
★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

※手動式用リクエストナンバーの「P」はPLPシリLズです。



★…本人出演映像　☆…オリジナル映像
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270匡〕11 ��354匡】11 

★だいじな人だから �#sHｺx�｣R� �3S��ｸﾏ迭�

★つんつん津軽 �#3�����2� �3#(����2�

★星になった人 �#祷����"� 鼎������"�

★夕焼けが泣いている �#c弌�2� �3S8��2�

林　伊佐緒 

高原の宿 �#cX���紕� �3C���8ィ�

★ダンスパーティーの夜 ��Hｺx�｣r� ��Hｺx�｣r�

露琶人草の歌 �33Y?｣�� 鼎CwH8���

：林田健司 

胃いイナスマ �#�����繧� �#cX���唐�

CrazyFunkyDown �#�y����� �3�������

SHERRY 都Xｺx�｣��� �##gH謫���

林　哲司aC．C．ガールズ 
★世界で一番せつない夜に　　l96【∃111　l249811 

林　るり子 
★この壁に �3��������� 鼎�#����

★なさけ川緑歌 �#c(����"� �3Ch����"�

★酔町川 田xｺx�｣�"� �#�hｺx�｣�"�

まやせひとみ 
★雨よ降れあの人に　　　　l47【ヨ4l　l4784 

速水けんたろう・茂森奄ゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 
☆だんこ3兄弟～おかあさんといっしょ～1282813l　l366【∃13 

早見　優 

★西暦1986 滴������ 滴��8���

★PASSlDN 滴ｺx�｣�� 滴����

バラーズ 
☆漁浩の恋の物ぎ吾 �#S絢x�｣�� �3C(ｺx�｣��

★有線よありがとう �#祷������ 鼎��H����

バラクーダ 
★演歌・血液ガッタガタ �3(�ｸ謫�B� �3(ｺx�｣�B�

P116匡】9 ��203囲9 

★日本全国酒飲み音頭 鼎IYsr� 鼎H��r�

原　沙粒 
★秋雨の海　　　　　　　　1246回3l　l330囲3 

原　大輔 
★秋冬 滴ｺs��� 滴胡��

4匡）2 ��4匡】2 

原田ヒロシ 
★はぐれ雲　　　　　　　　166【ヨ21　】21582 

原田ゆかり 
★女‥そして女 鼎�����"� 鼎塔"�

★風はこんやも北々西一西海恋絶唱一 田絢x�ﾃ�� �#�絢x�｣��

★元禄花見踊り �#Ci?｣2� �33��2�

★さだめ花 �#h��8��B� �#c��B�

★大勝負 都h��8�2� �##s�2�

★つれあい 鉄亜�b� �#�H胡b�

320t勾91　　432匡】9 

！原田ゆかり＆香田晋 

★擢　　　　　　　　　　　l87回1l　l239囲1 

．原田悠里 
★愛の河 �3仄x�ﾃ2� �3�ﾓ2�

★存じさい橋 �#3(����2� �3�h����2�

★安曇野 ��H�����2� ��C��2�

★おもいでの宿 都�+ﾈ�｣B� �##仞c�B�

★おんな坂 �3#8���紕� 鼎3X��8ィ�
■★女の冬航路 涛8��B� �#Chｺx�｣B�

★木宮路の女 祷�俶���� 痘Hﾏ����

★琶丹 �##�ｺx�｣B� �3�Xｺx�｣B�

★三年ぶりの人だから �3�弌�2�1421匡】3 剏v 
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★…不人出宗映像　☆…オリジナル現像

歌手名・タ　イト　ル

★信溜路ひとり

★ひとり旅立ち

★ビロードの夢

★みちのく雪灯り

ハートせつなく

ポカソ伽ソと雨が頗る～レイニーナイトインプJト～

春野百合子・中村美律子

★一円玉の旅がらす

出世音頭だよ！

★居酒屋チェジュ

★海になれなれ夢の中

★ヨコハマ・コンチェルト

ぽんばひろふみ

★「いちご白雪」をもう一度

BUMP OFCHICKEN

B．R．B． 

YOKDHAMAFIGHTONト横浜Fマリノス～lP126回1lF　　r252回11 

B，Z 

萱のままにわがままに　郎召だけを停つけない 涛(ｺx�｣r� �#CXｺs�r�

紅い陽炎 塔y�ﾓ�"� �#3��ｸ謫�"�

熱さ鼓動の果て �3#����纈� 鼎C����纈�

ALONE 都h�俶���� �##xｺx�｣���

63画9 ��210区】9 

愛しい人よGoodNight・・・ 田Cヲ� �#�(��8ヲ�

Ult「asoul �3���ｹ�s�� 鼎#8�ｸ謫��

205【司6 ��259騒〕6 

GIM腔YOURL0VE　不相のLOV［DRlV［R～ 田Ч,ﾒ� �#�ャ��

ギリギリchop～名探偵コナン～ �#ォ���綯� �3c����綯�

88回8 ��241匡】8 

CdHng �#Sh���繧� �3C�?｣��

GDLD �3�y5��ﾃ�� 鼎#����纈�

孤独のRuna〟ay 都X���繧� �##h��8モ�

今夜月の見える丘に �#滴��ﾓ�� 鼎�h胡��

さまよえる青い弾丸 �#cx�俶途� �3S���r�

272匡）7 ��356匡】7 

juice �3��ｺx�｣�� 鼎�9.ｨ�｣��

JOY 涛(ｺt唐� �#CY6��ﾃ��

傷心 �#Cc���� �33�����

307薗8 ��419回8 

ZERO 塔dT途� �#3����縒�



ノ �8ｨ4�+�+�5�6x�c��B�做9�8ｼ"�リクエスト仙 

★CANDYGrRL �##3ビ���30787 

226日6 � �3�����澱�

★Some由y �#s�.ｨ�｣�"���362区】12 

323因12 � 鼎3Xｺx�｣�"�

287匹）11 � �3s�ｺs����

★Sexy． �#3R�11 ��319 ����

★体温 �#ヲ�8 ��401 唐�

bymyseIf �#C2�7 ��327 途�

★PrOgreSS �#shｺx�｣�����360囲10 

★problem �#SH������338囲9 

★LOVE2000（ラヴ二セン） �#涛������411【∃11 

一夢 

★女ごころ　　　　　　　　l44〔司81　144匡】8 

日野美歌 
★越後路育知らず ��S��B���15814 

★恋 鉄GH�綯���5486 

★待ちわびて ��Xｺx�｣�B���15匡】14 

★恋慕 ��S�����1581 

★六本木バツイチ �#S��"���334【ヨ2 

日野実歌・契司朗 
★涙のナイトイン東京　　　　さ　55【ヨ11　l5581 

氷室京介 
UrbanDance 都仄t牝����230区〉10 

ANGEL ����X���湯���66【∋9 

★KrSSME 塔ャr���241【ヨ7 

GoodLuckMyLove 塔弌�b���242匡16 

5888 � �#�H���唐�

★SQUALL �#C).｣����326固8 

★STAY �#3��ﾓ����323回8 

287【∃8 � �3s����繧�

★ダイヤモンド・ダスト �#�ｺs�r���401匡】7 

★魂を抱いてくれ �##����繧���313【ヨ8 

P105【］10 � 田h�������

253〔勾10 � �33x�����

VLRGrNBEAT �#���6 ��263 澱�

★HEAT �#S��7 ��343 途�

MISTY～微妙に～ 鉄"�7 ��52 途�

★WALTZ �#C絢x�｣�����332囲11 

HトME 

★会太の大冒険　　　　　　l998131　l253【ヨ13 

日吉ミミ 
★男と女のお話 �#������2���20【∃13 

★北風びゅうびゅう 田Xｺx�｣�2���214囲13 

平井　堅 

大きな古時計 �33Hｺx�｣�����446囲10 

KISSOFL】FE �3�8�������425〔司11 

Miss仙you～lt抑＝breakmyhe日代～ �3#8���������435【ヨ11 

楽園 �#祷ｺx�｣�2���411〔司13 

Ring �33h���繧���448【ヨ8 

平井菜水 
めざめ　　　　　　　　　l66回10l　l215回10 

平尾昌晃 
監獄ロック（JafrhouseRock） ���#X��������240〔勾9 

★恋の片道切符（ONEWAYT】CKET） �3��2 ��31 �"�

P125 ��B� �#C��14 

31 ��� �3��1 

ミヨちゃん �#sR�1 ��359 ���

P125回12 � �#C�胡�"�

平尾昌晃・畑中葉子 
★カナダからの手紙　　　　　l32【ヨ71　132【∃7 劔凵ﾟ7’ 

1－ 劔� 



★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

FUNKthePEANUTSrated〟R”（FUNKTHEPEANUTS） 

226【ヨ8 � �3�����唐�

太尉こくちつけを！～あたしたち、真夏のmN・P～ �#C�ｺx�｣r���325底）7 

ドライヴドライヴウレシイナ！ �#C(ｾh�｣b���326囲6 

250【］9 � �33D#��

FIELDOFV‡EW 

223 ��2� �3�r�13 

DANDAN心磨かれてく～ドラゴンボールGト �#3b�13 ��320 ��2�

ドキッ �#3��9 ��323 湯�

突然 �##xｺs�����311回9 

LastG00d－bye �#3��傅#�����315底】11 

V6 

★変なんだ �#C絢x�｣�2���332回13 

★over �#syT8�｣�"���361囲12 

262回13 � �3Ch胡�2�

★太陽のおたる場所 �#ドｺx�ﾃ�����370囲11 

266匡I13 � �3S�ｺx�｣�2�

290【∃12 � 鼎�#��"�

★本気がいっぱい �#S(�ｸ欣�2���336凰13 

★野性の花 �#滴��8������C�i?｣���

Fay「ay 

★0ver �3�仄x�｣�2���431回13 

太陽のグラヴイティー �#s8ｺx�｣�2���357［勾13 

festamode 

214【∋12 � �#c���8��"�

★最後の約束 �##8ｾh�｣�����307（司10 

★花と散る覚悟で �##�ｺx�｣�����304【召11 

フォー・セインツ 

小さな目貫己 ��������"���61匡】12 
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歌手名■タイトルlリ要望雲苗。．1宅毒箭吾妻書芸諾 

深田恭子 
最後の果実　　　　　　　l288匡】131　1372匡】13 

深見礼＝ 
★命がけ　　　　　　　　　l63回7l　l210囲7 

福山恵三 
★愛をくれよ　　　　　　　】210【∃131　1264【ヨ13 

福山雅治 
アクセス 田hｺx�｣�����215匡）11 

205【∃7 � �#S塔r�

98匡】5 � �#S��8�｣R�

Gang★ �3�"�9 ��424 湯�

G00dnight 塔B�8 ��236 唐�

恋人 涛��12 ��253 ��"�

桜坂 �#度ｺx�｣����409匡〕9 

SqUal」 �#敵H8モ���4061ヨ8 

SORRYBABY �#�tS�r���26187 

Hearl �#cyT8�｣�2���351回13 

HELLO �#�亜�����302匡）8 

PeaChH �#sHｺx�｣�"���358〔勾12 

HEYl �3�H���纈���41689 

HEAVEN �#����ﾓ�����403図10 

Message �##����綯���3131ヨ6 

MELODY 涛h���｣�"���249【ヨ12 

藤　あや子 
★両夜酒 都�ｺx�｣"���220匡】2 

251匡】7 � �33X�ｸﾏ途�

★女泣川 �#�8�俶釘���257底】4 

★おばこ巡礼歌 �#3�cR���322〔勾5 

★おんな 鉄xｺx�｣B���202匡I4 

★女のまごころ �#s弌�b���363匡】6 

かげろう �3��?8�ﾃr���423〔勾7 

★くちづけ �#滴��b���406区】6 

★こころ酒 塔Hｺx�｣R���236匡】5 

恋酔洒（こよいざけ） �3#�����2���44083 

★薄幸花 �#s�T8�｣R���355〔召5 

★花のワルツ �#�h��B���260回4 

ふたりの絆 �3�x��b���429〔司6 

ふたり花 �3�"�7 ��414 途�

★紅 �#C"�4 ��326 釘�

★み・れ・ん �##"�6 ��306 澱�

★むらさき雨情 涛��5 ��244 迭�

★雪深深 �#cB�5 ��348 迭�

流氷恋口員 �33"�3 ��444 �2�

藤井　隆 

ナンタカンダ　　　　　　l299【∃13】　l411【］13 

藤井フミヤ 
241 唐� �3#R�8 

lNSIDE �#唐�7 ��410 途�

女神（エロス） �#�B�6 ��258 澱�

エンジェル �#�hｺx�｣����260匡】8 

GLRLFRIEND �#3h������320回9 

風の時代 �#�8�ｹ������367回11 

GETUPBDY �#3�������314匡】9 

256匡】9 � �3C�����

Staywithme． �#途�9 ��409 湯�

★SnOWCrystal �#Cr�9 ��331 湯�

タイムマシーン �##��9 ��305 湯�

DAYS �#�"�10 ��266 ����

DONOT �#S8ｺx�｣����337〔惑9 

TRUELOVE　　　　　　I99匡】13 剪�253匡】13 

★・・・本人出濱映像　☆…オリジナル映像

※手動式用リクエストナンバーの「P」はPLPシリーズです。



★…本人出演映像　☆・・・オリジナル恢像

歌手名・タ　イト　ル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�lオートチ 修正閤 �4x985x88�ｹw��ﾈ8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

★長崎の鐘 �#x���繧� �#x���繧�

★ニコライの銀 �#CH����"� �3#�����"�

★夢淡き栗京 �#���ﾓ��� �3cIYs���

藤山一郎・奈良光枝 
★青い山脈　　　　　　　　l27回8l　l27回8 

藤原彩代 
★おさい銭　　　　　　　　1323日7　事　l435日7 

藤原　浩 

★命のひと �3#(�8�｣R� 鼎3H枋R�

純子の涙 �3�X�����"� 鼎�x�����"�

★未練のグラス �3��ｺx�ﾃ��� 鼎�(�俶����

★落日 �33i?｣b� 鼎C�?｣b�

布施　明 

愛の圃 ����(胡��� 鉄�+ﾈ�｣���

若に涙とほIまえみをSePiangi．SeFHdi ���#X������� �#C�����

霧の摩周湖 ����)+ﾈ�｣�� 鉄仄x�｣��

恋 ����(ｺx�｣�2� 鉄仄x�ﾃ�2�

P112回11 ��59匡】11 

そっとおやすみ ����(ｺx�ﾃr� 鉄��俶途�

積木の部屋 ����(ｺx�｣�"� 鉄儺8�ﾃ�"�

マイ・ウェイ ����(ｺx�｣�� 鉄仄x�ﾃ��

二葉あき子 

27匡】5 ��27囲5 

★水色のワルツ �#xｺx�｣B� �#y.ｨ�｣B�

★夜のプラットホーム �#x����2� �#x��8�2�

二葉百合子 

★岸壁の母 �3仄x�｣r� �3弌�r�

★九段の母 �#h��R� �#hｺx�｣R�

雑草のうた �#ス胡B� �3c仄x�｣B�

プッチモ二 

青春時代1．2．3！ �3�(��8��"� 鼎�H�����"�

ちょこっとLOVE �#�(ｺx�ﾃ�"� 鼎�H���"�

321813 ��433【∋13 

311【∃12 ��423【∋12 

舟木一夫 

布）青春の胸の血は �#cWH�綯� �3C����綯�

★哀愁の夜 �#ST#B� �33�?｣B�

★学園広場 ��8�����"� ��8��8��"�

★北国の街 �#cX��8ビ� �3C����縒�

宅たちがいて僕がいた ���#(�ｸ謫r� �#s(胡r�

★高原のお蛭さん �#CH��8�2� �3#�?｣2�

★高校≡年生 ��(��B� ��(�俶釘�

修学旅行 ���#(��8��"� �#s'H8��"�

蜃気楼 �3�h��8コ� 鼎�ャR�

絶唱 ���#)+ﾈ�｣�2� �#s(t3�2�

銭形平次 ���#(����� �#s(�ｸﾏ����

★仲間たち �#cX�ｸ�｣�� �3C���8モ�

初恋 �3��ｺx�｣"� 鼎#(胡"�

★花咲く乙女たち �#CH���紕� �3#���8ィ�

夕笛 �#SX��8コ� �33塔R�

FLYINGKEDS 
★昌囁き鮒も朋へ瑚恥Eh肌■lnTh肋か �#���俶���� �#cH�����

258垣）12 ��342〔勾12 

★君に告げよう �#�Hｪ#��� �#c亜����

★僕であるために～逮捕しちゃうぞ～ �#Cx胡�"� �33��ﾓ�"�

★真夏のブリザード �#3仄x�ﾃb� �3#8ｺx�ﾃb�

PLUSONE 
クリスマスが過ぎても　　　1247【ヨ131　1331813 

BLACKBISCUITS 

タイミング～Timhg～　　J2688131　1352日13 
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★北国へ 鉄����綯���5086 

★北酒場 ���ｺx�｣����11匡】9 

★北の五番町 �3�x����"���429日2 

93【ヨ3 � �#Ch��8�2�

★心のこり ��(胡�����12騒〕10 

324【ヨ2 � 鼎3h����"�

★さだめ川 ���������11〔司8 

★佐渡の恋口貝 都hｺx�｣R���227匡‡5 

★しぐれの港 �#ビ�6 ��371【∋6 

★新宿情話 ����12 ��11【∋12 

★人生希望と辛抱だ 涛��4 ��251【〕4 

★人生航路 鼎b�11 ��46【∋11 

☆正調おそ松節～おそ松くん～ ���#B�14 ��234814 

★合掌（てのひら）風の宿 �33��佰�"���443匡〕2 

★浪花節だよ人生は ������纈���111∃9 

★日本列島旅鵠 ������"���11回12 

★双葉山 �#s8���綯���357【∋6 

★ふた：D道 �##x��B���311匡】4 

★冬の宿 �#Sx����2���341日3 

★望郷じよんから ��(ｺx�ﾃ2���12回3 

★北緯五十度 ��r�12 ��17B12 

★北斗の皇 �#�2�3 ��25783 

★潜夜景 ��2�11 ��13811 

★失切の渡し ��2�8 ��13【∃8 

★ゆきずり ��(ｺx�ﾃ����12垣〕1 

★彗漕 �#�(胡R���404回5 

★漬けむり情話 ��s��2���17【∋13 

★夢暦 ��8������13回1 

★夢のゆめ～近松恋物語り～ �#sx��R���361回5 

★夢酔い人 �#�H��8�"���268【∋2 

細川たかしメドレー 
夢灯り、恋情話　　　　　　IPl19回4l　l213囲4 

堀田利夫 
★台北の夜　　　　　　　　IP121回1l　l222図1 

HOTSPiCE 
★BUTTERFLY　　　　　　l307E）12l　l419E）12 

布袋寅泰 
命は燃やしつくすためのもの �#3ャ����322【ヨ9 

CIRCUS �#CX��8ビ���329【∋7 

さらば育吾の光 涛xｺx�｣�"���250匡）12 

★サレンダー �#�X�����259囲9 

266【ヨ10 � �3S�����

★スリル �##弌�����313囲9 

256日9 � �3C�ヲ�

334【］10 � 鼎Ch�������

283匡）10 � �3cxｺt牝��

薔薇と雨 �#�8胡B���267匡〕4 

★VAMPIRE �3�(���湯���414【ヨ9 

★バンビーナ �#�(ｿﾃ����366匡】9 

★POISON �#�sモ���301【∃8 

232画9 � �3�h胡��

306【∃9 � 鼎����8ヲ�

323【∋8 � 鼎3X���唐�

ボニー・ジャックス 
☆江戸隠密渡り鳥～隠密剣士～lP12481l　l234【ヨ1 

堀内孝雄 
★愛が見えますか �#S�ｺx�｣����334薗1 

★憤れ遊び ��h��B���16回4 

296囲7 � 鼎�亜�r�

★愛し子日々 ��h��8������16【ヨ10 ��

≡；「 
※手動式用リクエストナンバーのrP」はPLPシリーズです。 
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★…本人出暴映像　☆…オリ


