天使が笑う夜 ��#X��8モ� �#S8��8モ�

★・・・本人出演映像　☆…オリジナル映像 

歌手名・タイトルリ書聖弘志箭話芸諾 
7月7日、晴れ ��s仄x�｣b�l337匡】6 

すき ��SXｺx�｣B� �3�8ｺx�｣B�

好きだけじゃだめなんだ �#C�ﾓ�� 鼎3X����

SNOWDANCE �#33���� 鼎����8����

そうだよ ��ラ63��� �3Ci?｣���

太陽が見てる 涛�ﾓ�� �#S�����

24nLTWENTYFOUR／SEVEN－ �#Cx��8���� 鼎38�������

なんて恋したんだろ �##(��8モ� 鼎�ャ��

晴れたらいいね ����?｣�2� �#S(��8��2�

PEAC日 �#��?｣�� �3Sャ��

LAT．43’N～fo吋threedegreesnorthJatitude～ 塔���2� �##�?｣�2�

冬三昧にはまだ遠い ��C�?｣��� �3�c����

WHEREVERYOUARE ��Ch���2� �3�H���2�

未来予想図 涛���8ヲ� �#S�ヲ�

未来予想図Ⅱ ��#����2� �#3hｺx�ﾃ�2�

誘惑 ������ﾃr� �3Cy?｣r�

LOVET旧E ��C����纈� �3�h���湯�

LOVELOVELOVE ��chｺx�｣��� �3#H�����

RinglRing！Ring！ 塔�I#�2� �##������2�

ROMANCE ��s�ビ� �3#���8ビ�

忘れないで 涛����"� �#C����"�

TrioLosPanchos 

ベサメ・ムーチョ　BesameMucho �#3h胡�� 鼎#(枋��

TWILIGHTKIDS 

君のいないステーション ��#�ﾓ�2� �#Sh胡�2�

トワ・エ・モア 

誰もいない海 ��S��� ��X������

虹と雪のバラード �#�h��8コ� 鼎�(���絣�

とんねるず 

雨の西麻布 �3����� �3�胡��
一番偉い人へ �������� �#S#����

一気！ ���X��8��2� �#�h��8��2�

大きなお世話サマー 鼎9?｣��� 鼎9?｣���

大人になるな 涛絢x�｣��� �#S�ｺx�｣���

おらおら 鼎X���絣� 鼎X���絣�

がじやいも ��#�ﾓ��� �#Sxｺx�｣���

ガ二 ��SHｺt免ﾂ� �3�(�����

歌謡曲 �3#��"� �3'H8��"�

ガラガラヘビがやってくる 涛8ｺx�｣��� �#CH胡���

心めぐり 田i?｣2� �#������2�

情けねえ 塔h���"� �#3x胡�"�

フツフツフツってするんです ��C���8���� �3�h��8����

迷惑でしょうが… 鼎#ビ� 鼎(��8ビ�

YAZAWA 鉄X��8�2� 鉄WH8�2�

やぶさかでない �3X胡R� �3Xｺt迭�

NAHKl 

ANTLERS～鹿島アントラrズ～ ��3亜��� �#ci+ﾃ���

ナイアガラ・トライアンクリレ 

A面で恋をして ���x��8ヲ� �##H���纈�

内藤国雄 
おゆき ���������� �����8����

内藤やす子 
あんた �3仄x�｣8����������3�ﾓ2�

弟よ �#(胡"� �#(ｺx�｣"�

想い出ぽろぽろ 鉄���8��"� 鉄���"�

★CaHngYou ��s(���� �33�ｺx�ﾃ��

こころ乱して運命かえて �3H��8��"� �3H��8��"�

★NOMOREENCORE 塔���8�2� �#C�?｣2�

六本木ララバイ �#x胡2� �#xｺx�｣2�

※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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