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★…本人出演現像　☆・・・オリジナル映像
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★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タイトル　し黙認。．忘箭諾警諾 
高松美砂絵（さくらさくら） 
☆HEARTMOVJNG～美少輔士セーラームーン～l240【∃101　1324【ヨ10 

高峰三枝子 
★湖畔の宿 鼎(����姪C(�ｸ欣��

情熱のルム八 �33���8�2���442日3 

懐しのブルース �#SX���R���339匡I15 

南の花嫁さん �#cX�ｸ欣�R���349匡】15 

別れのタンゴ �#SX��������339【ヨ1 

高峰三枝子・霧島　昇 
純情＝盃実　　　　　　　】7886J　l22986 

たかみのり子 
★長崎雨情　　　　　　　　l228直】2l　r312回2 

高山　厳 

220【∃3 � �3�GH8�2�

299匡Ⅰ2 � 鼎���ﾘ謫"�

★悲しみよ一粒の涙も �#�8ｺx�｣����257回1 

★傷つきながら �#cH����"���348日2 

★心凍らせて 塔�.｣����242〔勾1 

★捨てないでよ �#���8 ��402 唐�

★抱いてあげる �#S��1 ��334 ���

★東京シンドローム �3���5 ��430 迭�

★曳工色稽 �#Sxｺx�｣2���341匡】3 

★dlりむけば秋 �33x�ｸﾏ釘���449匡〕4 

★みんな夢・夢・夢 �#3(��B�氾3�hｺx�｣B�

玉田　明 

実現の都　　　　　　　　l244回14l　l328回14 

田川寿美 
★哀愁港 �#cH�傅#����348囲1 

★雨の連絡船 �3#8縦R���435回5 

★海鳴り �3�8��b���425〔司6 

★女…ひとり旅 都仄x�｣"���230回2 

★海峡みなと駅 �#�(ｺx�｣B���404匡）4 

204匡】3 � �#S影8謫2�

★風岬 �#39�ｸ�ﾃ"���317回2 

★北海岸 �#sxｺx�｣����361〔司1 

★こぼれ月 �3���7 ��413 途�

★しゃくなげの雨 �#S��3 ��335 �2�

94 ��� �#Cr�1 

★女人高野（によにんこうや） �33B�6 ��446 澱�

308囲3 � 鼎#�胡2�

華観月 �#Cx��"���331固2 

放浪記 �#s����������354日11 

★みれん海峡 �##���"���305〔或2 

多岐川舞子 
85 ��� �#3r�1 

★あんたの海峡 �#s��2 ��363 �"�

★男灘 鼎��5 ��48 迭�

319匡】5 � 鼎3�ｺx�｣R�

★北の恋歌 �#s(����2���3561∃3 

★北半島 �##x��8�����311白1 

★恋待ぎ酉 �3��胡2���423匡】3 

★津軽望郷譜 �#S���"���335回2 

★浪花の雨 �#�(����"���266【∋2 

★花道 鉄x��������20281 

★ひとめぼれ �3�8��2���415囲3 

★望郷みさき �3#xｺx�｣R���439回5 

★幻海峡 �#S��4 ��343 釘�

★雲ほたる �#�2�1 ��405 ���

★夢織り酒場 �#3��2 ��322 �"�

※手動式用リクエストナンパHの「P」はPLPシリーズです。



★…不人出沸映像　☆…オリジナル映像
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歌手名・タ　イト　ル ���1 ��劔佗b�

★歩（ふ）の女房 �3�儘ﾈ�｣#�����#C#�胡"�剩D�ﾆﾂ�

田端義夫 劔�8��ｸ988�486x侍自Oﾈ晴槓齎5ｨ�ｸ8��ｸ8��ｸ98��ﾃ#�i+ﾈ�｣�3����｣#c����2�

★大利根月夜 ��ャB� ������紕��&ｩ�ｸ7ｸ�ｸ4ｨ8ｸ6�986�8�6�8ﾈ�ｲ�

★かえり船 �����8ッ� ������綯��-H,�,h-(7ｸ8ｸ6X�ｸ5x������ﾃsX�����3���ﾃ##h�����2�

★島育ち �#hｺx�｣B� �#hｺx�ﾃB��5�987ﾈ7ﾂ�

★十九の宥 �����8コ� ������絣��H��vﾈ,i��,ﾉn��322匡】13 � 鼎3H胡�2�

★昭和三代詑 �#�xｺx�｣2� �3���俶�2���311【∃11 � 鼎#8��8����

★昭和よさらば 田8�B� �#��ｺx�｣B����,�.���*ｨ-�-�*ﾙn��289回12 � 鼎�����"�

★天・地・人 �38ｺx�｣�� �38�#���8�5�6x4ﾈ6(5���h(��齎4��ｸ7H4x98���278匡】13 � �3c)+ﾈ�｣�2�

18匡】12 ��18匹I12 � 劔 

★別れ舶 ��絢x�｣�����粟h�｣����+�*�*ｸ,�*�-ﾒ�

田原俊彦 劔俟x*(截�229【∃3 � �3�8����2�

愛しすぎて ����9?｣B� 鉄���8ィ�俟x,h/�-｢�44【ヨ8 � 鼎H��8モ�

雨が叫んでる 塔X�ｸ謫�� �#3x�����ｨ,僖x.ｨ+ﾙ^x���305匡】8 � 鼎�xｾh�｣��

259【∋13 ��343813 剞Fは匂へと 田H��8ッ���212【∋6 

P11383 ��58【ヨ3 刳�ﾑ 鼎H���������44【ヨ10 

★キミ＝オチテユク �#c粘���� �3S9?｣���俐霾陷ﾒ�315〔勾3 � 鼎#yT8�｣2�

ごめんよ涙 鼎h���絣� 鼎cコ��+8+�-��ﾂ�44 湯� 鼎B�9 

ジャングルJungle 鉄x���繧� �#�#モ�冢���,ﾉ6�+R�44 ��"� 鼎B�12 

P106【∃7 ��65【∃7 剿�ﾒ 鼎B�11 ��44 ����

夏い家さら一目惚れ 都��#r� �##�ｺx*���6�4h4X6｢�

★涙にさよならしないか �#ベｺx�｣��� �3s�T3������ｨﾜX芥,ﾈ-�,h��5h984�8ｸ6��ｸ5x8x98���326 途� 鼎3��7 

ひとりばっちにしないから 鉄���8ヲ� 鉄���8ヲ���ｨ5ｨ784��h,ﾈ箸�332 澱� 鼎CB�6 

214【∃10 ��268【∃10 凵啜okyoに雪が降る �3�r�1 ��419 ���

田原俊彦メドレー 劔��ｨ6x耳ﾔｸ8x耳�X6x8�488�486r�289 ��� 鼎���1 

かっこよく、失恋　　　　　　ド119回61　1213〔盈6 劔��ｩ��8,ﾈ6x�ｸ4ﾘ8��ｲ�314匡〕8 � 鼎#h����

DAPUMP 劔�6�4h6(4ｨ�ｸ5��

296【ヨ14 ��408【∃14 � ����b�11 ��65 ����

274匡）13 ��358囲13 凾｠の娘とスキャンダル ��ﾄ��10 ��65 ����

★if．．． �3�粘��"� 鼎#���8��"���P106 湯� 田R�9 

Wecan’tstopthemusic �#�ｺx�｣��� 鼎��胡�����P106匹〕3 � 田Xｺx�ﾃ2�

★AllMyLoveToYou �3#�������� 鼎39?｣����4ﾘ5X4ﾘ5X6��ｸ6x,ﾈ��荿ﾏｸ蹴�P106匡】7 � 田X��r�

★Com▼on！BeMyGirl！ �#嶋ｺx�｣�"� 鼎��ｺx�｣�"���ｨﾚ�n�,ﾉ}ﾈ,ﾘﾜXﾘ"�80回7 � �#3��8�｣r�

★CrazyBeatGoesOn！ �#ォ���"� �3c絢x�｣�"���64回9 � �#�(�俶湯�

★CORAZON �3�(ｺx�ﾃ��� 鼎#Hｺx�｣����6��V乏�50〔勾7 � 鉄�ｺx�｣r�

★Joyful �#��ｺx�｣�"� �3cX胡�"�畠;fﾘ�Tｦ�觜,ﾉ6����PlO6匹〕4 � 田Xｺx�｣B�

★SteppEn’andShakTn’ �3�hｺx�｣�2� 鼎#絢x�｣�2��5x8X8ｨ4�,傚ﾙ�8��6��ｸ6x7X8ﾈ484��｢�P106回6 � 田X･��ﾃb�

★Pu「PleTheO「ion �3�絢x�｣��� 鼎#�胡���凩ﾙ+ﾈ,綿�fﾕ6�''��P114【∃6 � 鉄sッ�

★RhapsodyinBlue �#s����"� �3SX胡�"���49回13 � 鼎仄x�｣�2�

329区）11 ��441匡】11 � ����b�8 ��65 唐�

W－NAO 劔��83 ��2� �#3R�13 

★Rescueme　　　　　　1225囲131　1309囲13 劔��88 湯� �#C��9 

たま 劔�-8.ｨ,H+�.x/����ﾆV�6WD���6⊥��V���X6r�78底12 � �##仄x�｣�"�

さよなら人類　　　　　　l58【∃121　l204【ヨ12 劔��5384 � 鉄8���釘�

玉置　宏・頁咲よう子 劔���ｸ,ﾈ5�6X�ｸ5r�P106匡）5 � 田X胡R�

★東京ラストサイト　　　　l29812l　l29【〕12 劔��74回9 � �##X�ｸ謫��

玉置浩二 劔冢冖�*�,ﾈ7X8ﾈ5��59匡】9 � �#�Xｺx�ﾃ��

l■mDandy 鼎儺8�｣�� 鼎儺8�｣���&�ﾒ�46【ヨ2 � 鼎h����"�

キ・ツ・イ ����8ｺx�｣�� 鉄亜���簸腟苳t�t杯�������������dX�｣�#��剴cX�����"�

田園 �#C(�ｸ欣�"� �3#i.ｨ�｣�"��6�4h6(4ｨ�ｸ5�8�6�8ﾈ�ｲ�

274〔遍8 ��358匡旧 刄Xキャンダルが勲章さ　　　IP120【∃61　1217【∃6 

氷点 鼎cッ� 鼎h���綯��6�4h8ｨ685h8R�

LOVESONG �#�dW#r� �#s�H�縒��,H/�,h*I(�,ﾈ5H986��P113812 � 鉄������"�

田村直美 劔�,�,ﾈ,�*�,�+ﾘ,ﾘｹ�78-h.H*ﾘ,ﾂ�P117匹】12 � �#���ｸﾏ��"�

★永遠の一秒 �#��ビ� �#cX��8ビ��9�ﾄ6�&�ﾒ�

★STAIRWAY �#��?8�ﾃ��� �3�8������*�,�+ﾘ,ﾉ�ｨ,�x*(+ﾘ*ﾘ,H�����#�h������ﾈ��ﾃ#s��������

★地上に舞い降りた天使運 �##Hｺx8c�"� �3���俶��"��&ﾙD�)=��

★光と影袖手しめたまま一艇腎土レイアース～ �#3������2� �3�TS��2�部U2�285【ヨ13 � �3c���8��2�

★ゆずれない願い～蹴畑土レイアース～ �#�^?8�ﾃ��� �#c仄x�ﾃ���付f諄���ﾂ�269匡）11 � �3S8�ｸﾏ����

Beproud �#ォ��8������368【∋11 
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★…不人出沸映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タ　イトル 偃�:����駢��8ｨ4�+�+�5�6t蹂�B��4��ｸ6x6���9�9���エンジャー用 リクエスト仙 

ENMYDREAM �#ヲ�7 ��401 途�

OnlyYou署と夏の日を �#3��8 ��322 唐�

風に揺れるTomorrDW �332�9 ��445 湯�

83 途� �#3R�7 

271 途� �3SR�7 

君となら 塔b�8 ��238 唐�

223 迭� �3�r�5 

208匡】7 � �#c(��r�

60tヨ9 � �#�cヲ�

SUMMERCJTY 鼎亜�����48図8 

サマードリーム ����(��R���69匡】5 

71匡17 � �##�ｺx�｣r�

シーズン・イン・ザ・サン ��ﾄ�(ｺx�｣b���69匡】6 

十年先のラブストーリー 都X�ｸ謫r���226匡け 
ー純情－ �#cs�8モ���351【ヨ8 

湘南MyL0Ve 田����������219811 

情熱 �#S8��r���337匡】7 

StD「ies 鉄Hｺx�｣�����54匡】10 

だって夏じゃない 涛Cッ���247【ヨ6 

タンス・ウイズ・ユー ����(ｺx�｣r���69匡】7 

月と太閤 �3�2�9 ��425 湯�

297 唐� 鼎���8 

夏だね 塔"�10 ��233 ����

夏よありがとう �#�絢x�｣����262囲8 

夏を抱きしめて �#�X�ｸﾏ途���259〔司7 

夏を待ちきれなくて 涛8�ｸ謫r���246胚17 

虹になりたい �3�(�俶唐���414〔勾8 

初恋 �3�h���������428810 

ー花火－ �#cャr���352【］7 

ビーチタイム ����)T8�｣����69回8 

ビコーズ・アイ・ラブ・ユー ����(ｺx�｣����69〔或9 

ひまわり �#�)��r���366匡】7 

Pu爪y～ピュアティ～ �#SxﾌS����341〔勾8 

212匡】7 � �#chｺx�｣r�

221B8 � �3�Sモ�
LoveSong �#�yYsr���301（司7 

Remembe「Me ����8��8モ���5888 

TUBE（チューブ）メドレー 
SummerSexyYou！　　lPll9回8　E　　t213匡】8 

チューリップ 

銀の指環 ����亜�R���211回5 

心の旅 ����粟h�｣�����63回11 

サボテンの花 ����絢x�｣�����63④10 

青春の影 都x�����2���228【ヨ13 

虹とスニーカーの頂 ����亜�����63匡】9 

チューリップメドレー 
心へと続く胃害　　　　　IP120【∃91　121789 

CHIYO＆FEIFEl 

TOK旧天使　　　　　　l330圧】7l　L442回7 

丁　玉順 
★情炎詔　　　　　　　　　　7230821　1314t∋2 

チヨ一・ヨンピル 

愛の共犯者 田粟h�｣R���218囲5 

★紅い落葉 都仄s�R���230匡〕5 

★想いで迷子 �#8������23匡）8 

★想いで迷子2～悲しみだけで眠れるように～ �#8ｺx�｣����23匡】9 

★風の歌 �#c��4 ��345 釘�

悲しみのゆくえ 鼎b�8 ��46 唐�

ごめんな‥・ �#���2 ��303 �"�

ソウル・ソウル・ソウルー追憶の街－ ����B�12　　　　　57 剴�"�

－218－



★…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。
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★川本人出双映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タ　イトル 偃��w���ﾝ闔ｨ6x6���4x985x88�ｹw��ﾈ8ｨ4�4x5�6x幄�B�

★夜のフェリーボート 的T8�｣�C��滴�ｸﾏ��B�

テレサ・テンメドレー 
休思符　　　　　　　　　　tP119回21　l213回2 

電気グルーヴ（電気Groove） 
N．0． �#�x��8��2� �#c������2�

Shang「トLa �#S�������� �3C)?｣���

天童よしみ 
★あんたの花道 �3#8�����ﾂ�鼎3S���

★梅いちりん �3#x��"� 鼎3仄x�｣"�

★おまえ 都������� �##���8���

★俺のみちづれ 鉄X��"� 鉄Xｺx�｣"�

★女の花が咲く �338���� 鼎CX����

★かざくるま 都Xｺx�｣R� �##hｺx�｣R�

★郷愁～われ立ちて－ �#S(����2� �33i?｣2�

★き酉きずな 塔絢x�｣R� �#C�ｺx�｣R�

積丹半島 �3��ｺx�｣b� 鼎#(ｺx�｣b�

266〔】2 ��350【ヨ2 

★旅まくら �##����紕� �3�H���紕�

315匡】7 ��427【亙7 

珍鳥物語 �#3wH8�2� �3#�����2�

★牽恋う酉 �#hﾔﾈ�｣�B� �#h���B�

★道頓堀（とんぼり）人情 �33Xｺx�｣�� 鼎Cx����

虹の花 �3�X��8ビ� 鼎�x���縒�

★害が来た �3�����綯� 鼎#�ッ�

290匡〕7 ��402匡）7 

北海めおと節 �3#X��B� 鼎3x�8�｣B�

★むかい凰 �#��ｾh�｣"� �#SX��"�

★夢・恋日月 �#s塔b� �3c8��8ッ�

★夜明け �#滴��R� 鼎�hｺx�｣R�

酔ごころ 都����絣� �##���8コ�

★忘れ酒 �#��?｣B� �#cH��8ィ�

天童よしみ＆五木ひろし 
北のともしび　　　　　　l271【∃51　1355日5 

テン・リー 
★駅舎（えき） �38�ｸ謫�2� �38ｺx�｣�2�

★ついて行きたい �38���"� �38胡�"�

★日本海ひとり旅 �38ｺx�｣�B� �38胡�B�

DoAslnfin圧y

★underthe sun

★陽のあたる坂道

★深い蘇一犬夜叉～

★摩天楼ブルース

東京城北少年少女合唱団
☆がんばれ！赤胴鈴之助～赤胴鈴之助～

東京スカパラダイスオーケストラ
★美しく燃える森

モト冬樹＆工ド山口（東京ドンバース）
★悪魔がにくい

★自転車なんだよ人生は

バブルアゲイン

ー　220　－



：ヤー用 ��歌手名・タ　イトル ��劔召す十 

ストHo． 劍8ｨ4�+�+�5�6t霍r�厂y�9���リクエスト恥． 

8 凵囂諡� 嶋ｺx�ﾃ2���8匡）3 

★星降る街角 嶋���縒���8【ヨ7 

B12 凵嘯謔ｹばいいのに 嶋ﾔﾈ�ﾃ�����8囲10 

★わたし祈ってます 嶋ｺx�｣b���8匡）6 

日11 剳qいとうとハッピー＆ブルーメドレー 

遡3 剽Uい誘われ、男と女　　　　IP119【∃11　l213【∃1 

刃3 儺oshiWithNJGHTHAWKS 

日6 僊Iways～伝えたい～　　llOO匡I131　1254囲13 

十田敬三、ヴォーカル・ショップ 
【∃6 凵刄fビルマンのうた～デビルマン～l234841　131884 

DOGFIGHT 

臼1 凵囂Iりなき明日へ　　　　　l201匹）13】　1255匡】13 

殿さまキングス 

司1 凵嚶Xのともしぴ 鉄�ｺx�｣B���51【司4 

★あまのじゃく ��������B���19【ヨ14 

刃9 凵囎ｉﾘの宿 ����仄x�｣�2���19匡〕13 

★北の酒場にいた女 鼎r�1 ��47 ���

B12 凾ｯい子のマンボ �#SR�2 ��339 �"�

刃11 凵囓�ﾍ紅いパラ ����12 ��19 ��"�

★情熱のルンバ ��仄x�｣�B���19〔勾14 

亙11 凵嘯ﾈみだの操 ��塔�����19【∋11 

亙13 凵嚔ﾎ遊び蝶々 ��������2���19813 

田13 凵囎v細鏡 ��仄x�｣�����19匡】11 

日12 剞瘢� �3���俶途���412匡I7 

日10 剴aさまキングス・高野悪子 

亙10 凵嘯ﾓたりのクラブ　　　　　119回121　l19薗12 

亙10 剪ｹ羽一郎 

田13 剩ﾞ奴 �#s����絣���36285 

★変恋岬 �#��8謫"���29回2 

8 凵囂H津鳥 鉄Hｺx�#"���54回2 

★足摺岬 �#ド���綯���370日6 

臼10 凵嚥刮ﾎ焉 田X��2���214回3 

86 刪ﾉ勢湾 �#S����紕���342【ヨ4 

日6 凵嚏Cの祈り �#��ｸ謫R���29因5 

田13 刳Cの匂いのお母さん �3�Sィ���427日4 

亙5 � �3#h��8ィ���438【∃4 

日13 刮演ﾌ船 鉄��俶�����205囲1 

臼9 凵囃jの火祭り �##DT釘���308【∋4 

司13 凵囃jの濡 塗ｺx�｣�"���6〔勾12 

白13 凵囃jは浪漫 田h��������21581 

日13 凵囃j岬～海の三代目～ 涛���8ィ���244【ヨ4 

B8 剪j宿 �33�+ﾈuCb���442回6 

811 凵嚴t匠 田仄x�｣r���219匡】7 

BlO 凾ｨれの人生始発駅 �3#8����"���43582 

88 凵嚏C峡の寄 �#滴ｺx�｣r���406匡】7 

遡1 刳C峡浪漫 �#Ch��R���330囲5 

刃9 � �#C2�4 ��327 釘�

★河内一代男 �332�1 ��445 ���

司3 刹I州街道 �#c��5 ��353 迭�

遍7 遍2 遍9 亙12 【∃10 凵囑k帰航 �#3��4 ��322 釘�

★北の鴎口貝 鼎xｺx�｣"���47〔司2 

★北のつがい鳥 �3#仄x�｣R���441囲5 

★兄弟洒 �##�#R���305日5 

★兄弟船 塗ﾔﾈ�｣b���6〔司6 

★脈野灘 鼎弌�����49匡】1 

来島海峡 �#c�H8ッ���345【ヨ6 

佐渡の舞い扇 �#オT8�#b���368t勾6 

【ヨ1 凵嚴R陽道 �#�d#B���260【∋4 

【∃13 凵嚴梔ｻ酒場 �#S(ｺx�｣2���｣33hｺx�｣2�

【∃4 凵嚴u摩半島 �3�x���紕��#C#����紕�

－2 � 

1－ 

歌手名・タ　イト　ル

★私の彼はサラリーマン■98

★ひとさじの勇気

To Be Continued

うまく言えないけど

宕だけを見ていた

逃げたりしない
★物情は続いて行く

★行かないで…

堂本売子＆テジナ
★パートナー～霧の空漕～

TRUEKiSS DESTiNATiON

0VER＆DVER

tohkD（トーコ）

ふわふわふるる

うわさのキッス～キテレツ大百科～

SoKDナシLOVE

ハートを磨くっきゃない～飛べ！イサミ～

川の流れを抱いて眠りたい

★lLOVEYOU

★WednesdayM00∩

★輝きながら…

★風のエオリア

★壊れかけのRadio

★現役の言い訳

★MYSELFへ一風になりたい～

★夢を信じて～ドラコンクエスト～

LOVElS ALL

レイニーブルー

TOSHI（Toshi）

AsphaltJungle

★PARAD】SE

★我慢できないわ

★恋のキャンドル

★他人じゃないの



★・・・本人出演映像　☆…オ◆リジナル映像

歌手名・タイトル ��笈�ｨ���冽��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチ 修正憎 �4x985x88�ｹw��8ｨ4�4x5�6t��B�

★下北漁港 塗��8��B� 田��B�

★誠 �������釘� �#SDS�B�

★昭和北前船 �#弌�2� �#劍�2�

★徐祷夢男～虹のかけ橋～ �#�8��8コ� �#Ssコ�

粋相伝（すいしようでん） �3�8ｺx�｣r� 鼎�Xｺx�｣r�

★スケソウ大漁節 �3����8�2� 鼎3��2�

314直】4 ��426匡）4 

腋河男節 �#3)63R� �3�cコ�

関の孫六 �#店ｺx�｣R� 鼎�x�俶迭�

瀬戸の水軍 �#�h��2� �#s�ｺx�｣2�

★泉州寄木港 塔�?｣b� �#3(���綯�

★だんじり 涛x�ｸﾏ迭� �#S��R�

★東海道 �3�h���澱� 鼎�����綯�

★中仙道 都h��b� �##x胡b�

博多純情 涛�胡R� �#C8��R�

★北斗船 �#弌�B� �#仄x�｣B�

負けてたまるか �#c����釘� �3S(���紕�

祭りロ貝 �#����B� �3cH�8馗B�

★夢・一本づり �3�(ｺx�｣b� 鼎#H��b�

龍神 �#cx��8ッ� �3S�ッ�

尾羽一郎メドレー 
おとこ灘　　　　　　　　IP120【∋11　l217日1 

鳥羽一郎＆キム・ヨンジャ 

予感 �#ヨ��R� �3s(胡R�

★酔ったほうが勝ち �#s8��B� �3Sx胡B�

とみたいちろう 
★おーい北海道（rmA北海道MAN）l62回21　1208区】2 

ともまかりえ 
238匡）13 ��322〔勾13 

くしゃみ �#C(�����2� �3#c��2�

★泣いちやいそうよ �#S���8��2� �33TT��2�

DragonAsh 

Amploud �3��?8�ﾃ��� 鼎#�ｺx�｣���

302匹〕13 ��414匡）13 

静かな日々の脂段を �3�x������� 鼎���������

Lifegoeson �3#H�����"� 鼎3h��8��"�

DragonAshfeat．Rappagariya 

Deeplmpact　　　　　　l296回10l　l408回10 

DREAMSCOMETRUE 
Eyestome 田����紕� �#�����紕�

朝がまた来る �#s穎��ﾃ�� �3c(ｺx�｣��

おはは �#c8�ｸﾏ湯� �3Cx����

雨の終わる場所 涛亜��2� �#S�胡�2�

嵐が来る �##x���� �3��ｺx�｣��

いつのまに �3�h����� 鼎#�ﾓ���

223匡】9 ��307匡】9 

WlNTERSONG �#�x���繧� �#c���8モ�

笑顔の行方 鉄�ﾓ��� �#�Hｺx�｣���

壬づいてよ �#�Xｺx�｣�� �#c弌���

決矧ま金曜日 塔hｺx�｣��� �#3絢x�｣���

314【ヨ9 ��42689 

gofo「itj 涛h���繧� �#C���8モ�

mesIgnsofLOVE～スワン・プリンセスー白鳥の湖叫 �#��ﾓ�� �3�8胡��

SAYONARA 塔���8��"� �#C������"�

65【∃2 ��214【∃2 

サンキュ． �#�絢s��2� �3�(�佰��2�

サンタと天使が笑う夜 塔x��8モ� �#3塔��

7月7日、晴れ �#3亜�b� �3#(��b�

すき �#�Hｺx�ﾃB� �#c�ﾓB�

好きだけじゃだめなんだ �3�亜��� 鼎#�ｺx�｣��

歌手名tタ　イトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B��4��ｸ6x6���9�9���エンジャー用 リクエスト伽． 

SNOWDANCE �#�(���������404【∃11 

そうだよ �#Cx���������331【ヨ10 

太閤が見てる 塔XﾌS����237囲8 

306 ���� 鼎���10 

281 唐� �3cR�8 

86 ��2� �#3��13 

PEAC巳 �#S��8 ��343 唐�

uT∬N旬的欄「鷲血訂舵Sm竹IatMe～ 田b�13 ��215 ��2�

冬三味にはまだ遇い �#�r�10 ��261 ����

205回13 � �#S仄x�｣�2�

未来予想図 塔H���纈���23689 

未来予想図Ⅱ ���#�ｺx�｣�2���222囲13 

誘惑 �#C���8ビ���332【ヨ7 

LDVET‖⊃E �#�x���纈���261【ヨ9 

225匡〕10 � �3��ﾓ���

RinglRinglRingl 田x�����2���216【ヨ13 

ROMANCE �#3�ビ���314【］7 

76t司12 � �##x�ｸﾏ��"�

TrioLosPanchos 

ベサメ・ムーチョBesameMuchol295回9l　i407直19 

TWILIGHTKIDS 
署のいないステーション　　l89匡】13l　l242囲13 

トワ・工・モア 

誰もいない海 ����8��8�����58【ヨ1 

虫工と雪のバラード �#sX��8コ���359【ヨ5 

とんねるず 

雨の西麻布 ����h������65回9 
一番偉い人へ 塔d&ﾆﾂ���238【］11 

一気！ ����i?｣�2���203813 

大人になるな 塔H�������236直）10 

おらおら ����h�������65t勾11 

がじゃいも 涛��������243凰11 

ガ二 �#�8�������267囲11 

歌謡曲 ����iT8�ﾃ�����65匡】10 

79回11 � �#3������

心めぐり 鉄(����2���52【ヨ3 

情けねえ 都(���"���223回12 

207811 � �#c�63���

迷惑でしょうが… ��ﾄ��ｸ欣����65匡18 

ANTLERS～鹿島アントラ，ス～

ナイアガラ・トライアングル
A面で恋をして

★Ca＝ngYou

★NO MOREENCORE

★六本木ララバイ

1986オメガトライブ

奈保子＆小金沢君
★ちょっとだけ秘密

ナオコ＆ライラックス
語がちがうじゃない

中井昭・高橋勝とコロラティーノ
思案橋ブルース
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