
★・・・本人出演映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タイトル 偃�:韭訝�8ｨ4�4x5�6r�

17才 田8�����

SWEETCANDY ��店股�

素敵な誕生日 ��S3��

SNOWAGAlN �#�(ｺx�｢�

SOBLUE ��sHｺx�｢�

だいて（ラスベガス・ヴァージョン） 田h��8��

冷たい月 �#�X��8��

電話 �#�s��

夏の日 ��Chｺx�｢�

ハエ男（シングル・ヴァージョン） ��3h���

八月の恋 塔y?｢�

二人は恋人 ��S絢x�｢�

道 都�?｢�

ミラクルライト �#�����

休みの午後 ��s�股�

ララサンシャイン ����股�

LetlsGol ����?｢�

ロックンオムレツ～けらけ描ンキツキ／ボンキツキース～ ��C(���

私がオパさんになっても 涛������

私の夏 ��3(股�

渡良瀬橋 ��#������

森田健作 
さらば涙と言おう 鼎(ｺx�｢�

森田公一とトップ・ギャラン 
青春時代 ��x�����

森田童子 
ぼくたちの失敗 ��3���

森　昌子 

萱彩川 �3hｺx�｢�

空傷歌 �3(���

越冬つばめ �����

おかあさん �##h��8��

哀しみ本線：日本海 �#8股�

寒椿 ���ｺx�｢�

北寒薄 ������

恋は女の命の華よ �3��8��8��

孤愁人 �3X���

せんせい �#����8��

立待岬 ���?｢�

雛ものがたり 塔x股�

森昌子メドレー 
春待人 ���唐�

森害幸子 
★ふたりの日本海 �#塗�����

森村まり 
積木の森 涛8��8��

守屋　浩 

有難や節 ��ス�����

僕は泣いちっち ���i?｢�
■森山加代子 

白い蝶のサンバ �#�������"�

†月影のナポリTintarerfaDiLuna ��#h��8��

E　肘ナップルウリンセスPineapplePrincess ��#h�����

森山直太朗 

風口貝 �#��62�

さくら（独唱） �#ス���

太陽・ �#滴���

夏の終わり �#���8��

森山良子 
想い出のグリーングラス �6ﾄ�股�

オートチェンジャー用
リクエスト軋

205【∃12

353④11

311日13

360囲11

209【ヨ10

401811
365【∃11

304匡）14

264匡】13

316直I12

214【∃11

358囲12

328回13

338囲10

349【ヨ11

250【ヨ13

260囲12

257【ヨ13

504【∃12

471囲13

508匡）13

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�

禁じられた恋 �#�h��8ィ� 鼎�$#B�

この広い野原いっぱい �(ｺx�｣�B� �)+ﾄ��B�

森雄二とサザンクロス 
足手まとい �6ﾄ������ 都�胡���

★足手まとい－92 ��#T#B� �#S8��8ィ�

意気地なし �(��8ビ� �(��8ビ�

札幌の星の下で �#Sh胡B� 鼎C(胡B�

三の宮ブルース �#S����絣� 鼎3x���迭�

好きですサッポロ 鉄X���2� 鉄X胡�2�

ひとり占め �(��8�2� �(����2�

母性本能 �3x胡�B� �3x���B�

夜の甲府 �#C���8ッ� 鼎#sッ�

森雄二とサザンクロス＆真貴子 
）〔ふたりのシュビドゥバ 鼎h���絣� 鼎h��8コ�

森看里子 
★愛愁岬 ��ォｺx�｣R� �3C(ｺx�｣R�

★浮草情話 �3)63r� �3#ビ�

★浮雲 ��塔�"� �3Sc�"�

★浮舟の宿 �#��胡"� �3c�ﾓ"�

★おしろい舟 ��Ccィ� �3�H��8ィ�

★思い川 ��SH��8�"� �3�#�"�

★女の川 涛塔B� �#S�ィ�

★女の酒 鼎(��B� 鼎(胡B�

★女の春秋 �#ch��b� 鼎S(胡b�

★女の旅立ち �#ォ��8コ� 鼎s����ﾃR�

★恋情話 都�ッ� �#�H��8ッ�

★嵯峨野の女 塔H��B� �#3H��B�

★すみだ川雨情 �##Xｺx�｣�� 鼎������

★鳩のいる港町 �#C�ｺx�｣R� 鼎#h�#R�

★母衣（ははごろも） �#S�ｺx�｣R� 鼎3h胡R�

★雪の華 鉄h��8ビ� 鉄h���縒�

tMONGOL800 

あなたに �#c�ﾓ�2� 鼎SX胡�2�

小さな恋のうた �#c���8��2� 鼎SS��2�

琉球愛歌 �#sh���ﾃ�2� 鼎c#��2�

もんた＆ブラザーズ 

ダンシング・オールナイト ���c"� ���ﾓ"�

門田頼命 
お前が好きやねん　　　　l33812ll33812 

や 

矢井田　瞳 

★J，mHereSayingNothing �#C�ﾓ�B� 鼎3X胡�B�

★アンダンテ �#s)?｣��� 鼎S�&ﾆﾂ�

★OverTheDistance �#Ss��2� 鼎C3��2�

★チェイン �#�8���"� 鉄�x胡�"�

★Buzzstyle �#S�ﾓ�2� 鼎CXｺx�｣�2�

★一人ジェンガ �#��胡�"� 鉄�H���"�

★my’SWeetdar‖nl �#Cx��8��2� 鼎33��2�

★未完成のメロディ �#s亜��"� 鼎cH胡�"�

★Ringmybell �#cxｺx�｣��� 鼎S8胡���

★LookBackAgain �#ST#�2� 鼎C�����2�

野猿 

Selfish �##�?｣�2� 鼎�C��2�

Bec001！ �##i?｣�"� 鼎�(�����"�

★RshFight旦 �#S#ヲ� 鼎3���8ヲ�

yaenfront4menfeat．saki 

St∈汀 �#C�#�"� 鼎3S��"�

八神純子 

思い出は美しすぎて �38ｺx�｣�B� �39+ﾈ�｣�B�



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lリクエストNo． 

薬師丸ひろ子 
WindyBoy 田X��8ィ� �#�����紕�

風に乗って 塔(��8���� �#3�?｣���

語りつぐ愛に ���Hｺx�｣�� �#�(�#��

探偵物語 �(��8��� �#���

メイン・テーマ �3C��� �3H��8���

八坂有理 
★氷雨桟橋 �#ンビ� 鉄�3ビ�

★雪みなと �#cc���� 鼎S#����

矢沢永吉 
lSAYGOOD－BYESOGOOD－BYE 涛)+ﾈ�｣�2� �#C8胡�2�

アイ・ラブ・ユー，OK ���Hｺx�｣b� �#�(ｺx�｣b�
≡主≡ワb ��c8��8���� �3#�����
F弓エ 

ADAY ���3コ� �#�sコ�
あの日のように �#�8ｺt途� �3c�ｺx�｣r�

アリよさらば ��CXｺx�｣r� �3�8ｺx�｣r�

YESMYLOVE（愛はいつも） �33��2� �33��2�

愛しい風 田8���"� �#�X���"�

AnytimeWoman 涛Xｺx�｣�� �#Ch����

Oh！ラヴシック �##x胡r� 鼎�8��r�

共犯者 鉄H��8��"� 鉄H�����"�

鎖を引きちぎれ（SingleVersion） �#s(胡�� 鼎S�ﾓ��

THETRUTH �#C8胡�� 鼎#弌���

SOMEBODY，SNIGHT 田X���B� �#��ﾓ�B�

時間よ止まれ �#H��R� �#H胡R�

Still（SingleVersion） �#����r� �3S�ﾓr�

チャイナタウン �#�9?｣r� �3s�ビ�

東京 ��#仄x�｣�� �#Sx胡��

逃亡者1 ���cヲ� �##(��8ヲ�

長い旅 ���H������� �#�(��8����

ニューグランドホテル 鉄hｺx�｣��� 鉄h胡���

ひき潮 鉄X�����2� 鉄X�����2�

BIGBEAT 涛(胡�� �#C8胡��

PUREGOLD 都#���� �#�x�������

MARIA ��s�?｣��� �33x��8����

夢の彼方 塔8������� �#3(��8����

ラストシーン 塔X胡�"� �#3Xｺx�｣�"�

やしきたかじん 
★愛することを学ぶのに 鉄�ﾓ�� �#��胡��

あんた �3X胡"� �3X��"�

lCHIZU ���(������ 鉄���8���

大阪恋物語 �#��コ� �3c����絣�

想い出にて �#�(胡B� �3s�胡B�

東京 ��3)?｣B� �#c����紕�

泣いたら負け（シングル・ヴァージョン） ��c�胡�� �3�亜���

泣いてもいいか 涛x��8��� �#C�?｣��

なめとんか 塔�ｺx�ﾃ�� �##��ﾓ��

惚れた弱み ��度胡R� �3SXｺx�｣R�

未練～STILL～ 鉄�ｺs�R� 鉄�ｺx�｣R�

★もしも夢が叶うならば ��sx胡�� �33Xｺx�｣��

優しい女には毒がある ��c���� �3����8���

やっぱ好きやねん �3�+ﾈ�｣b� �3仄x�｣b�

やしまひろみ 
★お浜三味線 �#�����繧� 鉄�X��8モ�

八代亜紀 
★愛しても今は他人 �#亜��2� �#絢x�｣�2�

萱の終着駅 �#(������� �#(��8����

愛の執念 �#Cッ� �#H���綯�

愛の保件 鉄hｺx�｣"� 鉄h胡"�

愛ひとすじ ��H��8ッ� ��H��8ッ�

‾‾苛亨肝‾‾‾‾▼ 

★…本人出講映像　☆・‥オリジナル映像 

手動式用lオートチェンジャー用 劔 ��
ノ �8ｨ4�4x5�6x�h�ｨ�Tｨ�9�8���8ｨ4�4x5�6ye��B�

愛を信じたい 塔x胡r� �#3�ﾓr�

★あかんたれ ��CI?｣B� �3�#ィ�

あなたと生きる 嶋ｺx�｣�"� 嶋胡�"�

あなたに逢いたい ��Hｺx�｣�� ��H胡��

★あなたに乾盃 �#�H���絣� �3s#コ�

責方につくします �����8ッ� ������澱�

★あなたの背中に �#C8胡b� 鼎#弌�b�

雨の慕情 �#�ｺx�｣�"� �#�胡�"�

★あんた違いに来い ��sCィ� �33(���紕�

★命火 �3�ッ� �3�?｣b�

泡沫～UTAKATA～ ��ド胡R� �3CHｺx�｣R�

海猫 ��X胡B� ��Y+ﾄ釘�

★肺月夜 �#3Sッ� 鼎#����綯�

女心は潜の灯 �3��(ｺx�｣��� 田�ﾓ���

おんなの夢 鉄コ� 添?｣R�

おんな港町 �����8コ� ��塔R�

★カクテル 塔�ｺx�｣R� �##仄s�R�

★風のブルース �##(���綯� 鼎����8ッ�

★哀しみよ隣りで眠れ �#sX��8�"� 鼎c��"�

★かもめの歌 鉄���R� 鉄�胡R�

★カラス ��3�胡b� �#S�ﾓb�

★グアム慕情 �#3H胡R� 鼎#�ｺx�｣R�

恋歌 祷��8ヲ� 祷���纈�

恋瀬川 ��Hｺx�｣�B� ��H胡�B�

恋の彩 �#(胡�B� �#(���B�

恋は火の川 鼎Xｺs��� 鼎X胡��

★これからがある �#S(��8ビ� 鼎3���8ビ�

★最終ひかり 鉄�ｺx�｣��� 鉄�ｺx�｣���

★盛り場流れ唄 �#�x胡b� �3cX胡b�

★下町夢しぐれ 鉄�ﾓ�� �#��胡��

しのび恋 �#�ｺx�｣��� �#��ﾓ���

★新宿なみだ町 �#ベｺx�｣B� 鉄��胡B�

★とおりやんせ ��c�胡b� �3�仄xｸﾂ�

ともしぴ ����ｺx�｣�2� 田�胡�2�

★友の焼酎（さけ） �#cXｺx�｣"� 鼎S���"�

なみだ川 �8��"� �8��"�

なみだ恋 ��8��8��"� ��8��8��"�

涙の朝 �3��7H8��"� 田ャ�"�

涙の最終列車 涛��B� 涛��B�

★裸足のシンデレラ　　　　　　　28382　　　　46982 劔��

花水仙 �#s�ｺx�｣B� 鼎Sx胡B�

★花束（ぶ－け） 田���8ッ� �#�8��8ッ�

ふたりの夢 �#(��8�"� �#(��8�"�

舟口臭 ��汚�r� ���ﾓr�

★冬の恋歌 鉄h��b� 鉄h胡b�

ブルーレイン大阪 滴��8��� 鼎���

★ほんね ��滴���絣� �3S#��絣�

★港町純情 �3x���� �3xｺx�｣��

港町絶唱 堵H�迭� 田コ�

もう一度逢いたい 塔��2� 塔��2�

★雪のれん 涛X胡R� �#Chｺx�｣R�

★竜二 鼎���8ィ� 鼎�ィ�

八代亜糸己メドレー 
みれん心 ��#8ｺx�｣2� �#s�胡2�

八代亜紀＆ミスターX 
★水割りのセレナーデ ��S�H�絣� �3�����絣�

八代亜紀・桂　三枝 
★熱海あたりで 涛����ﾃR� �#C�コ�

八代亜紀、神野美伽、多岐川舞 倡���}���*�+9Oﾂ�

春夏秋冬ふられ節 �#ス����2� 鼎s�����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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歌手名・タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

八代亜紀、安岡力也、＠rittleb ���
■グアムのうた～グアムぼって、うたって。～ �#3963�2�

安田一葉 
★大阪BoRoRo �#c�モ�

★歌票（かな） �#s8��8ビ�

★かもめの街 �#3(����

★化粧 �#SY63r�

★空に刺さった三日月 �#�8胡��

柳沢純子 

あなたに片想い ��8胡��

柳　ジョージ 
★愛しき日々（Hometown） ��3h��8��2�

★JT一二ング（SingleVersion） ��sx��8ヲ�

フォー・ユア・ラヴ ������B�

夢を追いこして ��S(胡��

矢野顕子＆宮沢和史 
二人のハーモニー ��cx�������

矢野裕子 
★清々物語 ��3h��8�"�

バラの香水 �#��?｣b�

★冬枯れの町から 塔x胡"�

矢吹　健 

あなたのブルース ��H���縒�

うしろ姿 ������2�

女の爪あと �##ヲ�

矢吹専任 
★恋情話 ��S���8���

★春の足音（こえ） �##8������

★水に咲く花 ��sxｺx�｣"�

★夫婦純情 �#�弌���

★夜明けの別れ ��店胡��

山内恵介 
★海峡雨情（かいきょううじょう） �#cH胡b�

★二十才の酒 �#ス胡���

★霧情 �#S8胡��

山内　覧・和泉雅子 
二人の銀座 �#3���

山岡浩二 
もうさよならですか �3��(ｺx�｣�2�

山形くるみ 
★潮 �#�8胡"�

★北の恋祭り �##x��8���

★光る海 �#�X��8���

★祭り �#�(ｺx�｣��

山形県民謡 
花笠音頭 �#S�2�

真室川音頭 �#X�������

山川圭子 
うるわしの琉球 度ｺx�｣��

山川　豊 

愛待草より 鼎(��R�

★真空えてよかった �#C8ｺx�｣B�

★アメリカ橋 �#�Xｺx�｣B�

男のららばい �#�H����2�

★面影本線 ��S仄x�｣B�

★きずな ��3(ｺx�｣R�

こころ花 鉄(��B�

★酒場のろくでなし ���(���紕�

★酒は男の子守歌 ��sH��2�

放浪ごころ 嶋��8ィ�



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 修正掬lリクエストNo． 

山下達郎 
いつか晴れた日に �#��ﾓ�� �3ch胡��

EndJessGame 都8���"� �#�粟d��"�

クリスマス・イブ 鉄x��8��� 鉄y?｣��

GETBACKINLOVE 鉄3���� 鉄8��8����

さよなら夏の日 塔Hｺx�｣�� �#3H胡��

世界の果てまで ��s(������� �33���8����

B】ow 涛X胡��� �#Ch胡���

へlコン �#�H���縒� �3c(���縒�

LoveCanGoTheDistance �#38胡�� 鼎�仄x�｣��

山下ひろみ 
★夕月夜 �#S���8���� 鼎3s����

やまだかつてないWINK 
さよならだけどさよならじゃない 塔8��8��2� �#3(�����2�
“T”intersection～あなたに戻れない 都c��"� �##���"�

山田邦子・高嶋政伸 
★どうするの赤坂 都�ﾓR� �##X胡R�

山田晃士 
ひまわり ��CHｺx�｣r� �3�(ｺx�｣r�

山田真二 

哀愁の街に霧が降る ��C3モ� �3�����繹�����

山田太郎 
★以J封云心（いしんでんしん） �#s�ｺx�｣"� 鼎Sh��"�

★恩義 都Hｺx�｣"� �#��ﾓ"�

新聞少年 ��ゴ��B� �3C8��8��B�

★大黒柱 �#ベ��R� 鉄��胡R�

大和さくら 
★合縁橋 都h胡R� �##�胡R�

★王将一代小春しぐれ 鉄�63B� 鉄���8ィ�

男鹿半島 塔���8��� �#3���8���

★キブンは赤い夕陽の≡度笠 田(���綯� �#�H���綯�

山根康広 
あの時のように ��C(胡��� �#s�ｺx�｣���

★Ye日を署に（SingleVers盲on） ��S���8ヲ� �3�塔��

★Eve「yone ��S���8���� �3�x�������

★GetALongTogethe「 ��38胡�2� �#c�ｺt��2�

★恋という名の翼 ��cGH8��"� �3#(�����"�

山本智子 
★海峡花火 �#3c��� 鼎#(��8���

★北常 �#C����R� 鼎#x胡�R�

★東京雨ん中 �#cX��8モ� 鼎S���8モ�

★ぼんぼり小路 �#ォ���� 鼎s�����

★迷い橋 �#Sh���2� 鼎C(x��2�

山本譲二 
★あなたしかいらない ���8ｺs�B� �3S�YsB�

★生きる �#s塔B� 鼎cSィ�

★いつまでも‥・沖縄 �##(��8コ� 鼎�ャR�

美しい大地よ ��ヨ��R� �3Chｺx�｣R�

★えくぼ 田�ｺx�｣R� �#�(ｺx�｣R�

★奥入瀬 塔H���絣� �#3H��8コ�

奥州路 �����8�2� �����8�2�

★男詩 �3�モ� �3����繧�

★おまえと生きる �#s(ｺx�｣B� 鼎S絢x�｣B�

★おまえにありがとう �#C仄x�｣R� 鼎3Xｺx�｣R�

★俺がいるじゃないか �#��ｺx�｣R� �3c絢x�｣R�

★関門海峡 ��C弌�2� �3�xｺx�｣2�

★北信歌 �#亜�"� �#亜�"�

★君の歌になろう ��涛コ� �3Sx���絣�

★きらめく風の中で ��S仄x�｣R� �3�x�ｸﾏ迭�

酒がたり �#ド��8ヲ� 鼎s(���纈�

許ぎ訂■ 劔��

★・・・本人出演映像　☆‥・オリジナル映像 

歌手名・タイトル　栗莞照。．ノ忘箭芳書宗諾l 
★放浪～さすらい～ �#ピ�2� 鉄������2�ゆや 

★しあわせの青い鳥 �#SャR� 鼎CH��8コ�

湘南哀歌 �#�����"� �#��"�

★外は雨が‥・ �#�x��8コ� �3cX��8コ�

竹とんぼ ��#�63b� �#Sx���綯�

旅の終りはお前 �8胡2� �8ｺx�｣2�

★都会の子守歌 �#cH枋"� 鼎S�枋"�

★時は流れても 都�ｺx�｣b� �#�Y+ﾈ�｣b�

★花染められて ��C���8ォ�R� �#c塔B�

★花も嵐も �#3I?｣R� 鼎#�コ�

★ひとりで泣くなよ 田xｺx�｣r� �#��ｺx�｣r�

★ふるさとのはなしをしよう �#滴ｺx�｣2� 鉄�絢x�｣2�

★望郷しぐれ �3x胡�� �3xｺx�｣��

★棒の哀しみ ��S8���綯� �3����8ッ�

みちのくひとり旅 滴胡��� 滴ｺx�｣���

★夢・想・人～MUSOUJJN～ ��38��8ィ� �#c����紕�

★夜叉のように 鼎(胡�� 鼎(胡��

夕陽 鼎絢x�｣��� 鼎絢x�｣���

★夢街道 ��cXｺx�｣B� �3#8ｺt釘�

★揚子江 涛cコ� �#Csコ�

山本譲二メドレー 
絆 ����ﾓ�� �#3�胡��

山本譲二＆やや 
★だから…そうね ��shｺx�｣b� �33H胡b�

山本譲二・叶和貴子 
★黄昏にふたり ��S���8ッ� �3�塔b�

山本達彦 
夏の愛人 �#塔�� �#���8ヲ�

山本リンダ 
こまっちゃうナ ��C8ｺx�｣�� �3��ｺx�｣��

どうにもとまらない ���xｺx�｣�B� �##Hｺx�｣�B�

狙いうち 塔�ﾓ�B� �#3仄x�｣�B�

やや 

★愛は切なくて（ALoverSpurned） 塔�ｺx�｣2� �##�ﾓ2�

女冥利 鉄s�2� 鉄x��8�2�

夜霧のハウスマヌカン �3S�2� �3X����2�

★LAMBADA 都�胡�B� �#�H胡�B�

ヤング・フレッシュ 
☆妖怪大作戦～河童の≡平～妖怪大作戦～～ �������� �33仄t鳴�

ヤング・フレッシュ、ヴォーカル・ショップ 
☆忍者マーチ～仮面の忍者赤影一一 ��sX胡B� �338ｺx�｣B�

ヤン・スギョン 

愛されてセレナーデ 田�����"� �#�3�"�

いつかきっと微笑みへ 涛Xｺx�｣2� �#Ch胡2�

★泣きながらほほえみながら愛しながら ��C�胡�� �#c仄x�｣��

涙の虹を渡れば 塔8胡B� �#3(胡B�

ヤン・チェン 
★大阪RainyBlues　　　　　E286E）13　　　472E）13 

★倖せのむこう側　　　　　1273回9　　　　459図9 

★運恋（ヤオレン）　　　　l290回9　　　504匡）9 

ゆ 

憂歌団 

胸が痛い，9lNEWVERSlON ��#X�����2� �#S3��2�

又紀仁美 
★きっと平気 ��CX�����2� �3�8��8��2�

Yuming＋PocketBiscuits 

MHlennium �#3Xｺx�｣��� 鼎#�胡���

ゆかり＆コロッケ 
★でもネかもネ…夢の中 ��度胡B� �3SXｺx�｣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 �8ｩ&ｨﾄ茁��)Vb�
YOKt 
dragms－danc8－エ択一の冒馴YFAⅧER’SDRAGON～ ��店���� 

YUKl 

theendofshite �#cs��"� 

由紀さおり 

手紙 鼎亜��B� 

挽歌 鉄(胡"� 

ゆらゆら 鉄������� 

夜明けのスキャット ��#(胡b� 

両国橋 鉄�胡"� 

ゆず 

隠呼、青春の日々 �#3塔��� 

★アゲイン2 �#cX��8���� 

いつか �##�?｣�B� 

★からっぽ �#�汚���� 

★恋の歌謡日 �#c絢x�｣��� 

呼吸 �#��������� 

心のままに �#3(��8���� 

サヨナラバス �###��B� 

スミレ �#�(胡��� 

3カウント �#SWH8���� 

飛べない鳥 �#CXｺx�｣��� 

★夏色 �#�x�����"� 

★またあえる日まで～ドラえもん～ �#shｺx�｣��� 

ユニコーン 

すぼらしい日々 ��S����纈� 

大迷惑 ��#�������� 

MaybeBJue ��#���8��"� 

湯原昌幸 

雨のバラード �#x��8��"� 

★嘘でもいいの �#38ｺx�｣"� 

★人生半分 �#C���8�2� 

時間を止めて �#�Xｺx�｣"� 

★冬桜 �#����B� 

★夢なかば �#s#コ� 

弓　純子 

★三陸海岸 ��3H������ 

★せめて10秒 塔hｺx�｣"� 

由利あけみ 

熱海ブルース �������纈� 

YURJMARl 
★lovelovedreamer　　　l215E）131 

よ 

横浜銀蝿 

ツツパリHighSchooIRock．nRolI（登校副 ���X��8ッ� 

横山輝－ 
★SOMEDAY ��38��8ヲ� 

★TryMyLove ��SI?｣�� 

★Lov軒You ��3�63��� 

吉　幾≡ 
★哀のブルース ��嶋ｺx�｣R� 

★岩木川 �������綯� 

★エレジー～哀酒歌～ ��s���8コ� 

おじさんサンバ ���X���湯� 

★男ってやつは… �#�(ｺx�｣�� 

★男の船唄 ��CH胡b� 

★俺ら東京さ行ぐだ �#x胡"� 

俺はぜったいプレスリー ���X���繧� 

★女のかぞえ唄 塔絢x�｣r� 

海峡 鼎(ｺx*�� 



’t‾　‾‾‾領事訂‾ 

★・・・本人出演映像　☆・・・オリジナル映像 

歌手名・タイトルリ書聖珊。．忘講話裟認 
★刊ower ��ヨｺx�｣����3CgH盲���ゆ よ∋ 

HEAVEN，SDRIVE �##8�����鼎�仄x�｣���

LiesandTruth �#3�ｺx�｣���鼎�x�����

LOVEFLIES �#3)?｣��鼎�ャ��

リー・ケイスク 
いそしぎ ��3Xｺx�｣�� �#c8����

RIKl 
☆欲望の街 �#Sc���� 鼎C(��8����

李　香蘭 

夜来香 ������8��"� 田�?｣�"�

Re：Japan 

★明日があるさ �#c���8���� 鼎Cx��8����

李　成愛 

愛してます（サランへ） �#h胡B� �#h��B�

雨降る湖南線 �#h胡b� �#hｺx�｣b�

カスマフゲ（胸がせつない） �#h胡�� �#hｺx�｣��

悲しい微笑 �#cィ� �#cィ�

かりそめの妻 �#h���纈� �#cヲ�

黄色いシャツ �3��H���2� 田xｺx�｣�2�

君恋し営コ己惇1 �#h�����"� �#h�����"�

淋しき旅人 �#h胡��� �#hｺs����

ソウルよさよなら �#hｺx�｣�� �#h胡��

他郷等し �#h��8��2� �#h��8��2�

誰が泣く≒フ日量別 �#h���縒� �#h���途�

つぼま娘 �#h胡�B� �#h胡�B�

大田ブルース �#h��R� �#hｺx�｣R�

どうしたらいいの �#hｺx�｣�2� �#h���2�

泣きながら越える丘 �#h��8�2� �#c�2�

納沙布岬 �#h��8��B� �#h��8��B�
■　釜山港へ帰れ �#h胡�� �#h胡��

故郷の雲コ奮望 �#h胡�"� �#h胡�"�

ふるさと無情 �#hｺx�｣��� �#hｺx�｣���

三アリ峠 �#h胡"� �#hｺx�｣"�

木浦の涙 �3���?｣��� 田8��8����

離別（イビョル） �3��IYs�"� 田y���"�

iRIPSLYME 
楽園ベイベー �#sh������� 鼎c#����

One �#ch��8���� 鼎S#����

・LittLeKiss 

A．SA．P． ����胡�"� �3C�ﾓ�"�
■Littlebach 

★眠れぬ美女 ��Sx������� �3�X��8����

：竜　小太郎 

★姫つばき �#塗�����2� 鉄�������2�

★HO－NEまで愛して �#��ヲ� 鼎cx���纈�

竜　鉄也 

哀愁の高山 ���ｺx�｣2� ����ｸ欣2�

琴　奥飛騨慕情 塔�8���� 塔����
：人生二人三脚 店胡�B� 店胡�B�

★旅の宿 涛8��B� �#CH胡B�

紬の女（つむぎのひと） 店�����"� 店�����"�

★土佐恋慕情 鉄8ｺx�｣�� 鉄8ｺx�｣��

★北陸流れ旅 鼎Hｺx�｣b� 鼎Hｺx�｣b�

屋台酒 �3#���� �3(�������

山の駅 �3��#��B� 田������B�

別れ雪 �3��B� �8�����B�

貰貰 

★大阪湾 ��#�����2� �#Sx����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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歌手名・タイトル 偃�:韭駢��オートチエ リクエストNo．修正欄リ 

りりイ 

私は泣いています ���x��B� ��

リルキューブ 
★階段の一番上 �#�������"� ��ﾒ�

LINDBERG（Lindberg） 

★会いたくて～LoverSoul～ ��38��8���� �"�

lMISSYOU 涛#��"� �"�
★明日は明日の風が炊く ���8ｺx�｣�"� �,"��(爾�

今すぐKissMe 田�ﾓ�� �"�

★everyIittlethingeveryp「eciousthing �������� �,"�

★GAMBAらなくちやね ��CHｺx�｣�� �,"�

★署のいちばんに・・・ ��sx������� �,"�

☆G「eeneyedMonster ���8��8���� ��

★恋をしようよYeah！Yeah！ 涛H胡��� �"�

さよならBeautifuLDays ��#S���� �"�

★さよならをあげる ��c���8���� ��(���

JUMP 都8����� ��ﾈ����｢�

★Sugarfree ��鉄ッ� ����

大キライト平成イヌ物語バウ～ ��C絢x�｣R� ����

★だってそうじゃない！？ ��3x胡r� ��ﾈ�R��｢�

DreamOn抱きしめて 都ャ�"� ��ﾈ����｢�

★BEuEVElNLOVE 塔x���綯� �"�

胸さわざのAfterSchooL ��3�胡�2� �"�

★もっと愛しあいましょ ��s(��8��"� ��(�����

る �� ��

RUl 

月のしずく �#�)?｣�"� 釘�

ルー大柴＆佐野啓子 
★覚えてないんです ��#s�2� �"�

Rouge 

★PLAYBACKPART2 �#�(胡�2� 釘�

LeCouple 

Sofa �#�(胡�"� �,"��(�H���

ひだまbの詩 ��嶋ｺt��"� �,"���｢�

LOOK 

シャイ二ン・オン君が哀しい 都h胡�2� �"�

LUNASEA 
★lforYou �#�(胡�� �2�

★JNSJLENCE ���)?｣��� �2�

★ENDOFSORROW ��s�63�� �2�

★g「avity �#3x枋�� 釘�

★SHlNE �#��ビ� �2�

★STORM �#�ャ�� �2�

★DESIRE ��s(���唐� �2�

TONIGHT �#3�ﾓ�� 釘�

★TRUEBLUE ��Sh������� �2�

MOTHER ��c�ｺx�｣�� �2�

★LOVESONG �#Cx胡�� 釘�

★ROSIER〔ロージア〕 ��S���"� �2�

．i �� ��

REIKO 
★夏以上秋未満 ��度�����2� �2�

LAZYLOU，sBOOGIE 

★いつもそこに君がいた～YAWARAト 涛h����� �"�

RayCharles 

いとしのエリー　EHieMyLove 田������"� �"�

レインボーハーモニー 
☆レインボー戦隊ロビン～レインボー戦隊ロビン～ ��sX����� �2�

Le・シート 

領収証，99 �#33��� 釘�



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�

マイ・ロンリイ・グッバイ・クラブ 田弌���� �#�8胡���

和田アキ子 
逢いたいうちが華だから ��c�枋�� �3��ﾓ��

★愛、とどきますか 涛h��8ィ� �#Cx��8ィ�

★あの鐘を鳴らすのはあなた－ニューバージョンー 塔X��8���� �#3S����

今あなたにうたいたい �#3cッ� 鼎##ッ�

W川Way ��3(ｺx�｣2� �#c�胡2�

運命～DESTINY～ �#c(��8ビ� 鼎C���8ビ�

大阪ヘヴィーレイン 涛X���� �#Ch����

即）ように空のように－lT7SONLYMYHEART－ ���8ｺx�｣�� �3S�胡��

河－River－ �#�Cッ� �3c(���綯�

がんばって ��c8ｺx�｣2� �3#�枋2�

さあ冒険だ～ひら冊ンキツキ／ボンキツキース～ �##h胡b� 鼎�(ｺx�｣b�

★抱いてサンバナイト ��3x胡B� �#cXｺx�｣B�

★抱かれ上手 都�ｺx�｣B� �#�H胡B�

★だってしょうがないじやない 鉄8胡2� 鉄8��2�

どしゃ降りの雨の中で �#CS��� 鼎3���8���

＝杯目のお酒 ��ｺx�｣2� ��ｺx�｣2�

古い日記 �#Sh��8�"� 鼎C#�"�

抱擁 鼎����綯� 鼎ャb�

★Mother ������8��� �33���8���

真夏の夜の23時 �#�(���綯� �3s����綯�

★やじろべえ ��S���8��� �3����8���
’左F 琴戸 �#������ �3S�ﾓ��

★よくやるね 塔8胡�2� �#3(���2�

実って許して ��C8ｺx�｣"� �3��ｺt�"�

和田育児 
★上野発 �##h������� 鼎�(�������

★人生列華 �#s8��r� 鼎S�cr�

★青春は終わらない �#CX胡"� 鼎3�ｺx�｣"�

★花よ鳥よ �#S(��8��� 鼎3���8���

★望郷歌 �#��ｺx�｣R� 鼎chｺx�｣R�

★雲の花 �#���8ッ� 鉄�8���綯�

★夢さすらい �#c�胡�� 鼎Ch����

★別れの海峡 �#3X���� 鼎#�����

渡辺　徹 

約束 �3��亜��� 田8ｺx�｣��

渡辺はま子 
愛国の花 �#3cビ� 鼎#(���縒�

雨のオランダ坂 �##�����"� 鼎�s�"�

桑潜のチャイナ街 ����?｣�"� �3C���8��"�

支那の夜 ��#���8コ� �#38���絣�

忘れちやいやよ �#����"� 鉄�Y+ﾈ�｣"�

渡辺はま子・宇都美清 
ああモンテンルパの夜は更けて �������ﾃ�2� �3C���8��2�

渡辺ひろ美（渡辺博美） 
★あばれ船 �#Cx��"� 鼎38ｺx�｣"�

★いじわる海峡 都���8�2� �##Y?｣2�

いのちの波止場 ��#X��8�"� �#S9?｣"�

海峡列車 �#3仄x�｣�� 鼎#Y+ﾈ�｣��

★かもめ駅から ��3���"� �#S�ﾓ"�

★紅の雨 �#SY?｣b� 鼎C�?｣b�

★SANOSANOSA �#��胡r� 鉄�X��r�

★曽根崎しぐれ �#sHｺx�｣r� 鼎c���r�

★出船恋唄 田h胡2� �#�弌�2�

渡辺正典とヒットエンドラン 
☆闘魂こめて～読売巨人軍～ ��s絢x�｣�"� �33h���"�

渡辺真知子 
かもめが翔んだ日 �3��(��"� 田弌�"�

迷い道 �3�����8��2� 田3��2�

歌手別 劔��

★…本人出衰映像　☆・・・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�
修正柵 �8ｨ4�4x5�6y�R�り れ る芸 

メソポタミア・ダンス 涛(��8���� �#C8��8����

渡辺マリ 

東京ドドンパ娘 ��C8��B� �3��胡B�

渡辺美里 

いつかきっと ��#���8���� �#Ss����

悲しいね 鼎���8ビ� 鼎���8ビ�

署の弱き 鉄x��8ィ� 鉄x��8ィ�

クリスマスまで持てない～雪だるまVersio〔～ 涛���8���� �#C���8����

恋したっていいじやない 鉄�������� 鉄�����

シンシアリー［ShlCerely］ ��c�ｺx�｣��� �3�弌����

チェリーが3つ並ばない ��S������"� �3�������"�

虹を見たかい 都���"� �#�H��8��"�

BEuEVE �3�ﾓ��� �3�ﾓ���

MyRevoIution �38胡2� �38ｺx�｣2�

真夏のサンタクロース ��Cs��2� �3�Y?｣�2�

メリーゴーランド ��#絢x�｣�� �#Shｺxｸﾂ�

LongNight �3x�����"� �3x��8��"�

和田弘とマヒナスターズ 
★抱かれて卜da・ka・re・te 田�胡B� �#�(��B�

男の夜曲 ��塗�����R� �3SI?｣�R�

お百度こいさん ������8��B� �3C������B�

泣かないで �3�����8ッ� 田3ッ�

泣きぼくろ �#����8��R� �3S���8��R�

惚れたって駄目よ ������8��R� �3C���8��R�

ワン・レイ二一・ナイトイン・ト一幸ョー �#C���� �#H�������

和田弘とマヒナスターズ・多摩幸子 
北上夜曲 都コ� 都コ�

渡　哲也 

あいつ ���ﾓ�� ��亜���

あじさいの雨 ������� ��ｺx�｣���

雨降り花 鼎Hｺx�｣r� 鼎Hｺx�｣r�

ありんこ 塔�胡R� �##�ﾓR�

逢坂川 ��x��8��2� ��s��2�

くちなしの花 ������繧� ��塔��

子方径人 鉄�ﾓ�� �#������

青春ぽんから 田�コ� �#�3コ�

日等れ坂 鼎c��� 鼎h������

ひとり ���ｺx�｣B� ���ｺx�｣B�

ほおずき ���(��8コ� 鉄塔R�

水割り �8胡b� �8ｺx�｣b�

みちづれ ��(��8ビ� ��(���縒�

無理をするなよ 祷胡"� 祷胡"�

流氷の街 �3�胡�2� �3��ﾓ�2�

渡哲也メドレー 
王刀 フモ ��#8ｺx�｣�� �#s��#��

渡　哲也＆いしだあゆみ 
わかれ道 �3弌�R� �3�ﾓR�

渡　哲也・多岐川裕美 
めぐり逢いしのび逢い ��gH8��3���ﾃ�h�����2�

渡哲也・牧村三枝子 
★花あかり ��c�胡R� �3�仄x�｣R�

渡　哲也・松坂慶子 
ラストシーンは見たくない 鉄h��8コ� 鉄h��8コ�

わらベ 

めだかの兄妹 �3��(胡�B� 田�ﾓ�B�

もしも明日が �#����4ｨ��｣#�ｺx�｣�2�

WANDS 

愛を語るより口づけをかわそう ��3(���纈� �#c���8ヲ�

恋せよ乙女 ��3H���� �#c(胡��

声にならないほどに愛しい ��3�ｺx�｣��� �#S仄x�｣���

※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��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチ �4x985x88�ｹw��修正棚 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

蘇わいたマシンガンで手を撃ち抜こう～ドラゴンポ」レGト ��祷胡�� �3Sxｺx�｣��

SecretNight～lt’sMyTreat～ ��S���8ッ� �3�sッ�

Jumpin’JackBoy ��3�ﾓr� �#cxｺx�｣r�

SameSide ��s(��8ヲ� �33���8ヲ�

世界が終るまでは…～スラムダンク～ ��Cx��8ビ� �3�X��8ビ�

世界中の誰よりきっとくParlⅡ〉 ��#x胡�2� �#SX胡�2�
…でも君をはなさない ��38��8モ� �#c����繧�

時の扉 ��3���8ヲ� �#S���8ヲ�

もっと強く抱きしめたなら 涛�ﾓ��� �#S�ｺt免ﾂ�

WORSTCRlME～Abwtarockstarwhowasaswhdler～ ��scビ� �33H���縒�

歌手名1タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�?�,�5�6t蹂�B�オートチェンジャー用 修正欄 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

l 
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