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歌手名・タイト　ル ��

前田有紀 
★東京、袴田筆。 �33��8モ���442【∃8 

★鳩きうさぎ �3�S��B���417【ヨ14 

真木ことみ 
★一路出世船 �3#�ｺx�｣2���433回3 

★片恋岬 �3�x��8�2���41983 

★北の一番船 �3#xｺx�｣r���439囲7 

★恋満月 �##2�1 ��307 ���

★極楽とんぼ �#Cr�2 ��331 �"�

★こころ丹 �#s2�1 ��357 ���

★洒情歌 �#���1 ��264 ���

★頂 涛��3 ��244 �2�

★腸だまり �#ッ�2 ��370 �"�

★惚れ化粧 �#c2�1 ��347 ���

★まこと洒 �#途�2 ��409 �"�

牧瀬里穂 
★誰にも明日はやって来る　　】221【∃131　」305813 

梼原敏之 
彼女の恋人 涛B�12 ��247 ��"�

北風～若にとどきますように～ 塔r�5 ��239 迭�

紫電 �#S��12 ��342 ��"�

SPY �#��c����263回9 

どうしようもない僕に天使が降りてきた �#C2�10 ��327 ����

どんなときも。 都"�12 ��223 ��"�

N0．1 ���#b�7 ��252 途�

HAPPYDANCE �#s(ｺx�｣����356回8 

2つの願い �#�h���������260811 

冬がはじまるよ 都x��8������228【］11 

★まだ生きてるよ �#CXｺx�｣�����329【召10 

83匡】13 � �#3X�ｸﾏ��2�

モンタージュ �#S����������343【ヨ10 

空に願いを 涛���8������253Bll 

真木ひでと 
雨の東京 鼎�ｺx�｣����41〔勾1 

★元気の塁 都h�����"���227【］12 

牧村三枝子 
★あなたの賢とl呼ばれたい 滴���������4【］11 

★－ぱいのお酒 �#3hｺx�｣B���320回4 

★悲しい歌のくりかえし �3�仄x�｣2���431回3 

★悲しいね 滴��B���4〔召4 

★樹氷の摺 滴胡�"���4〔司12 

★月洩るる窓の下で �#SIT8�｣2���338匡）3 

★夫婦きとり 釘�6 ��4 澱�

★北越雪語～雪のロマンを歌うまえに～ �#唐�6 ��410 澱�

室生寺 涛R�5 ��248 迭�

友禅流し 鉄8������53回9 

看狭の宿 都(�ｸ謫B���223匡】4 

菜木由布子 
★いのち花 鉄xﾔﾈ�｣2���202匡）3 

★えにし川 �##R�4 ��309 釘�

★大阪マンボ �#sB�4 ��358 釘�

★海峡かもめ �#Cb�4 ��330 釘�

★月夜舟 �#�(��2���256囲3 

★涙化粧 塔⑨�紕���241【ヨ4 

★なみだ雪 田Hｺx�｣2���212匡】3 

★花友禅 都h��"���227匡】2 

★冬桜 �#sh���絣���360【∋5 

★ほろ酔い酒 涛仄x�｣2���253回3 

★漕町ひとり �#SH��8�"���338【ヨ2 

★雪の華 �#����8�"���264【ヨ2 

† �#���8�2� 鼎����8�2�

311広】4 ��423囲4 

れ）のルンバ �3#(��8ッ� 鼎3H��8ッ�

298匡】4 ��410囲4 

］■ �338��8コ� 鼎CSコ�

・1て　　　　　l262回3　F　　L346回3 

専 �3#xｺx�｣B� 鼎3弌�B�

ヒ �#�Xｺx�｣"� �#S弌�"�

301匡】3 ��413〔勾3 

289匡】4 ��401回4 

254匡】2 ��338匡】2 

＝よ �#S���8��� �3C4&ﾂ�

279回2 ��363囲2 

314匡】6 ��426回6 

93【盃1 ��246匡】1 

ン（仁川） 田)T8�ﾃ2� �#�絢x�｣2�

75田2 ��22682 

ヒ �#c�����2� �3S8����2�

226【司3 ��310〔司3 

242EIl ��326【∋1 

］∪＆NAMIKO 

ELょう　　　　l213【∃3l　l2671ヨ3 

A 

されない 都x����2� �##�����2�

くにいて 都���8ビ� �#3����縒�

7こ憤れて　　　l54【∃11l　l54【∃11 

祁 

1 �#i?｣"� �#h����"�

36匡）7 ��36垣〕7 

⊃ �3hｺx�ﾃ��� �3h胡���

52匡】9 ��52匡】9 

ナとりこと �3hｺx�｣�B� �3h胡�B�

、りてブ �3hｺx�｣�2� �3h���2�

：まれました �3h縦�"� �3h���"�

．ているだろか 田���8��� �#�x���ﾃ��

祁メドレー 

lP123回2】　l271匡）2 

叩・沢田幕津枝 
t　　　　　　l2681l　l26【ヨ1 

報・長沢爾 
］を夢みて �3hｾh�｣��� �3h�俶����

E �3h�俶湯� �3hｺx�｣��

純・日野実歌 
）　　　　　　　L　36回8l　l36匡〕8 

lP113【∃14l　l58【∋14 

Sやホリデイ �3#������2� 鼎C���8��2�

333〔包12 ��445匡）12 

337匡】13 ��449垣〕13 

．1▽ �33�ｺx�｣�B� 鼎C)+ﾈ�｣�B�

19∈】5 ��1985 

38t∃12 ��38【∃12 

20【∃3 ��20【ヨ3 

計 

★大阪ドドンノ

★黄昏（たそが

★星空のタンコ

★気にせんとし

MASAHAR
★シンネコしま

★世界で1番近

増位山太志丘
★いたわりあし

★今度逢えたら

★そんな女のひ

★そんな夕子に

増位山太志烏

増位山太志烏
★だから今夜は

増位山太志良
★いつか逢う日

★夜の恋の物語

増位山太志良
★大阪恋めぐり



★…本人出演映像　☆…オリジナル映便

歌手名・タイト　ル 偃�:韭駢�ﾈ4��ｸ6x6���4x985x88�ｹw��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

WeAreL〔】Ve 田H��8���� �#�'H�����

輝いた季節へ旅立とう　　　1214匡）9 � �#c亜���

風立ちぬ　　　　　　　　　　P118回4 � �#��胡B�

78tヨ8 ��229【∋8 

266【∃8 ��350【∋8 

262匡】8 ��346回8 

さよならの瞬間 �#Ch���纈� �33����纈�

84【ヨ10 ��236810 

SWEETMEMORl［S～ペンギンスメモリー幸別語～ ����8ｺx�｣�� 田絢x�ﾃ��

素敵にOnceAgain �##����� �3�Xｺxｸﾂ�

Strawbe「ryTime ����8����� 田�+ﾈ�｣���

制服 ����絢x�｣��� �#��胡���

続・赤いスイートピー ����y+ﾈ�｣"� �#�弌�"�

大切なあなた 涛(�����2� �#CX�ﾘ�｣�2�

抱いて… ����8��2� 田絢x�｣2�

旅立ちはフリージア ����8胡�B� 田�ﾓ�B�

天使のウインク ����8���� 田絢x�ﾃ��

夏の扉 ����8ｺx�｣B� 田�ﾓB�
P103因5 ��68囲5 

P103直】6 ��68回6 

53811 ��53【∋11 

P103囲11 ��68回11 

瑠璃色の地球 ����x��B� �#�弌�B�

Rock■nRouge〈ロックン・ルージュ〉 ����8枋�"� 田絢x�｣�"�

私だけの天使～Angel～ �#S(��8ビ� �33h���縒�

松田聖子メドレー 
恋するハートをつかまえて　IP123【ヨ5l　l271【ヨ5 

松田聖子withロビー・ネヴィル 
lrHBeThereF＝orYou　　i238匡】10l　l322回10 

松田博幸 
★愛してる �#��������#cH�����

203【∃8 ��257E18 

★君の素徴にHALLELUJAH 涛)?｣�� �#CY?｣��

★君をもう一度愛したいから 涛h��8ヲ� �#C���8ヲ�

100匡）10 ��254回10 

松任谷由実（荒井由実） 
ANNIVERSARY～無限にCALLINGYOU～ 鉄���8ヲ� 鉄����湯�

P105囚8 ��66匡）8 

命の花 �#�x��8コ� �3�����絣�

海を見ていた午後 ����X���� 田i.ｨ�｣��

翳りゆく部屋 ����x��2� �#�弌�2�

KATHMANDU �#3�ｺx�｣�� �3�X胡��

GETAWAY �#�x���綯� �3���8ッ�

恋人がサンタクロース ����X���縒� 鉄cビ�

告白 �#CТ��� �33(��8モ�

72匡】13 ��223匡）13 

最後の嘘 �#CYT8�ﾃr� �3#�ﾓr�

★SunnydayH0liday �#c��ｸ謫r� �3CXｺx�｣r�

幸せになるために �3��?｣�� 鼎#���8モ�

11月のエイプリルフール �#������� �#SX�����

77B9 ��22889 
P105匡17 ��66匡】7 

砂の惑星 �#�8胡r� �#cxｺx�｣r�

青春のリグレット ��������綯� �#��?｣b�

TrRUTHS7LrES～ヴァージンロードの彼方で～ �3�(ｺx�｣�� 鼎#H胡��

中央フリーウェイ ����X����� 田hｺx�｣���

DESTINY ����亜�r� �#��ｺx�｣r�

天国のドア 田h���� �#�Xｺx�｣��

303図11 ��415回11 

春よ、来い �#�(ｺx�｣�� �#ch����

「
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歌手名・タイトル　リ書聖桑現。． � 
2081ヨ6 ��2621ヨ6 

埠頭を渡る風 ����H���｣r� 鉄s�8ビ�

BLIZZARD 田S��� �#�C���
★まちぶせ �#C�ビ� �3#Sビ�

真夏の夜の夢 涛Xtﾓr� �#C�+ﾈ�｣r�

守ってあげたい～ねらわれた学園～ ����X胡b� 田h胡b�

満月のフォーチュン 田h��8ビ� �#�Sビ�

250囲9 ��334腐9 

無限の中の一度 塔�ﾓr� �#C�胡r�

雪だより 都S�8��"� �##c��"�

リフレインが叫んでる ����8胡�� 鉄����ﾃ��

ルージュの伝言一魔女の宅急便～ ����X胡��� 田h枋���

LostH短hway �#��胡r� 鼎�9���ﾃr�

ロツヂで待つクリスマス 都S�8���� �##c����

輪舞曲（ロンド） �##�ﾓ�� �3�8����

WANDERERS 鉄3ヲ� 鉄3�8ヲ�

松任谷由実メドレー・ 
全天候に恋をして　　　　　IP119【ヨ61　12131ヨ6 

松永ひとみ 
★おしどり街道 �#�塔2� �3�3�8�2�

★おんな街道 �3�3�8ビ� 鼎#S�8ビ�

★海峡平野 都塔2� �#3��2�

★霧雨港 �#ャ�"� �3s#�8�"�

★ネオン海峡たすけ舟（ネオン海峡） �#都�8��� 鼎�¥ｨ8���

★ねぶた風恋歌 �#s#�"� �3Sc�"�

★夢海峡 �#S(胡"� �33i+ﾃ�"�

松永ひとみ＆弦　哲也 
★天城流転笠　　　　　　　1319囲6　r　　l431直16 

麻波25 

SONSOFTHESUN　　　l329囲131　1441園13 

松原のぶえ 
★愛冠岬 都絢x�｣2� �##劍�2�

★赤提灯の女 ��3�"� ��3�"�

★朝顔 涛)�ﾓB� �#CY��B�

★あさきゆめみし �3#sィ� 鼎3塔B�

★ありんこ �#S�ﾓ2� �3C(胡2�

★維新のおんな 鼎sッ� 鼎s�8ッ�

★祖谷の恋唄 �##�胡2� �3�X枋2�

★浮華 �3����澱� 鼎�3ッ�

★海燕 �#�h胡2� �#c�+ﾈ�ﾃ2�

★越前風舞い �33H胡2� 鼎Ch胡2�

★演歌みち ���胡B� ���枋B�

★男なら �#s��B� �#s��B�

★おんなの出船 ��8胡R� ��8ｺx�｣R�

★さよなら港 ��#��B� ��'H8��B�

★不知火挽歌 �#S��ﾓb� �33Y+ﾈ�ﾃb�

★涙の海峡 �������� ����8���

11㈲3 ��11画3 

★にごり川 �#c劍�b� �3S8ｺx�｣b�

★母と娘 �#3�?｣2� �3#3�2�

★ほおずき �#ド�3�B� �3s��ﾓB�

★蛍 田��ﾓR� �#�h胡R�

★惚れとったんや �3���8�"� 鼎3��8�"�

★無情の海 塔c�8ィ� �#3ャB�

★宿り木みたいな人だけど �#鼎�8ィ� 鼎�i?SB�

★夕霧岬 �#s��2� �#s�8��2�

★夢見章 �3�⑨�迭� 鼎#��8コ�

★離愁‥・秋から冬へ　　　　　170匡〕3 � �##���2�

松前ひろ子 
★あなたのみなと～いい夫婦～1312【∋31　142483 

歌手名・タイト　レ　　手動式用　rオ‾トチェンジや‾用 ノ �8ｨ4�4x5�6t���B���

祝いしくれ 都��������###������

★人生ふたり旅 �#s(胡"��3Sh��"�

★花街一代 �#ベ胡"���371画2 

★はなむけ祝い唄 �33#ィ���4441ヨ4 

★夫婦章 �#3����2���31583 

★夢追いくらし �#S�c"���342固2 

獅子 
★帰ってこいよ　　　　　　132回131　132囲13 

松本明子 
★この恋いけませんか　　　l54【】11　1541ヨ1 

MatSUyakko 

かこわれて、愛ji咽　　　　】99851　12531∃5 

松山恵子 
★色去灯（いさりぴ） �3�塔"���43182 

★お別れ公衆電話 鼎��8ビ���4087 

十九の浮草 �#����"���402囲2 

★だから言ったじゃないの 鼎��5 ��401∋5 

★未練の波止場 鼎��6 ��4086 

別れの入場券 �#cR�9 ��349日9 

松山千春 

大空と大地の中で �#s��1 ��354Ⅰヨ1 

★男と女 �#2�3 ��2383 

★季節の中で �#2�5 ��231∋5 

君を忘れない �#3hｺx�｣b���320囲6 

★銀の雨 �#3�8�"���2382 

★恋 �#9T4澱���231∋6 

さよなら �#sH��b���358歯6 

★旅立ち �#2�1 ��231ヨ1 

★人生の空から �#2�4 ��231ヨ4 

★東京 �����13 ��254813 

時のいたずら �#sX胡b���359画6 

★長い夜 �#3�8ビ���2387 

祭　小春 

；★潮来なさけ �3����"���412812 

i大物 鼎�胡"���41回2 

：★博多しぐれ 都H胡B���225囲4 

博多舟 鼎�3R���48囲5 

円　広志 

お前を抱けない夜 ����X胡�����56画11 

★心が晴れたことがあるか �##������30581 

夢想花 ����C�2���57匂3 

：MANISH 

明日のSto「y �#�h胡�"���260図12 

もう誰の目も気にしない �#�x胡B���261囲4 

；真帆花ゆり 
★いのちの岬・　　　　　　163811　ト21081 

買宝千代 
■　明治一代女　　　　　　　　139【∃31　1391ヨ3 

；鷹山一郎 

河内の次郎長 ���#��1 ��22281 

★刃傷松の廊下 ��B�4 ��14tヨ4 

番場の忠太郎 �#SR�6 ��33986 

童黛　ジュン 

．雲にのりたい ���#"�4 ��2721ヨ4 

恋のハレルヤ ���#"�11 ��272811 

★天使の誘惑 �3B�14 ��34814 

★夕月 鼎(胡�B���42園14 

MAYUMl 
★もう一度があったら �33�胡����442囲9 

≡7 

9　－ 



★…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�5(��5�6t蹂�B��4��ｸ6x6��E��9ﾎ��エンジャー用 リクエスト仙 

★浪花の夢 �3(��8������32【∃10 

★母ごころ �8ｺx�｣�����3匡】11 

★ひとり娘 �3�xｾh�ﾃR���419回5 

★ふたり坂 �7H8������3【∃11 

★冬から春へ 度ｺs������7回11 

望郷千里 �#�I+ﾈ�｣"���268回2 

★夫婦川 �8ﾌSb���3〔或6 

★夫婦徳利 �#s�ｺx�ﾃ2���355〔司3 

★夫婦橋 �8胡����3〔司9 

★夫婦舟 �8���ﾃR���3日5 

★屋台ばなし 鉄Xｺx�ﾃb���55匡）6 

夜寒酒 塔���8ィ���24284 

三門志郎・玉城百合子 
★大阪ナイトクラブ　　　　l37囲111　137匡Ill 

三門忠司 

雨の大阪 都絢x�｣����229囲1 

★大阪かたぎ �3�絢x�｣B���430囲4 

★大阪無情 �#Sy+ﾈ�｣B���341囲4 

★大阪夜曲 �#�����紕���26264 

★男の居酒屋 �#CX���紕���329【∋4 

★上州しくれ �##弌�B���313画4 

★曽根崎そだち �#ヨ��8�2���372【∋3 

★浪花のギター �#s(��8ィ���356【〕4 

★流転川 �3#亜�"���440囲2 

実川霧－ 
28別ヨ6 � �3s#ッ�

★おだまり �#��ﾓB���262回4 

★おんなの朝 田ッ���6【∃6 

★女の賀 �#����R���365囲5 

★女のひとりごと �3#h��"���438匡】2 

★北国夜曲 �#38��B���317〔司4 

★釧路の夜 塗ｺx�｣"���6囲2 

★恋女（こいおんな） �3�h����"���428日2 

★さそり座の女 塗胡B���6匡】4 

幸せになりたい �#�仄x�｣2���303匡】3 

大変ね �#釘�1 ��406 ���

駄目な時やタメよ 都B�4 ��225 釘�

★てんで話にならないわ 鼎��2 ��48 �"�

★東京ホテル �#澱�5 ��408 迭�

★新潟ブルース 塗ｺx�｣����6図8 

★花 都��2 ��220 �"�

★双子座生まれ �3���7 ��420 途�

HUNl �#s"�5 ��356 迭�

★慕情 �#S�ｺx�｣2���334囲3 

204日4 � �#S����紕�

★柳ケ瀬ブルース 田������6【ヨ10 

★湯沢の女（ひと） �33(ｺx�｣"���444囲2 

★別れの川 田X��B���214囲4 

★別れの旅路 �#cHｺx�｣R���348囲5 

美川憲一＆瀬川瑛子 
★ふたりが一番　　　　　　　JlOO【∋5i　lZ54【ヨ5 

美川憲一・小林幸子 
待ちわびて～牽≡（はなおうト　l336田1l　l44881 

美川寮一・水前寺清子 

女と男　　　　　　　　　l86【ヨ51　l238【∋5 

美樹克彦 

回転禁止の胃春吉 �#c��8ビ���3441ヨ7 

花はおそかった ���#(��8ヲ���272【∃9 

美樹克彦・広野ゆき 
★ふられ同志　　　　　　　146匡）2J　J46回2 

「
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「岬‾　一

歌手名・タイトルJリ禁照。．庖箭器諾認 
！水沢碍子 劔� 

ワインカラーのせつなさ　　l89匡】10l　l242匡IlO 

みすず児童合唱団・東京混声合唱団 
☆星の炎に～宇蕾エース～　　IP124【司4l　l234垣4 

M「．CⅢld「en 

l，LLBE �#�2�9 ��367 湯�

206 ���� �#c��10 

221 途� �3�R�7 

Any �33��9 ��443 湯�

Everything（lt’syou） �#C��9 ��332 湯�

eve扉加yg∝S一秩序のない現代に和ツプキックー �#�X��R���269〔司5 

Over �#�H��r���268協7 

終わりなき旅 �#sH��8モ���358E18 

85薗12 � �#3x�佰��"�

君が好き �3#(������434回9 

口笛 �#滴��8ビ���40687 

★CROSSROAD ����ｺx�ﾃ�"���254囲12 

シーソーゲーム～勇敢な恋の歌～ �##X���縒���309Eけ 

蘇生 �3#仄x�｣����441匡】9 

★抱きしめたい 涛������"���244812 

215匡】6 � �#c仄x�｣b�

名もなき詩 �#3"�8 ��316 唐�

264 途� �3C��7 

NOTFOUND �3�"�8 ��414 唐�

花－M昌mento－Morト �#3X胡����319匡I8 

HERO �33r�9 ��449 湯�

光の射す方へ �#s��7 ��362 途�

マシンガンをぶっ放せ �#C"�7 ��326 途�

優しい歌 �3�r�9 ��429 湯�

youthfuldays �3#��8 ��433 唐�

★Repはy 涛X���"���248〔勾12 

水田達巳 
★泣かんといてくれ　　　　l203【司12l　l257匡112 

水谷　豊 

カリフォルニア・コネクションIP115日31　156【∋3 

水田電子 
30283 � 鼎�H��8�2�

★ご機嫌ななめ �#C��ｸ謫"���325〔司2 

★き酉に書いた吉宅び状 �#�(���｣"���404【∃2 

270匡】13 � �3SH･��ﾃ�2�

★トーキョー舞踏曲（タンゴ） �338ｺx�｣����445囲8 

★土佐のおんな節 �#�(������256囲1 

★北海一番船 �#�x��8�"���301【ヨ2 

★夢胃酔 �#����8������402【∃11 

★酔っぱらっちやった �3�h��b���428囲6 

ミス花子 

河内のオッサンのP貝　　　　IP116回1引　1203囲15 

水原達矢 
★北故郷　　　　　　　　　l53回10l　l53回10 

水原　弘 
★宅こそわが命 鼎)T8�ﾃR���42匡】5 

★黒い花びら 鼎(ｺx�｣B���42匹〕4 

水森かおり 
★いのち花 �#S弌�B���343匡】4 

★おしろい花 �##絢x�｣2���312囲3 

★尾道水道 �3�8��"���415匡】2 

★かりそめの花 �#cャ����352【∃1 

★北夜行 �#S�����"���335tヨ2 

317匡〕8 �429〔勾8 

★竃飛岬（たっぴみさ吉） �#�����"���C������"�儺IJ 

1－ 劔�17’ 
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ヒ

★…本人出訴映像　☆…オリジナル映像　　〉

歌手名・タ　イト　ル 偃�:����吠*"�8ｨ4�4x5�6t腥�B��4��ｸ6x6��e��8ｭB�エンジャー開 リクエスト恥． 

★乗等坊（とうじんぽう） �3#r�5 ��439 迭�

277 ��� �3c��1 

★よりそい花 �#C��2 ��325 �"�

7大森英夫 
★たった二年と二ケ月で　　　l32E16l　l3286 

美空ひばり 
★愛燦燦 �3X�������35囲10 

哀愁出船 �#���11 ��364 ����

★哀愁波止場 �3R�5 ��35 迭�

あの丘越えて �#CB�6 ��328 澱�

★ある女の詩 �3X�ｸ謫����35〔司8 

★あるi皮止場の物語 �#�8���綯���367【∃6 

いつか 涛��ｸ謫"���243囲2 

★豪即酒場 �3X�ｸ謫R���35回5 

裏窓 �3�X������427直）1 

★越後獅子の唄 �3X�俶澱���35匡】6 

越前岬 �3�h�ｸ欣����428匹）1 

江戸の闇太郎 �3#������432【∃1 

大川ながし �#cX���������349810 

お島干太郎 �#スｺt鳴���369【召1 

★おまえに惚れた �3YT8�｣2���35匡】3 

77回4 � �##��ｸ�SB�

おんな道 涛c�����249【∋1 

筑 �3#絢x�｣����440且1 

★悲しい酒 �3Xｾh�｣r���35回7 

★悲し壬口笛 �3R�3 ��35 �2�

★川の流れのように 鼎��4 ��41 釘�

関宋音雨傘 �#SR�7 ��339 途�

君はマドロス海つばめ �3#Y+ﾈ�｣����437匡】1 

牢屋さん ���#�ｺt迭���222匡〕5 

芸道一代 �3��ｺx�ﾃ����412匡〕1 

恋女房 塔���8�����23181 

★恋潜 鼎�����2���41【∃3 

雑草の歌 �#s�������3541司1 

★残咲子守旧 �3X���B���35匡】14 

★塩屋崎 �#cR�11 ��349 ����

★しのぶ �3R�4 ��35 釘�

三味線マドロス �3���1 ��412 ���

人生一路 �#SR�8 ��339 唐�

★好きなのき �3X��B���35【司4 

累適なランデブー �3#�������432画1 

★津軽のふるさと �#SR�9 ��339 湯�

東京キッド ���#��6 ��222 澱�

長崎の蝶々さん �#迭�9 ��407 湯�

★流れ人 �#�"�6 ��366 澱�

花笠道中 �#CB�7 ��328 途�

★人恋酒 �3Xｺx�｣�2���35回13 

★ひとりばっち �3Xｺx�｣"���35回2 

★ひばりの佐渡情話 �3X���"���35宜12 

ひばりの花売娘 �3��������422回1 

244【ヨ8 � �3#����繧�

★ひばりの渡り鳥だよ �#cWH���"���349【∃12 

坊やの終列雫 �#S亜�r���342回7 

★糞赤な太陽 �3Xｺx�ﾃ����35匡Il 

★みだれ髪 ��x�佰唐���17匡）8 

★港町十三番地 �3Xｺx�ﾃ����35匡〕9 

★柔 �3R�1 ��35 ���

P121 迭� �##"�5 

35 �"� �3R�2 

別れてもありがとう �3#"�1 ��434 ���



・　　　　　－　　－

歌手名・タイト　ル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B���4��ｸ6x6�����9�9y2�エンジャー用 【リクエスト岨 

★船方さんよ �#i�ﾓ����26回8 

★雪の渡り鳥 �#hｺx�ﾃ����26回9 

南　有二とフル・セイルズ 
おんな占い　　　　　　　l255tヨ10l　l339【∃10 

両　性孝 

モンロー・ウオーク　　　　IP103〔司11　168匡】1 

峰　竜太＆松本明子 
★ぎけんじゃねえぞ　　　　l89匡】2l　l242圧】2 

三橋美智也 

あ）新撰組 �#cX��8��B���349田14 

★哀愁列車 祷ｺx�ﾃr���9囲7 

赤い夕陽の故郷 �3����B���412匡）4 

★あの娘が泣いてる波止場 ��H��b���14匡】6 

石狩川悲歌 �#SR�11 ��339 ����

★一本刀土俵入り �#SR�12 ��339 ��"�

岩手の和尚さん �3���1 ��422 ���

王工差恋しや �#c��11 ��344 ����

俺ら炭坑夫 �3�X��2���417回3 

おきげと花と地蔵さんと �#c��12 ��344 ��"�

おさらば東京 �3#��2 ��432 �"�

★おんな船頭【唄 湯�6 ��9 澱�

☆快傑ハリマオの歌～快傑ハリマオ～ ���#B�3 ��234 �2�

ギター院 �33�ｺx�｣����442回1 

君は海鳥渡り鳥 �33���������44281 

★古城 ��H������14【司8 

★武田節 ��B�7 ��14 途�

達者でナ �#CB�10 ��328 ����

母恋吹雪 �#SR�13 ��339 ��2�

★星屑の町 祷胡b���9回6 

夕焼lナとんび �#CH���������328【ヨ11 

9【ヨ8 � 等63��

三橋美智也・斉藤京子 
お花ちゃん　　　　　　　ト265【∋15l　l349【ヨ15 

三原順子 
★セクシー十ナイト　　　　　l39匡】11　139囲1 

三船和子 
★愛別雛 �#sx��"���361匹〕2 

★あなた様 �3�)?｣B���414【ヨ4 

★いで澤炎歌 鼎���2���40匡）3 

40薗4 � 鼎���B�

おかみさん 都xｺx�｣����228匡】8 

★おじいちゃん �#塗���紕���408【∋4 

★おとうさん �#cx���紕���351【∃4 

★想い洒 ������2���254直）3 

★おんなのカン �3#���������441【∋1 

★女の劇場 �33x���紕���449【ヨ4 

★女のさだめ 鼎���r���40匡）7 

★女の始発駅 鼎���R���40匡）5 

★女の日本海 �#c���R���345匡〕5 

北港 塔9T8�ﾃ"���235匡）2 

★午前さま �#�(��B���266匡】4 

★来不彼雨 �#Ch���絣���3301∃5 

★残雪の駅 �#3X���絣���319【ヨ5 

人生渡し舟 鉄(胡b���52回6 

★他人船 鼎�ｺx�｣����40回9 

★だんな様 鼎�������40匡】8 

★契り川 �#ド����2���370【ヨ3 

★なごり酒 �3����������43081 

★母ざくら �3��.ｨ�｣r��421直）7 

★夫婦（みようと） 鼎���c���40匡】6 

夫婦綾歌　　　　　　　　l67固91　【216〔司9 

三船　浩 

小樽の赤い灯が見える �#SR�14 ��339 ��B�

★舅のブルース ��B�9 ��14 湯�

サワーグラスの哀愁 �#c��13 ��344 ��2�

☆豹（ジャガー）の眼～豹（ジャガー）の眼～ ���#B�2 ��234 �"�

宮内タカユキ 
☆駆ライダー8LACKRX～緬ライダーBLACKRかl240囲14r　l324回14 

宮内洋、ザ・スウィンガーズ 
☆戦え場面ライターV3～仮面ライダーV3－l234回131　1318回13 

宮城まり子 
ガード下の靴みがき　　　l249【∃8l　l33588 

郡川弥生 
★明日天気になアれ　　　　l48【∃3l　l48【∋3 

都　はるみ 

愛は花、君はその種子～おもひでぽろぽろ～ 都(���縒���223【∋7 

あなたの隣りを歩きたい 涛�ｿﾃb���243回6 

★アンコ椿は恋の花 ��9+ﾈ�｣����13騒〕9 

★浮華ぐらし �����8ィ���11【∃4 

★大阪しぐれ ��)���ﾃb���12匡I6 

大原絶唱 �#ヨ胡b���372回6 

小樽運河 田���b���206回6 

海峡の宿 �#S��5 ��343 迭�

★北の宿から ��"�7 ��12 途�

草枕 �#���5 ��303 迭�

古郡遭遇 �#���5 ��262 迭�

★さよなら列車 ��"�10 ��12 ����

散華 �3�2�7 ��415 途�

深夜劇場 �#sb�6 ��360 澱�

★好きになった人～おもひでぽろぽろ～ ��2�5 ��13 迭�

千年の古郡 田���r���206回7 

たそがれの橋 �3�塔����431【∃1 

つくしんぽ 塔����澱���231【∃6 

★東京セレナーデ ��(胡R���12匡】5 

D「eam7ngOnMyufe �#C8���絣���327【∋5 

★涙の連結船 ������繧���11【ヨ8 

★BIRTHDAY 田x������216囲8 

晩秋の駅 �3#x������439薗1 

氷雪原野 �#塗��b���408回6 

ふたりの夫婦星 �#���7 ��365 途�

J‡lるさとよ �#32�5 ��317 迭�

惚れちゃったんだ∃ �#迭�5 ��407 迭�

ムカシ �33r�2 ��449 �"�

★夫婦坂 �����b���11回6 

もういちど �#Ch��b���330回6 

夕陽坂 �3�(��r���424回7 

夢でもいいから 都X���絣���226日5 

252区】5 � �33i.｣R�

都はるみメドレー 
浪花みれん　　　　　　　IP119B41　1213【∃4 

都はるみ・五木ひろし 
！★ふたりのラブソング　　　　l13【∃61　11386 

都はるみ・岡　千秋 
★浪花恋しぐれ　　　　　　111匡〕7l　l11回7 

都はるみ・宮崎　雅 
★ふたりの大阪　　　　　　l13回8l　　r13回8 

宮沢和史with久石　諸 
旅立ちの時～A由nDre訓¶S□ng～l258t∃11L　　1342【∃11 

宮沢りえ 
赤い花　　　　　　　　　l95日131　l248【∃13 劔凾ｲナ十 

3　－ 



★…本人出茶映像　☆…オリ
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★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

リクエスト〃0 

★女の里 �#s絢t迭���362垣〕5 

★女のためいき �3�����"���30【∋2 

女の波止場 �#����2���402匡】3 

★女もよう �3�ｺx�｣�"���30匡〕12 

60匡】8 � �#�i�ｸ�ﾃ��

★悲しい歌が流行ります 塔���b���232匡）6 

★悲しいけれど �3����絣���30【ヨ5 

★悲しみの器 �##亜�b���312囲6 

★北のふるさと �#S�YsR���334〔勾5 

★北の蛍 �3�������30騒〕8 

30匡）1 � �3�ｾh�｣��

★恋月夜 �3�?｣����30【∋8 

★酒無情 田Xｺx�｣r���214圧】7 

さざんか �3#Y~32���437〔司3 

★終列車 �3�9T8�ﾃ����415固8 

昭和濱後の秋のこと �#ド��8ビ���370【∋7 

★昭和流れうた �3�T8�｣b���30匡〕6 

★新宿・みなと田J �3�T�2���30【∋13 

★セピアの雨 �3#9������435〔勾1 

30【ヨ14 � �3������B�

★東京みなと �3����2���30回13 

★東京物語 �3�ｺx�｣�����30〔勾10 

★年上の女 �3���8��"���30【∃12 

★泣かせ雨 都����縒���220【∋7 

★泣きむし東京 �#�X�ｸﾏ釘���269広】4 

★紐帯物語くニューヨーケストーリー〉 �3��ﾓ2���30底】3 

★花と蝶 �3��11 ��30 ����

★挽歌の街から �3��10 ��30 ����

★ひとり酒場で �3��4 ��30 釘�

★人を恋うる昭 �3��1 ��30 ���

★冬桜 �3�ｺx�｣�B���30匡】14 

★冬の桑鷲 鼎2�7 ��43 途�

冬の旅 都r�4 ��228 釘�

★冬のリヴィエラ �3��7 ��30 途�

望郷 �3���2 ��422 �"�

★待たせたね �3��3 ��30 �2�

★港町ブルース �3��9 ��30 湯�

★ゆうすげの恋 �3��ｸ謫r���30囲7 

★指輪 鼎葵縒���48隠7 

夢をかざって 涛gH�絣���249【∃5 

夢をつづけて 鉄)T8�ﾃ����52匡）8 

夜の無言 �#C(ｺx�｣R���326囲5 

★ライラライ �#S亜�b���342囲6 

わるいひと 涛X���綯���248【ヨ6 

森　進一メドレー 
時の河　　　　　　　　　IP123囲61　　L271匡】6 

森高千里 
雨 田����������207【∃10 

海まで5分 �#s���8��"���355812 

風にl吹かれて 涛亜�����251匡〕9 

気分爽快 �#���7 ��255 途�

銀色の夢 �#Cb�7 ��330 途�

臭いものにはフタをしろ日 鉄��13 ��205 ��2�

この街（HOMEMlX） 田��1 ��219 ���

コンサートの夜 塔��10 ��232 ����

17才 鼎��12 ��49 ��"�

SWEETCANDY �#SIT8�ﾃ�����338匡）11 

累融な誕生日　　　　　　　　　212【ヨ13 剪�266【ヨ13 

SNOWAGAIN �#c�ｺx�｣�����345回11 

SOBLUE �#38ｺx�｣����317匡〕9 

※手動式用リクエストナンバーのrP」はPLPシリーズです。



歌手名・タイトルトノ要望弟認。． 剪�
修正憫 �8ｨ4�4x5�6x�hｷr�鳴���

★浮草情話 ��Xｺx�｣�����15回10 

★浮雲 �#Sx����"���341【ヨ2 

★浮舟の宿 �#c仄x�｣"���353囲2 

★おしろい舟 �#��E14 ��259 釘�

★思い川 �#��臼2 ��267 �"�

★女の川 唐�B4 ��237 釘�

★女の酒 ��X���"���15回12 

★女の寄秋 �3#Xｺx�｣b���437t司6 

★恋憫吉舌 鉄h���綯���201【ヨ6 

★嵯峨野の女 都�ｺx�｣B���220回4 

★すみだ川雨情 �#ォ胡����368回1 

★鳩のいる港町 �#祷��R���411匡】5 

★母衣（ははごろも） �3���俶迭���421囲5 

★雪の撃 �3h�俶迭���36囲5 

MONGOL800 
あなたに �3#絢x�｣�2���440回13 

小さな恋のうた �3#������2���440田13 

335【∃13 � 鼎CtT�2�

もんた＆ブラザーズ 
ダンシング・オールナイト　IPllOE11J　l6181 

や � �� �� 

矢井田　旺 
★E’mHereSayingNothing �3�絢x�ﾃ�B� 鼎#�ｺx�｣�B�

331【∃11 ��443t∃11 

316【］13 ��428【∃13 

★Buzzstyle �3���ｸ謫�2� 鼎3�ｺx�｣�2�

★mysweetda「lin’ �3�h�����2� 鼎����8��2�

★未完成のメロディ �33x���"� 鼎C仄x�｣�"�

★Ringmybell �3#h�8�｣��� 鼎3絢x�｣���

★L00kBackAgain �3�H���ﾃ�2� 鼎#h��8��2�

野猿 

Selfish �#ベ�����2� �3s�?｣�2�

Bec00日 �#ス�����"� �3c���8��"�

★FishF7ghtl �3�����纈� 鼎#8��8ヲ�

yaenfront4menfeat．saki 

Sta「　　　　　　　　13088121　l420812 

薬師丸ひろ子 
WindyBoy 鉄����紕� 鉄�ィ�

風に乗って 田�������� �#�ャ���

吉苦りつぐ空に ����Xｺt鳴� 鉄h��ﾓ��

探偵物語 ����X���� 田h����

メイン・テーマ ����Xｺx�｣"� 田h胡"�

八坂有理 
★雪みなと　　　　　　　　】3250101　F437【∃10 

矢沢永吉 

78匡】13 ��229匡〕13 

アイ・ラブ・ユーーOK ����Xｺx�｣b� 鉄h���Sb�

青空 �##(������� �3�h�������

ADAY ����H���絣� 鉄x��8コ�

布の日のように �#c(ｺx�ﾃr� �3Ch胡r�

204匹）7 ��258匡）7 

YESMYLOVE（愛はいつも） ����s���� 田H�������

愛しい風 鼎儺8�ﾃ�"� 鼎仞h�｣�"�

81回8 ��232〔勾8 

286匹17 ��370匡】7 

共犯者 ����s��2� 田C��2�

鎖を引きちぎれ（S7ngIeVersim） �33��ｸﾏ湯� 鼎C8ｺx�｣��

THETRUTH �3�)�ﾓ�� 鼎�Hｾh�｣��

SOMEBDDY’SNrGHT　　　　51回14 � 鉄�ｺx�｣�B�

時間よ止まれ　　　　　　　1P107【∃12 � 田H��8��"�


