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★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タ　イトル

★LOVESONG

★ROSIER〔ロージア〕

★夏以上秋未満

LAZY LOU，s BOOGIE

★いつもそこに署がいた～YAWARAト

RayCharles

いとしのエリー　E”TeMyLove

レインボーハーモニー
☆レインボー彗蛸ロビン～レインボー戦隊ロビン～

ラズベリー・ドリーム

LDNELY BUTTERFLY

レベッカメドレー
100カラットラフ

ロードオブメジャー

ロス・インディオス
★コモエスタ赤坂

★知りすぎたのね

ロス・インディオス＆シルビア
★うそよ今夜も

わ � ��

看原一郎 

おーい中村署 �#CC��R� �3#��8��R�

山蔭の逼 �#c������B� �3CH�����B�

若山　彰 
★薫びも悲しみも幾歳月　　　【13871　113【ヨ7 

若山かずさ 
★女の生きがLl �#c8����"� �3Cs�"�

333匡】5 ��445回5 

96匹）2 ��249匡〕2 

247匡】3 ��331薗3 

★恋宿 塔(胡�� �#38胡��

★嵯峨野しぐれて �#�(ｺx�｣�� �3chｺx�｣��

★しのび傘 都���8�2� �##�����2�

★終箔駅の女 �#S8ｺx�ﾃ"� �33xｺx�｣"�

★白牡丹 �#3Xｺx�｣B� �3�弌�B�

★二度眉の女房 �3�(ｺx�｣2� 鼎�H��2�

★二人三脚渡し舟 �3�8���絣� 鼎#X���絣�

★花桔梗 �3#h���綯� 鼎3�#b�

★春雨の宿 �##H�ｸ謫�� �3���俶���

★水麿 �#s(������1356tヨ1 

※手動式用リクエストナンパ，のrP」はPLPシリーズです。

■＝一■■■匡＝一■＝＝■■■



★…本人出訳映像　☆…オリ

歌手名・タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�綿4��ｸ6x6��ﾉﾊy�9ﾎ��エンジャー用 lリクエストHo． 

★ゆきずりの花 �#�I?｣"���258【ヨ2 

★酔い惚れて �#���ｸ謫2���403匡）3 

和久井映見 
キスしたい �#�丼�������263回11 

抱きしめたいのはあなただけ 涛����2���244回13 

マイ・ロンリイ・クツバイ・クラブ 鉄X�������55回10 

和田アキ子 
220匡〕1 � �3�Hｺx�｣��

★愛、とどきますか 塔"�4 ��233 釘�

★あの適を鳴らすのt摘なた－ニューJトジョツー 都��10 ��221 ����

今あなたにうたいたい �#迭�6 ��407 澱�

W川W∈ヨy 涛8��2���246匡】3 

運命～DESTZNY～ �3#���8ビ���43387 

大阪ヘヴィーレイン 塔�������232匡】1 

252匡）1 � �33i.ｨ�｣��

河－River－ �#c8���ﾃb���347【ヨ6 

がんばって �##(ｺx�｣2���306匡）3 

さあ昌枝だ－ひらけ描ンキツキ／ボンキツキース～ �#スｺx�｣b���369匡】6 

★抱いてサンバナイト 涛絢x�｣B���251【司4 

★抱かれ上手 鉄hｺx�｣B���201匡】4 

41 ��"� 鼎��12 

どしゃ障りの雨の中で �3�B�1 ��416 ���

古い日記 �3�R�2 ��427 �"�

★Mother �#3��1 ��323 ���

東夏の夜の23時 �#s��6 ��355 澱�

★やじるべえ �#���1 ��263 ���

夢 �#S仄t鳴���343匡）1 

★よくやるね 田弌��2���219匡I13 

和田育児 
★上野発 �#ス��8������369【ヨ10 

★人生列車 �33)T8�ﾃr���444囲7 

★胃害は終わらない �3�Hｺx�ﾃ"���416匡】2 

★花よ鳥よ �3����8�����423【ヨ1 

★夢さすらい �3���俶唐���431回8 

★別れの海峡 �#滴�ｸ欣����406匡Il 

渡辺　徹 

約束　　　　　　　　　　IP108因121　163囲12 

渡辺はま子 
安国の花 �#迭�7 ��407 途�

雨のオランダ坂 �#���2 ��364 �"�

桑潜のチャイナ街 �#C��12 ��333 ��"�

★支那の夜 �#r�4 ��27 釘�

★覇州夜曲 �#r�5 ��27 迭�

渡辺はま子・宇部美清 
ああモンテンルパの夜は更けて12498131　1333813 

渡辺ひろ美（渡辺博美） 
★あばれ脂　　　　　　　　】306回2　F 劔418囲2 

★いじわる海峡 田H��8�3���212【ヨ3 

いのちの波止場 塔x��8�"���23982 

海峡列車 �#嶋������410図1 

★かもめ駅から 涛���"���244匡】2 

★紅の両 �3�H���綯���426【ヨ6 

★曽根崎しくれ �338ｺx�｣r���445匡】7 

★出船恋口貝 鉄(�ｸﾏ�2���52匡】3 

渡辺正典とヒットエンドラン 
☆闘魂こめて－読売巨人軍～　】237匡】121　1321匡】12 

渡辺真知子 
かもめが翔んだ日 ��ﾆﾄ��3 ��61【∃3 

迷い道 ��ﾆﾄ��4 ��61 釘�

78 ���� �##��10 

歌手名・タ　イトル 偃�:韭駢���ﾈﾍﾘ���8唔.h�h��i?�&ｨ�b�

渡辺実里 

いつかきつと 涛��11 ��243 ����

悲しいね ����"�7 ��69 途�

クリスマスまで持て机卜雪だるまVersiDn～ 都b�11 ��227 ����

PlO2 迭� 田��5 

シンシアリー［S7ncerely】 �##�ｺx�｣�����304回10 

209 ��"� �#c2�12 

虹を見たかい 鉄b�12 ��201 ��"�

BELIEVE ����"�6 ��69 澱�

MyRevolUt！on ����"�8 ��69 唐�

206 ��2� �#c��13 

メリーゴーランド 塔仄x�｣����242回8 

和田弘とマヒナスターズ 
★抱かれて卜da・k∈いre・te 鼎hｺx�｣B���46囲4 

男の夜曲 �#SR�15 ��339 ��R�

249 ��B� �332�14 

★泣かないで �#��5 ��20 迭�

泣きほくろ �#c��15 ��344 ��R�

惚れたって駄目よ �#C��15 ��333 ��R�

20 澱� �#��6 

★ワン・レイニーサイトイント一幸ョー ����3 ��19 �2�

和田弘とマヒナスターズ・多摩幸子 
★北上夜曲　　　　　　　　l20【∃4l　l2084 

源　哲也 

★あいつ 泥T��"���4EH2 

★あじさいの雨 滴��8��B���4【∃14 

ありんこ 田hｺx�｣R���215囲5 

★くちなしの花 滴��r���4圧】7 

子方復人 鼎Xｺx�｣����45囲9 

青春ぽんから 鼎x���絣���47【∃5 

★臼等れ坂 滴���������4810 

★ひとり 滴ｺx�｣R���4図5 

★水割り 滴ｺx�｣�����4凰10 

★みちつれ 滴��8モ���4【∋8 

★雲わり革 滴���絅｢��4【∋4 

★流氷の街 滴���3���4匡〕13 

涯哲也メドレー 
知　　　　　　　　　　IP123匡】81　l271回8 

漬　哲也・多岐川裕美 
★めぐり適いしのび逢い　　　l　4固3」　l4底】3 

渡哲也・牧村三枝子 
★花あかり　　　　　　　　】220匡）5l　r304回5 

渡　哲也・松坂慶子 
★ラストシーンは見たくない　l42圧）101　l42囲10 

WANDS 

空を語るより口つけをかわそう 涛8��8ヲ���2461∋9 

恋せよ乙女 涛X������248囲8 

声にならないほどに愛しい 涛(�������245囲11 

258回9 � �3C(ｺx�｣��

SecretNight～rtlsMyTreat～F218日6 剴3�(���澱�

Jumpin’JackBoy 涛儺8�｣r���253（勾7 

SameSide �#3����纈���315tヨ9 

世界が終るまでは…～スラムダンク～ �#�h���縒���260【ヨ7 

世界中の誰よりきつと〈P日代Ⅲ〉 塔絢x�｣�2���241〔勾13 

94【∃8 � �#Csモ�

時の扉 涛����纈���244日9 

もっと強く抱きしめたなら 塔Xｺx�｣�����237回11 

235EI7 � �3�塔r�

r 

J 


