
★‥本人出演映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タイトル 偃�:����冽��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチ 修正欄 �4x985x88�ｹw��8ｨ4�4x5�6y�R�

★下北漁港 塗�����B� 塗���ﾃ�B�

★誠 �������釘� �#SH���紕�

★昭和北前船 �#�+ﾈ�｣2� �#弌�2�

★徐福夢男～虹のかけ橋～ �#�8��8コ� �#Sx���迭�

粋将伝（すいしょうでん） �3�8��r� 鼎�Xｺx�ﾃr�

★スケソウ大漁節 �3������2� 鼎3�����2�

314匡14 ��426凰4 

駿河男節 �#3(���絣� �3�h���絣�

関の孫六 �#店��R� 鼎�xｺx�｣R�

瀬戸の水軍 �#�h��2� �#s�胡2�

★泉州春木漕 塔����綯� �#3#ッ�

★だんじり 涛x�#R� �#S�枋R�

★東海道 �3�h���綯� 鼎����8ッ�

★中仙道 都hｺs�b� �##xｺx�｣b�

博多純情 涛�胡R� �#C8ｺx�｣R�

★北斗船 �#�ﾓB� �#�ﾓB�

268【ヨ4 ��352【ヨ4 

崇りロ月 �#��胡B� �3cH胡B�

★夢・一本づり �3�(��b� 鼎#H胡b�

龍神 �#cy?｣b� �3S���8ッ�

鳥羽一郎メドレー 
おとこ灘　　　　　　　　IP120日1】　r217【ヨ1 

鳥羽一郎＆キム・ヨンジヤ 
予感 �#ヨ胡R� �3s(ｺx�｣R�

★酔ったほうが勝ち �#s8ｺx�｣B� �3Sxｺx�｣B�

とみたいちろう 
★お～い北海道（】rmA北海道MAN）162囲2l　l208匡）2 

ともさかりえ 
238匡】13 ��322匡）13 

くしゃみ �#C(�����2� �3#c��2�

★泣いちやいそうよ �#S���8��2� �33S��2�

DragonAsh 

Amploud �3�亜���� 鼎#�ｺx�ﾃ���

302匡】13 ��414【司13 

静かな日々の階段を �3�x������� 鼎���������

324【∋12 ��436【∋12 

DragonAshfeat．Rappaga「iya 

DeeplmpE］Ct　　　　　　l296【勾10l　l408匡】10 

DREAMSCOMETRUE 
Eyestome 田���8ィ� �#����8ィ�

朝がまた来る �#s亜��� �3c(胡��

あはは �#c8��� �3Cx�俶湯�

雨の終わる場所 涛�ﾓ�2� �#S����2�

嵐が来る �##x���� �3��ｺx�｣��

いつのまに �3�iYs��� 鼎#亜����

223匡】9 ��307回9 

WINTERSONG �#�x��8モ� �#c�?｣��

笑顔の行方 鉄絢x�｣��� �#�H胡���

きづいてよ �#�Xｺx�｣�� �#c�ﾓ��

決戦は金曜日 塔hｺx�｣��� �#3絢x�ﾃ���

GoOn．B軸yI一日niversaIm‡X－L314【∃9 � 鼎#c�8ヲ�

gofo「it！ 涛cモ� �#C�?｣��

mes如D†LOVトスワン・プリンセスー白鳥の湖｝～ �#���ｸ謫�� �3�8����

SAYONARA 塔������"� �#C���8��"�

さよならを待ってる 田X����"� �#�H����"�

サンキュ． �#�絢x�ﾃ�2� �3�(ｺy?｣2�

サンタと天使が笑う夜 塔x���繧� �#3����唐�

7月7日、晴れ �#3�ﾓb� �3#)+ﾈ�｣b�

すき �#�H胡B� �#c亜�B�

好きだけじゃだめなんだ �3�絢x�｣���"�鼎#�胡��
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リク二にスト〃0． 剌C正情 �8ｨ4�4x5�6~v��

誕生 塔$T免ﾂ���233【ヨ11 

地上の星 �3�(�ｸ謫�����414匡〉10 

ひとり上手 ����H枋�B���57回14 

31488 � 鼎#h���唐�

瞬きもせず �#sXｺx�｣����359回8 

わかれうた ����h��8ィ���65【ヨ4 

中島みゆきメドレー 
恋自伝　　　　　　　　IP123【∃10l　l271【ヨ10 

中条きよし 
★うしろ影 �3(��8��B���32814 

★うそ 度���繧���788 

★花もよう 鉄Hｾc�����54匹〕1 

8481 � �#3h������

★夢少年 �3#s�"���439【∃2 

★抱擁（ゆめ）の切れ間 �3�X�������417圧）10 

★理由 都������7【∃11 

★忘れ章 土?｣2���7【∋3 

中条きよレ長保有糸己 
恋は悲しみのタンゴ　　　1248【］4l　l332【〕4 

永瀬正敏 
太陽とピストル　　　　　IP126【ヨ91　125289 

仲宗根美樹 
★川は流れる　　　　　　　l　9【ヨ5l　i9【∃5 

中西圭≡ 
86回9 � �#3絢x�｣��

Woman 都����繧���23088 

A．C．巨． �#�x����"���261t∃2 

宅は書の語り 塔��������232（勾11 

SOBAD �##亜�����312匡】9 

P126【ヨ6 � �#S(���綯�

85匡】10 � �#3x�ｸ謫���

願い �#c8ｺx�｣�����347〔司10 

97匡】9 � �#S��ｸ謫��

HappyEve「Afte「 �#C8���纈���327【∋9 

非情階段 �#������2���26583 

YouAndl 涛�ｺx�｣r���243匡】7 

中西保志 
★想い出を閉じこめて 涛2�11 ��246 ����

★酉のかたち �##��11 ��313 ����

★最後の雨 塔��12 ��242 ��"�

★幸せのまえぶれ �##b�7 ��310 途�

★干年前から見つめていた 涛r�11 ��250 ����

★だから憶えている �#���9 ��263 湯�

★LASTCALL �#���������255回11 

中原めいこ 
エモーション ����R�2 ��66 �"�

宅たちキウイ・パパイア・マンゴーだね ����R�1 ��66 ���

GEMIN】（ジェミニ） ������13 ��211 ��2�

中原理恵 
東京ららばい　　　　　　IPlll【∃11l　L　60【］11 

長渕　剛 

祈り 鉄������B���205814 

66広】13 � �#�X胡�2�

乾杯 ����Sモ���66【∃8 

★傷まみれの青春 �#3h���繧���32088 

激変 鼎y6���"���47囲12 

須一匹、唄えば侍 �#sr�7 ��361 途�

JEEP 田��8 �206 唐�

静かなるアフガン �3#��8 ��440 唐�

しやぽん玉 都b�8 ��227 唐�≧71 

※手動式用リクエストナンバーの「PJはPLP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　し貢空調。． 剿ﾈ4��ｸ6x6��ﾏI�8軍�エンジャー用 リクエスト仙 

順子 ����X���紕���6684 

巡恋歌 �����ﾓb���211匡）6 

巡恋歌～NE〟ARRANGEVe「sion～ 塔����������241【〕11 

しょっぱい三日月の夜 鉄H�ｸ謫����54囲8 

素彦頁 田������2���218【ヨ13 

空／SORA �3�h�佰湯���428匡】9 

友よ �##��8 ��312 唐�

とんぼ ��ﾄ��7 ��66 途�

泣いてチンピラ ����R�6 ��66 澱�

★人間 �#��ﾓb���263回6 

ひまわり �#S�#����342【］9 

勇次 ���#�ビ���222【］7 

指切りげんまん �#s8��r���357〔勾7 

RUN 涛x�8�｣����250回8 

P105【∃5 � 田h��8コ�

長渕　剛メドレー 
ロンリーバトル　　　　　IP123【ヨ6l　l27186 

長保有紀 
★相生春秋 �33IT8�ﾃB���446回4 

★雨やとり 鼎x����2���47【∃3 

★大阪無情 �3�ｺx�ﾃ����31凰9 

★おしろい天使 �#cx��������35181 

★女酒 �#S(����"���336【∃2 

★おんなの浪花節 �3#h胡b���438匡旧 

★虞美人草 涛��ﾘ欣2���244t司3 

★しのび川 田(胡�����208匡】10 

★清水漢（しみず）の女 �3�x��"���419匡〕2 

★そばがいい �#滴��8�2���406【ヨ3 

★俄か雨 都(��2���223匡】3 

★ひとり宿 �#��632���264【ヨ3 

★惚の字傘 涛y?｣B���250【∃4 

★漕わかれ順 �3��������31回10 

★璽舞い �#s).ｨ�｣B���356匡】4 

★夢おぼろ �#���ｸ欣"���303匡〕2 

★夢ひとつ �#ォ��B���368匡〕4 

★常人華 �#3��ｸ謫2���323囲3 

中村晃子 

虹色の湖　　　　　　　　IP122回10」　l272直】10 

中村あゆみ 
】t’sAH「ight 鉄絢x�ﾃ����204匡】9 

73【∃10 � �##H��8����

86匡】12 � �#3亜��"�

★空飛ぶ魔法のジュータン �#���11 ��264 ����

翼の折れたエンジェル ������3 ��63 �2�

ともだち 鼎r�8 ��47 唐�

HERO 田��4 ��218 釘�

BROTHER 田"�1 ��208 ���

メインストリート 鉄"�2 ��52 �"�

中村鋭－ 
☆六甲おろし～阪神タイガース～l237回7i　l321回7 

中村表土・佐川満男 
DAYBYDAY～卦美しく生きて下乱トF　75回4l　l226匡】4 

仲村トオル・一乗寺美奈 
新宿純愛物語　　　　　　IPllO【∃13l　l61日13 

中村雅俊 
ありったlナの愛を集めて �##h���絣���310【ヨ5 

P114圧】12 � 鉄xｺx�｣�"�

想い出のクリフサイド・ホテル ����(��R���59囲5 

俺たちの旅 ����(ｺx�｣����59匡】1 

哀しい人 �#�8��r���367囲7 

歌手名・タ　イト　ル 倬h���冽��8ｨ4�4x5�6t蹂�B��4��ｸ6x6���9�>�2�エンジャー用 リクエスト伽． 

恋人も濡れる街角 ����(ｺx�｣b���59固6 

心の色 ����(ｺx�｣2���59囲3 

さよならが言えなくて・・・ ����(ｺx�ﾃ"���59回2 

★願い 鉄����������204810 

ふれあい ����(��B���59囲4 

中村美律子 
313匹】1 � 鼎#X�ｸ謫��

★天草四郎時貞挿入歌r島原の子守洞」 �#3X��8ィ���319【］4 

大阪情話～うちと一緒になれへんか～ 鉄h���絣���20185 

245回4 � �3#弌�B�

男逗 塔2�3 ��235 �2�

★おんなの純情 �3�2�6 ��415 澱�

河内おとこ節 鉄��2 ��50 �"�

★河内酒 �#ィ�4 ��368 釘�

★くれない漁歌 �#�(���紕���266 釘�

酒場ひとり 塔(��"���233回2 

しあわせ酒 田亜�"���218匡）2 

★人生桜 �#S���8コ���335日5 

★人生そこそこ七十点 �#C8����2���327【ヨ3 

★朱雀門 �#c9T8�｣B���347囲4 

★瀬戸の焉 �#s)?｣b���35686 

★柚摺坂 涛���B���244匡】4 

琵坂情話 ����ｺx�｣b���254（勾6 

★扁（とび） �#�8����2���405【ヨ3 

★華になれ �##h��8ィ���310【∃4 

★ふるさとで訝らそうよ �33(ｺx�｣2���444回3 

陰の母 都Xｺx�｣2���226囲3 

★港のおんな �#�仄s�R���303囲5 

★港町情話 �3�仄x�ﾃ"���431匡〕2 

326匡】4 � 鼎3�ﾓB�

中森明菜 
★愛撫 涛��ｸﾏ唐���253匡）8 

P101回6 � 都�ｺx�｣b�

ALMAUJ（アJL／・マージ） �����?｣����70【ヨ9 

オフエリア �#s����������363【∃11 

飾りじゃないのよ涙は ��ﾄ�ｺx�ﾃ����70回8 

CAR旧BEAN 田8�������210回10 

★帰省～NeverForget～ �#c8�������347匡）11 

北ウインク ������2���70tヨ3 

票区 田������B���218814 

★日華 �#��������264庄I8 

★原始、女は太陽だった �##H��8ビ���30887 

今夜、流れ星 �#c������"���352812 

サザン・ウインド ��ﾄ�ｺx�｣����70図9 

SANDBElGE一砂漠へq �������"���70区12 

ジフシ蠣・クイーン ��ﾄ�ﾈ��"���70【］2 

十戒（1984） �����T8�｣R���70匡】5 

少女A ��ﾄ��4 ��70 釘�

PlOl ���� 都��11 

セカンド・ラブ ��ﾄ��6 ��70 澱�

SOLlTUDE ��ﾄ�泚?｢���70〔勾1 

TATTOO ��ﾄ�Hﾏ途���70匡17 

TANGON0lR ��ﾄ�ｺx�｣B���70匡）4 

61【∃8 � �#�x���唐�

DESIRE ��ﾄ����繧���70日8 

★とまとい �#s8ｺx�｣�����357囲10 

★TrustMe �#���7 ��403 途�

難破船 ��ﾄ��7 ��70 途�

迫の神話 ��ﾄ��1 ��70 ���

Fin　　　　　　　　　　　lPlOl〔司3 剴s�e8ﾙ�2�



「‾

歌手名・タイトル 偃�:韭駢�ﾂ�8ｨ4�4x5�6t蹂�B��4��ｸ6x6��ﾊy�9y2�エンジャー用 リクエスト仙 

二人静－「天河伝説殺人事件」より 田��9 ��219 湯�

BLON口E ��ﾄ��5 ��70 迭�

三・アモーレ ��ﾄ��10 ��70 ����

64囲8 � �#�(胡��

★MOONLlGHTSHADDW～月に吠えろ �#C(���������326【ヨ11 

夜のどこかで～∩盲ghtshiR �#��胡r���265匡）7 

L】AR 鼎h���縒���46【ヨ7 

中森明菜メドレー 
私伝説　　　　　　　　　IP119田8l　l21388 

AKINA（中森明菜） 
★TokyoRose　　　　　　l230囲101　1314回10 

中山干夏 
あなたの心に　　　　　　l275回21　1359匡】2 

中山美穂 
愛してるっていわない！ 田8��8������210【ヨ10 

97匡】11 � �#S������

Witches ����8胡R���58［惑5 

CATCHME ����"�8 ��59 唐�

67 唐� �#�b�8 

幸せになるために 涛2�6 ��246 澱�

SeaParadisepOLの反乱， �#�h�������260匡）10 

¶inkhgヨbo］tyOU～あなたの夜を包みたい～ �#38���縒���317【∃7 

セミスウィートの魔法 鉄h������201回8 

ただ泣きたくなるの �#�(��8ッ���256【］6 

222【ヨ9 � �3�cヲ�

239回9 � �3#8ｺx�｣��

遠い街のどこかで… 都b�10 ��227 ����

V］RGINEYES 鼎��10 ��49 ����

HurttoHeart～痛みの行方～ �##R�9 ��309 湯�

派手＝ ����"�11 ��59 ����

HERO �#�R�10 ��269 ����

50／50（フイブティー・ブイフティー） ����"�9 ��59 湯�

マーチカラー �#SH���"���338匡I12 

人魚姫 ����"�10 ��59 ����

54 湯� 鉄B�9 

女神たちの冒険 田��5 ��206 迭�

MeHow 塔��9 ��232 湯�

You，reMyOnlyShinin’Star ����"�7 ��59 途�

Rosaくローの 都"�9 ��223 湯�

ROSECOLOR 鼎R�9 ��45 湯�

WAKUWAKUさせて ����"�6 ��59 澱�

中山美穂メドレー 
恋する彼女はシャイ二一・ガールIP119匡】91】213囲9 

中山美穂＆WANDS 
世界中の誰よりきつと　　l87〔或61l239回6 

中山美穂withMAYO 
未来へのプレゼント　　　l245日11ll329811 

長山洋子 
愛ありがとう　　　　　　1334【ヨ3 剪�44683 

★紅い雪　　　　　　　　　　L304回6 剪�416匡】6 

艶姿女花晩割あですがたおんなのはなふdほ） �33��ｸ欣b���443底】6 

61風10 � �#�xｺx�ﾃ���

★海に降る蛮 涛C�2���247【∃3 

お江戸の色女 �#S8��8ィ���337【ヨ4 

★傘 �#��ｺx�｣B���365回4 

★恋酒場 �#妬+ﾈ�｣B���408回4 

★恋のプラットホーム　　　l263匡〕3 剪�347直）3 

★さだめ彗 �#ッ�5 ��370 迭�

★倖世にしてね �#3"�4 ��316 釘�

★捨てられて �##��5 �3�B�迭�

ノ �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�修正欄 �8ｨ4�4x5�6y�R�

★たてがみ �#CX���綯� �3#���8ッ�

★菅月 �#�(���｣R� �#Sh���迭�

★父さんの詩 �#ch��8�2� �3S���8�2�

★遠野物語 �3�8胡R� 鼎#X��R�

97匡】3 ��250〔或3 

★花園しくれ �#sh胡R� �3c�ｺx�｣R�

★ヴィーナス 鼎9T8�ﾃR� 鼎8��R�

★鯛 塔�ﾓ"� �#C�胡"�

瞳の中のファーラウェイ～ファイブスター物語～ 鼎X�����"� 鼎X�����"�

むすばれたいの �#�)?｣R� 鼎�H���絣�

★めおと酒 �#����B� �#cH胡B�

★めぐり逢い �3#cコ� 鼎3ャR�

43回6 ��43回6 

23985 ��323∈】5 

★私が生まれて育ったところ �#�x����2� �3������2�

長山洋子／中村橋之助 

ムーンライトジェラシー　　1261t∃31　1345EI3 

最良いずみ 
★裏町川　　　　　　　　　】66回41　l215回4 

渚のオールスタース 
DAYINVACATEON　　l50回8l　l50囲8 

渚　ゆう子 
40【ヨ10 ��40t∃10 

★京都慕情 鼎�S���� 鼎�����

Nathalie 

シャントン・ラムールChmtDnSL■amD］rl95【∋141　L248【∋14 

夏川りみ 
涙そうそう　　　　　　　l320【∃9l　l432日9 

夏木綾子 
★蜜ふたりづれ �3#h胡�� 鼎3亜���

★越冬譜 �3�X����� 鼎�x�#���

★大阪夢情 �#滴��"� 鼎�h��"�

274回4 ��358薗4 

★おんな夢太鼓 �#���ﾓR� 鼎�9.｣R�

★恋夜酒 �##hｺx�ﾃ"� �3����"�

285匡）8 ��369回8 

★浪花の母 ����ｺx�｣"� �#SH��"�

★涙ひとすじ �3�x���綯� 鼎#塔b�

★晩愁海峡 �338����"� 鼎CX����"�

夏木マリ 
お手やわらかに　　　　　143B8l　l431ヨ8 

夏木ゆたか 
★女のわがまま　　　　　　l212【∋11　1266【ヨ1 

Nat“KingT’Cole 

キサスヰサス・キサスQuTzas．QulZaS．Qu7zas �#店��8���� 鼎�s����

305【∃15 ��417B15 

名取忠彦とグリーンクラス 
★浮気ならいいわ　　　　　　　し　32【∃41　l32【∃4 

浪花こゆき 
★好きやわん大阪　　　　　　L　52回121　　L　52匡】12 

羅勲児 

愛しの司0ト 鼎�ﾓ"� 鼎弌�"�

俺の恋・決めた恋 �##i?｣"� �3���"�

★カルムリ 都8ｺx�ﾃR� �##H��R�

宇人l亘～8引こ傷ついて－ 鉄8ｺx�ﾃ"� 鉄8胡"�

並木路子 
★リンゴの唄　　　　　　　l27回9】　l27回9 

iナム・ジン 
★アン＝ヨンヒカセヨ～訣別～ 鉄仄x�｣B� �#�X��B�

≡71 

※手動式用リクエストナンパ，のrP」はPLPシリーズです。 5－ 



★…本人出演映像　☆・・・オリジナル映像

「

巨

巨

．



★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

X手動式用リクエストナンバーのrP」はPLPシリーズです。



★…不人出演映像　☆・＝オリジナル現像


