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［ジャンル別一覧表］

曲　　　　名 オートチェンジャーNo． 曲　　　　名 オートチェンジャーNo．

愛してます（サランへ）……………………・＝…………………‥184－01　　　　ソウル・ソウルソウルー追憶（おもいで）の街－………………035－01

逢いたい顔

愛は苦しみ（モン工）

184－02　　　　そぼにいてね

184－03　　　　他郷暮し

184－04　　　　　誰が泣く

184－05　　　　雀進士宅三番娘

185－09

185－10

185－11

185－12

184－06　　　　大田（テジョン）ブルース　　　　　　　　　　　　　　　066－07

あなたは分らないでしょう……・＝……………＝………………184－07　　　　どうしたらいいの

雨降る湖南緑

雨降る永末橋

184－08　　　　トラジ

184－09　　　　　島　唄

184－10　　　　泣きながら越える丘

あんまりです（ノムハム二ダ）…………‥……………・・……・…184－11　　　　失くした情

いかないで（カジマオ）…………・＝……………………………‥027－14　　　　なんで泣く

行かないで（カジマオ）……・＝…………………………………‥184－12　　　　憎いけどもうー度

今もあの人は私の愛

歌って踊って

184－14　　　　　納沙布岬

184－15　　　　釜山港へ帰れ

061－18　　　　舟　唄

江原道（カンウォンドゥ）アリランり…………………………・＝184－16　　　　鳳仙花

黄色いシャツ 087－12　　　　待っている女心

184－17　　　　　窓の外の女

185－01　　　　廻らない風車

185－02　　　　　ミオ・ミオ・ミオ

186－06　　　　　ミヤリ峠

こんなに愛したあなた…………………＝………………………185－03　　　　木浦の涙

歳　月（セウオル）

水車は今も

ソウル讃歌

185－04　　　　　恋　情

185－05　　　　離　別（イビョル）

185－06　　　　別れの釜山港

079－04　　　　忘れたいわ

185－07　　　　忘れてしまった季節

185－08　　　　　私には貴男だけ

オートチェンジャーNo．

185－13

185－14

185－15

185－16

185－17

185－18

186－01

186－02

186－03

186－04

186－05

186－07

084－10

186－08

186－09

186－10

186－11

186－12

184－13

186－13

186－14

186－15

186－16

曲　　　　名

187－01　　　　佐渡おけさ

186－17　　　　　相馬盆唄

187－02　　　　そうらん節

187－03　　　　　大漁唄い込み

187－04　　　　東京舌頭

187－05　　　　南部牛追唄

187－06　　　　花笠音頭

187－07　　　　北海盆唄

187－08　　　　八木節

187－09　　　　　山中節

－11－

187－10

187－11

187－12

187－13

189－01

187－14

187－15

187－16

186－18

187－17



月月火水木金金

出征兵士を送る歌

188－01

269－16

188－03

188－04

188－05

188－06

188－07

188－08

青年日本の歌（昭和維新の歌）　　　　　　　　　　　　　267－16

188－09

曲　　　　名

いぬのおまわりさん

うれしいひなまつり

大きなクリの木の下

おおきなふるどけい

191－04

191－05

191－06

191－07

191－09

191－10

おもちゃのチャチャチャ　　　　　　　　　　　　　　　192－01

きらきらぼし 189－08

クラリネットをこわしちゃった　　　　　　　　　　　　191－12

げんこつやまのたぬきさん　　　　　　　　　　　　　　191－13

191－14

曲　　　　名 オートチェンジャーNo．

アロハオエ（Aloha Oe）　　　　　　　　　　　　　193－06

カイマナ・ヒラ

珊瑚礁の彼方

193－16

195－02

195－07

スウィートレイラニー　　　　　　　　　　　　　　　　195－08

196－02

200－07

200－09

曲　　　　名

赤鼻のトナカイ 192－13

192－14

120－17

クリスマスキャロルの頃には　　　　　　　　　　　　　203－10

CHRJSTMASTIMEFOREVER　　　　　　　　　　　　　201－05

X－masヒット　ソングメドレー　　　　　　　　　　　　192－18

Xl¶aS HItSメドレー（女性篇）　　　　　　　　　　　274－15

X’mas HltSメドレー（男性篇）　　　　　　　　　　　273－15

恋人がサンタクロース　　　　　　　　　　　　　　　172－03

最後のHoly Ntght 106－01

戦友の漣骨を抱いて

188－10

188－11

188－12

189－04

同期の桜（セリフ版）　　　　　　　　　　　　　　　188－13

ラバウル小唄

188－14

188－15

188－16

188－17

10人のインディアン

どんぐりころころ

パジャマでおじゃま

191－15

192－02

192－03

192－04

192－05

192－06

南の島のハメハメハ大王　　　　　　　　　　　　　　　192－09

めだかのがっこう 192－10

やまぐちさんちのツトムくん　　　　　　　　　　　　　192－11

ヤンチヤリカ 192－12

曲　　　　名 オートチェンジャーNo．

ハワイの結婚の歌（ケ・カリ・ネイ・アウ）　　　　　　　196－12

フルー・ハワイ（BIue HawalI）　　　　　　　　　　　　196－17

マイターネ（MyTana）　　　　　　　　　　　　　197－04

メ　カナ二・アウ　カウポ　　　　　　　　　　　　　　　　197－09

モーニング暮デュー 197－10

ワイカプ（WaIkapu）　　　　　　　　　　　　　　199－16

ワイキキの浜辺

ワサマラ・ユー

199－17

200－14

曲　　　　名

サンタが町にやってくる　　　　　　　　　　　　　　　　192－15

ジンジンジングルベル　　　　　　　　　　　　　　　　277－08

スノーフレイクの街角　　　　　　　　　　　　　　　　　107－09

天使たちの時～TJme Ofthe AngeJs～　　　　　　　　127pO4

PEARL－WHITE EVE

ホワイト・クリスマス

174－10

110－11

197－03

MERRY X’MASIN SUMMER　　　　　　　　　　　　　113－10

－12－



メリークリスマスが言えない　　　　　　　　　　・133－16

もろぴとこぞりて 192－17

曲　　　　名 オートチェンジャーNo，

愛して愛して愛しちゃったのよ　　　　　　　　　　　　116－02

愛Knowマジック

愛は時を越えて

205－09

205－05

205－10

116－07

204－14

137－16

あなたに会えてよがった………………………………………‥116－14

ANNIVERSARY～無限にCALLING YOU～・・・‥・・・”………・116－17

あの鐘を鳴らすのはあなた……………………………………‥095－07

雨にキッスの花束を

いい目旅立ち

117－04

157－05

いつまでも変わらぬ愛を　　　　　　　　　　　　　　171－02

お嫁に行きたい

157－14

103－03

104－07

乾　杯（ニュー／トジョン）　　　　　　　　　　　　104－08

君といつまでも

君の陸にRainbow

結婚しようよ

GetAIongTogether

158－06

158－08

208－08

158－14

224－12

124－16

LASTCHRISTMAS 183－16

曲　　　　名 オートチェンジャーNo．

世界中の誰よりきっと　　　　　　　　　　　　　206－06

世界で1番近くにいて　　　　　　　　　　　　　173－14

瀬戸の花嫁

睦がほほえむから

不思譲などーチバイ

部屋とYシャツと私

091－01

216－10

125－15

146－16

175－10

130－12

111－11

168－10

204－13

176－10

176－15

207－11

もっと強く抱きしめたなら　　　　　　　　　　　178－13

You’re the Only 181－11

YouTre MyOnlyShInln’Star　　　　　　　　　　　113－16

LOVE SONG 179－05

LOVESONGメドレーforウェディング（女性鯨）”……211－16

LOVESONGメドレーforウェデ・（ング（男性崩）・……・214－17

私がオバさんになっても………………………………………‥205－15

愛さずにはいられない 粕4�苺E5D��ﾄ�比u備R�200－01 

明るい街角で 簸薀Ф5T蒟�4妊UDФ5E$TUB�193－01 

明日に架ける播 �%$妊tT�U%E$�$ﾄTEt�DU"�198－01 

アドロ ��D�$��072－12 

あなたの肩にほほうめて ��UE備U$У�D�ﾕ�4�TﾄDU"�198－02 

AHardDay，sN董ght（ビートルズがやって来るヤァJヤァJヤァJ） ����$DD���e4荀t��193－02 

77モール ��ﾔ�"�193－03 

ある愛の詩 付Ф$TD�$Tt碑�彦�ﾖVg&�ｨ�Dﾆ�U7F�'����｢�193－04 

ある恋の物語 ��X��5D�$��DUT��ﾔ�"�193－05 

イエスタデイ 部U5DU$D���193－07 

イエスタディ・ワンス・モア 部U5DU$D�簸�4Tﾔ�$R�193－08 

いそしぎ 疋Ф4��D��備U%4ﾔ汎R�198－03 

イッツ・オンリー・ア・ペーノヾ一・ムーン ��200－02 

イッツ・ピーン・ア・ロング・ロング・タイム 舶E4$TT��ﾄ�x�Dﾄ�uD番R�193－09 

imaglne 粕ﾔ�t比R�193－10 

嘘は罪 滅E4�4泌D�Tﾄﾄ�ﾄ燃�198－04 

エリー・マイ・ラブ～いとしのエリー 乃ﾄﾄ嚢�4ﾕ汎�R�118－15 

エンド・オブ・ザ・ワールド 疋УT腑�DФt�$ﾄB�193－11 

オー・キャロル 簸�4�$��198－05 

オー・シャンゼリゼ 汎U44��ﾕ�8�ﾄTﾅ�4TU2�193－12 

オールオブ　ミー ��ﾄﾄ�ﾔR�198－06 

踊り明かそう 粕4�ﾄD��dTD��4TD�ﾄﾄ苳t��200－03 

想い出のグリーン・グラス 盃$TT��4u$TT舫$�54��ﾔR�193－13 

想い出のサンフランシスコ 粕ﾄTeDﾕ売T�%D泌4�臚$��4�44��193－14 

オンリー・ユー 簸菁部��193－15 

風に吹かれて �$ﾄ�比､泌DФt比B�193－17 

ー13－



曲　　　　名 侏H�����������オートチェンジャーNo． 

カチート �4�4�D��200－04 

悲しき雨普 �$�D��DФ$�披�198－07 

悲しき願い 妊��eDﾄUDﾔT$Tﾔ�5T腑U%5C��B�198－08 

悲しき街角 �%T��t���193－18 

カラーに口紅 汎��5D�4ｴ�備U$4�ﾄ�"�198－09 

枯　葉 汎U4dUT汎ﾄU4ﾔ�%DU2�194－01 

カレンダーガール �4�ﾄT腑U$t�$ﾂ�198－10 

カントリー・ロード 疋�ｴTﾔT�ﾔX�44�薤%�$��E2�194－02 

キエレメ・ムーチョ ��T廼$TﾔTﾕT4��194－03 

キエン・セラ ��WDT�4U$��194－04 

キサス・キサス・キサス ��T弗�8�E�WE､�8�E�T弗�2�194－05 

北　風 比�%D�比B�194－06 

君は我が運命 部��$Tﾕ妊U5D泌��194－07 

きみ微笑めば（ホエン・エア・スマイリング） 付У蜚��e$U4ﾔ汎比r�200－11 

グァンタナメラ 盃T�薀���ﾔU$��194－08 

ク・クリレ・ク・ク・パロマ �3��3��#��3��3���5��ﾄ���194－09 

グリーン・フィールズ 盃$TT臈乃ﾄE2�194－10 

ケアレス・ウィスパー �4�$TﾄU55t�5�U"�194－11 

煙が目にしみる �4ﾔ�TtUE4泌備U$U廼2�194－12 

恋の売り込み 綿�dﾔt���ｴ蔬4ｴ�備U$C��"�198－11 

恋の片道切符 簸膓t�疋�4ｴUED�У$ﾅTU2�194－13‾ 

恋はフェニックス �%疋ФD番T杯UED���T苺��198－12 

恋人よ我に帰れ 汎�U(�44�T$�4ｵD�R�198－13 

漕げよマイケル 番�4��Tﾂ�194－14 

国境の南 �4�D�eDУ$�$DU"�194－15 

ゴッド・ファーザー～愛のテーマ～ �5�T�ｵ4�Dﾅ汎�X�犯�WF�ﾖVg&�����F�v�f�F�(�H�H�｢�194－16 

コットン・フィールズ �4�D�d乃ﾄE2�194－17‾ 

この胸のときめきを 部�D��eD��dUD�4�部�ﾄ�TﾔR�194－18 

この世の果てまで 疋УT腑�DФt�$ﾄB�198－14 

コンドルは飛んで行く 乃ﾄ4�D�(����4��198－15 

酒とバラの日々 妊��8���t比T�腥��$�4U2�198－16 

サニー �5T蒟��195－01 

サバ甲女王 汎�$T比TDU4�$��063－15 

幸福を売る男 汎Tﾔ�$4��腑DT$�ФU"�195－03 

シー・ラブズ・ユー �4Уﾄ�U5備R�200－05 

シエリト・リンド �4乃ﾄ疋�腑��195－04 

四月の恋 ���$汎ﾄ�R�195－05 

ジヤ二一・ギター 筈�蒟盃T疋�"�195－06 

ジャンバラヤ 筈�ﾔ$�ﾄ����198－17 

好きにならずにいられない �4���eDУﾅ�d�ﾄﾄ碑�6ﾄ萋�R�195－09 

スタンド・バイ・ミー �5D�腑%番R�195－10 

素撤な16才 売����$�%DД���55tTUE4腐DTT��199－01 

砂に書いたラブ・レター 汎�TﾄT疋U%4泌DФ4�脾�195－11 

聖者の行進 付У薀Ф4�泌E4t��$4���fﾄ��195－12 

セプテンバー・ソング �4U�DTﾔ$U%4�r�195－13 

ソラメンテ・ウナ・ペス �4��ﾔT薀UT��dU8�楓�&T柳誦F�陪V�'H�｢�195－14 

ソング・フォー・ユー ��4�td�%備R�199－02 

ダイアナ 濡D����195－15 

太陽は燃えている 汎�TﾔUt疋��ﾄﾅ備U$У�%H��7V�襷�6�末V蹤�T�6��｢�195－16 

抱きしめたい 勇t�薤D��E備R�195－17r 

ダニ一・ボーイ 妊�蒟�$��199－03 

タミー 疋�ﾔﾕ��195－18 

誰かが誰かを恋してる 廼dU%�$�汎�U54�T$���196－01 

追　憶 疋Фt�鋲dUtU$R�200－06 

デイドリーム・どり一バー 妊�忍$T�ﾔ$Tﾄ廼dU"�196－03 

テ・キエロ，ディヒステ 疋U�T､U$�筈�5DX�磐�v�4�5F�ﾖ�艷v⑨�｢�196－04 

テネシー・ワルツ 疋T蒿U54TUt�ﾅE｢�196－05 

デライラ 妊Tﾄ汎���196－06 

時　計 ��DTﾈ��$���066－15 

トム・ドゥーリー 疋�C��ﾄU��196－07 

トライ・トウ・リメンバー 髭%疋�$TﾔTﾔ$U"�200－08 

－14－ 



バイヤ・コン・ディオス 錨���4�D備2�196－08 

バラ色の人生 汎���d乃T�$�4R�196－09 

パリのお嬢さん 番�DTﾓ��4TﾄﾄTDU��$･2�196－10 

パリの空の下 �4�4ﾄT6ﾄTﾄDU��$･2�196－11 

ピー・マイ・ベイビー �$X��ﾕ�$�%��199－04 

ビギン・ザ・ビギン �$Tt泌DУ$TuT比R�196－13 

ピコーズ・アイ・ラブ・ユー �$T4�U4T汎�U備R�196－14 

百万本のバラ 番汎ﾄ簸�$�4U2�196－15 

フライ・ミ一・トウ一・ザ・ムーン 播ﾅ番UD�Уﾓ����196－16 

ヘイ・ジュード 売U��4･TDR�200－10 

ベイビー・フェイス �$�%播�4R�199－06 

ヘイ・ポーラ 売U舶��Tﾄ��199－05 

ペサメ・ムーチョ �$U4�ﾔTﾕT4��197－01 

ポエトリー・イン・モーション ���E%粕蕚�ﾄ��199－07 

慕　情 汎�T�4�ﾔ�蝌�ﾅ5�ﾄT腑�$TED�舐�197－02 

マイ・ウェイ 盤付���200－12 

マイ・ホーム・タウン 盤売�UD���199－08 

マリア・エレーナ 番�$����TﾄT���197－05 

ミッシェル 番�4УﾄﾄR�197－06 

港の灯 売�$$�(��ﾄ杯��197－07 

魅惑のワルツ 播�44比�D簸��199－09 

ムーン・リバー 晩���$錨U"�197－08 

モ　ア 番�$R�199－10 

モナ・リザ 番��ﾄ�4��197－11 

野生のエルザ �$�$臚$TR�197－12 

ユー・ア一・マイ・サンシャイン 部��$Tﾕ�5T�4�膤�197－13 

雪が降る 疋�$Tﾄ�腟杯R�200－13 

夜のストレンジャー �5E$�舩U%4泌DУ苳t��197－14 

ライク・ア・ヴァージン 汎TｴT�d�$t披�197－15 

ラ・ノピア 汎���蔟d���197－16 

ラ・パンパ 汎���$�ﾔ$��197－17 

ラブ・ミ一・テンダー 汎�TﾔUDT腑U"�199－11 

ラ・マラゲーニャ 汎�ﾔ�ﾄ�uTT���199－12 

リトル・ダーリン 汎髭DﾄX��D�'T��b�199－13 

ルイジアナ・ママ 汎��4����ﾔ�ﾔ��199－14 

レット・イットピー 汎UD疋$R�199－15 

我が祖国 疋�4ﾄ�腑�5備U$ﾄ�脾�199－18 

私の青空 盤�$ﾅTTУ�dT��200－15 

VVONDERFULTONIGHT 付�DU$eTﾅD�杯��200－16 

－15－





○周智アリラン　　　　　　　　184－10　絹音調等　　韓国メロディ＿

〇四三コ印主LH人惜今もあの人は私の愛　184－14　摘呈　　　　韓国メロディ＿

むフ‖霧　　　　　　　　　　　185－01　こト誓呈　　　　韓国メロディ＿

む望さよなら　　　　　　　　　185－06　喜絹肴　　　　韓国メ。ディ＿

望召恋　情　　　　　　　　　　186－12　絹等罫　　　　韓国メロディ＿

皇書聖桐の葉　　　　　　　　　185－02　呈富者　　　　韓国メロディ＿

書工房盲斗営利泣きながら越える丘　185－16　竃ン賢者　　　　韓国メロディ＿

宣ヱ1割巨富ケ仁なんで泣く　　　　185－18　宣端　　　　韓国メロディ＿

卦坤叫琶召失くした情　　　　　185－17　を朋　　　　韓国メロディ＿

要望己1忘れたいわ　　　　　　　186－14　i主等　　　　韓国メロディ＿

亘は囚彗想瑚聖篭進士宅三番娘　185－12　翫言卜去摘　　　韓国メロディー

司書虚　空　　　　　　　　　　186－06　菖摘量呈　　　韓国メロディ＿

一17－


