
歌手名・タイトル 偃�:韭駢�ﾈ4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��リクエストNo・l修正梱IUクエスMD． 

は 

BirthdaySuit 

★想い出を永遠にかえて ��C(��8���� �#s��������

PERSONZ 

lNEEDYOU ��C�ﾓ��� �3�h胡���

★sayO〔∂「∂は言細い一関☆遊☆白書冥界死緒炎の辞～ ��CS���� �3�3����

★StayasaFriend～友達のままで～ ��c���8モ� �3�塔��

DearFriends 田)?｣�2� �#�H��8��2�

BAAD 

署が好きだと叫びたい～スラムダンク～ ��C(ｺx�｣�2� �#s�ｺx�｣�2�

バービーボーイズ 

Chibi 田�ｺx�｣�� �#�8胡��

ノーマジーン～nOrmajean〈reprise〉 都Cッ� �#����8ッ�

日を閉じておいでよ 田���� �#�)?｣��

バーブ佐竹 

★おとこ酒 涛���8ッ� �#C(��8ッ�

女心の隕 ���h���縒� 田Sビ�

ネオン川 ��h胡b� ��h��b�

虫けらの唄 ���(ｺx�｣�� 鉄仄x�｣��

パープル・シャドウズ 
小さなスナック �3��(胡�� 田仄x�｣��

倍賞千恵子 
さよならはダンスの後に ���h��8ッ� 田X��8ッ�

下町の太陽 ���cヲ� 田X��8ヲ�

忘れな草をあなたに ��ス��8��� �3C8������

灰田勝彦 
アルプスの牧場 ����胡�"� �3C絢x�｣�"�

燦く星座 �������2� �3C亜��2�

ジャワのマンゴ売り �#3�ッ� 鼎�x��8ッ�

新雪 ����ｺx�｣��� 田�胡���

鈴懸の径 �������B� �3C�ﾓ�B�

東京の屋根の下 ����胡�R� �3C絢x�｣�R�

森の小径 �#Ch��B� 鼎3(ｺt釘�

野球小僧 ������� �3C���8���

ハイ・フアイ・セット 

卒業写真 鼎s��B� 鼎s��B�

冷たい雨 塗�����2� 塗��8��2�

フィーリング �#����� �#�����

忘れないわ 塔x����2� �#3�?｣2�

ハウンド・ドッグ 

嵐の金曜日 鉄����2� 鉄�胡�2�

AMBLTtOUS 鉄�������� 鉄��������

浮気な、パレット・キャット �3X���ﾃ�� �3X������

おまえを決してはなさない ��cxｺx�｣��� �3#Xｺx�｣���

ONLYLOVE 鉄y?｣�� 鉄x��8ヲ�

さよならの向こうに ��c���8���� �3#s����

JEALOUSY ��3�ビ� �#S����縒�

15の好奇心”PROCEEDTOSUCCEED” ���s�2� �##H����2�

DIAMONDEYES �3塔B� �3�?｣B�

DESTlNY 鉄Y?｣��� 鉄X��8����

TelLMeWhy 田x��8��"� �#�������"�

涙のBhlhday �3hｺx�｣2� �3h胡2�

★日はまた昇る～THESUNALSORISES～ ��#���8モ� �#Sx��8モ�

什（フォルティシモ） �3(��8��B� �3(�����B�

★BRIDGE～あの橋をわたるとき～ 涛8胡�� �#CH�刎唐�

ラスト・シーン 田(ｺx�｣�B� �#�H���B�

ROCKS �3sモ� �3x��8モ�

ハウンド・ドッグメドレー 
ラブ・ドリームの罠 ���弌�r� �#3�胡r�

歌手功 

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

歌手名tタイトル 偃�:韭駢�ﾈ4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��冤こ ね毘 リクエスト〃01修正柵tリクエス州0． 

パカ殿様とミニモ＝姫。 
アイ～ン体操 �#s���8��"� 鼎Sh�����"�

萩原健一 

大阪で生まれた女 店ｺx�｣2� 店��2�

ぐでんぐでん 鼎���8ッ� 鼎���8ッ�

BUCK一TICK 

JUSTONEMOREKISS 鉄塔�2� �#�������2�

BAKUFU－SLUMP 

大きな玉ねぎの下で～はるかなる想い 田x��8�2� �#������2�

月光 ���x胡2� �##H��2�

東京ラテン系セニョリータ 塔x��8��� �#3���8���

涙2～LOVEヴァージョン～ 涛Cヲ� �#CX��8ヲ�

無理だH（YouCannotDoThat） ���X��8��� �#�c���

Runner 鉄塔��� �#���������

リゾ・ラバ（resortJovers） 田8胡�� �#�X胡��

爆風スランプ 

旅人よ～TheLongestJourney ��ォ��8���� �3C(���ﾃ���

箱崎晋一郎 

熱海の夜 ��8���縒� ��3�8ビ�

ブルーナイトイン札幌 �3(���� �3(ｺx�｣��

抱擁 �#8胡R� �#8胡R�

間　寛平 

★Jijy 塔Hｺx�｣�"� �#3Hｺx�｣�"�

ましだのりひことクライマックス 
花嫁 ��x胡2� ��x胡2�

元　ちとせ 

いつか風になる日 �#���8���� 鉄�8�������

この街 �#sX胡��� 鼎c�枋���

千の夜と千の昼 �#スｺt��"� 鼎s�ｺx�｣�"�

ワグッミの木 �#c�ﾓ�2� 鼎SH胡�2�

橋　幸夫 

あの娘と僕（スイム・スイム・スイム） �#��ｺs��R� �3S弌��R� 

雨の中の二人 ����胡b� 田�胡b�

潮来笠 �3��塔r� 田(��8ビ�

三工梨子 �3��弌�"� 田(�刎�"�

おけさ唄えば �����"� �3Cャ"�

男ざかり �#S����紕� 鼎3wH8ィ�

★お袋の袋 ��c#ッ� �3#����ﾃb�

★面影渡り鳥 ��ォｺx�｣b� �3C(胡b�

北回帰線 �#��胡2� 鼎cxｺx�｣2�

営掛時次郎 �#3�ｺx�｣B� 鼎�x��B�

恋のメキシカン・ロック ��������2� �3Cャ2�

恋をするなら ��C8胡�� �3��ｺxｸﾂ�

子連れ狼 ������8ィ� �3C���8ィ�

佐久の鯉太郎 �#����8��� �3S�������

ゼッケンN0．1スタートだ �#������"� �3S塔"�

チェツチェツチエツ ��C8ｺx�｣�� �3��ｺx�｣��

中山七里 �#3�I#2� 鼎�x��8�2�

★流れおけさ節 �3絢x�｣r� �3�8咾r�

舞妓はん �#Ccィ� 鼎3(��8ィ�

霧氷 ��C8�ｸﾏ途� �3��ｺx�｣r�

橋　幸夫・安倍里葎子 
今夜は離さない ������繧� �����8モ�

橋　幸夫・ステファニー 
★スターダスト上海 鼎x胡B� 鼎x��B�

橋　幸夫・吉永小百合 
いつでも夢を �3��絢x�｣�� 田8ｺt湯�

長谷川きよし 

．黒の舟隕 滴���2� 滴胡�2�

別れのサンバ �3�胡��� �3�枋���

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリL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 

長谷川干恵 
★サロベツ原野の子守隕 

★流れて港町 

畠山みどり 
恋は神代の葺から 

出世街道 

旗　照夫 

あいつ　　　　　　　　　　　　‘ 

PatBoone 

砂に乱lたラブレターLoveLetterslnTheSand 

服部富子 

満洲娘 

服部浩子 
★憂愁挽歌 

★雨の宿 

★海峡夜明け前 

★海峡わかれ町 

接吻－くちづけ－ 
★小雨町（こさめまち） 

御神火月夜 

★さくらさくら 

★上海ボレロ 

★旅路の花 

★舞踏曲（タンゴ） 

★とまり木の街 

★長崎ワルツ 

★涙の終列車 

★響灘 

★ほろ酔い恋唄 

★わすれ傘 

服部浩子・影山時則 
花燃えて 

初音泉石若 
ゴルフわからない節 

ハッピー・サザンアロー 
★三つの恋の物語 

パティ・キム 

魂のかrj．らSWEETSOULTENDERNESS 

花田麻衣 
★東京時雨 

はなちゃん　八郎 
★東京らんでぶう 

ハナ肇とクレイジーキャッツ 
ゴマスリ行進曲 

ス一夕ラ節 

だまって俺について来い 

ドント節 

ハイそれまで∃ 

花＊花 
★あ～よかった 

★さよなら大好きな人 

★ハナムケノハナタパ 

l★やっぱり！ 

花村菊江 

潮来花嫁さん 

八二一・シックス 

三度目のデュエット～シャパドゥビデュ～ 

八二一・ナイツ 

オー・チン・チン 

ふりむかないで 

リクエストNo．

オートチェンジャー用
リクエストNo．

245日13 431【∃13

247匡〕13 433匡】13

250匡113 436匡】13

254匡】13 440囲13

115【ヨ12 216812

歌手名・タイトル 偃�:韭駢�ﾂ�8ｨ4�4x5�6t蹂�Vﾂ�オートチェンジャー用 修正欄lリクエス州0． 

PUFFY 

愛のしるし �#�sヲ� �3cX���纈�

アジアの純真 ���#��2� �3C���8��2�

海へと �#3�ﾓ��� 鼎#H胡���

これが私の生きる道 ��ドｺx�｣�� �3CH胡��

サーキットの娘 ���(胡�� �3S�ｺx�｣��

たららん �#�H������� �3s#����

渚にまつわるエトセトラ ���8ｺx�｣��� �3S�胡���

日曜日の娘 �##(����� 鼎�亜���

パフィーdeルンバ �#�ャ��� 鼎�C����

MOTHER �#�8����� �3c�ｺx�｣���

夢のために �##Xｺx�｣�� 鼎��ｺx�｣��

バブルガム・ブラザーズ 
VVON7TBELONG 塔H�����2� �#3D#�2�

JUSTBEGUN ��#X胡��� �#S8胡���

BeautifuIPeople 涛8胡�� �#CH胡��

浜　圭介、石原絢子 
≡人の女 �#3)?｣R� 鼎�ャR�

浜　圭介・桂　銀淑 

北空港 鼎h胡b� 鼎h胡b�

浜崎あゆみ 
lam… �#cH����� 鼎S�胡���

＊appears �#38����� 鼎�弌����

OurSe】ves �#ベ��8���� 鉄���������

independent �#s(������� 鼎S絢t免ﾂ�

ASongforXX �#ch���"� 鼎S(���"�

everywherenowhe「e �#s弌���� 鼎cX胡���

evo山個on �#S�胡��� 鼎3h胡���

★M �#C�63�� 鼎3Cモ�

☆Endlesssorrow �#SH������� 鼎C��������

AUDIENCE �#Cx胡r� 鼎38胡r�

kanariya �#3H胡�2� 鼎#�胡�2�

★SURREAL �#CXｺx�｣�� 鼎3�胡��

SEASONS �#C�胡��� 鼎#h胡���

★Dearest～犬夜叉～ �#c�胡��� 鼎Ch�����

★Dayb「eak”H＾L’sMix2002” �#cs���� 鼎S3����

Dependonyou �##h���B� 鼎�(���B�

★TOBE �#3�胡�"� 鼎�xｺx�｣�"�

T「auma �##���8���� 鼎�H��8����

★Trust ��C#�3��2� �3s���2�

NEVEREVER �#S#モ� 鼎3ャ��

Nowaytosay �#�8胡��� 鉄�x胡���

HANABl �#����8���� 鼎cx��8����

Fa「away �#3���8モ� 鼎#X���繧�

fo「giveness �#���8ヲ� 鉄�4#��

★Fo「MyDear”． �##���2� 鼎�y?｣�2�

★FIyhigh”H＾LJSMIX2000” �#3sヲ� 鼎#963��

★Free＆Easy �#c���8ヲ� 鼎SSヲ�

★Boys＆Girls �##x���"� 鼎�8���"�

VOgue �#C)?｣�"� 鼎#������"�

Voyage �#sH������� 鼎c���8����

monoch「ome �##仄x�｣��� 鼎�X胡���

UNIT【ヨ �#Sx���"� 鼎C8枋�"�

★LOVE～Destiny～ �##8�����"� 鼎�������"�

R盈INBOW �#�8��8���� 鼎c��������

浜崎あゆみ＆つんく 
LOVE～Since1999～ �#s�I^�������CSxｺs����

浜崎あゆみ＆KEIKO 
asongisbom �#cHｺx�｣��� 鼎S�ｺx�｣���
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歌手別 劔��

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

歌手名■タイトル 偃�:韭駢�4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��8ｨ4�4x5�6y�X�9�8ｿ畑8ｨ4�4x5咽#��� ��

林　伊佐緒 

高■原の宿 �#�cィ� �3cCィ�

ダンスパーティーの夜 ���hｺx�｣r� 田X胡r�

貰人草の歌 �#sh��8��� 鼎c(��8���

林田健司 

青いイナズマ ��S)63�� �3���8モ�

C「azyFunkyDown ��S�ﾓ��� �3�h胡���

SHERRY 塔仄x�｣��� �#C�胡���

林　哲司＆C．C．ガールズ 
★世界で一番せつない夜に ��3S���� �#c8��8����

林　寛子 

★晴れのち量りそして秋 �#�(胡�� 鉄�i+ﾈ�｣��

林　るり子 
★この愛に �#C�������� 鼎#s�8����

★なさけ川縁歌 �#�3�"� �3c��"�

★酔町川 塔����"� �##仄t��"�

はやせひとみ 
★雨よ降れあの人に 田����紕� �#�3ィ�

ちょっと待って大阪 ��亜��2� ��絢x�｣�2�

速水けんたろう・茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 
☆だんご3兄弟～おかあさんといっしょ～ �##3��2� 鼎����8��2�

早見　優 

GETUP 鉄�胡��� 鉄�ｺy?｣��

★西暦1986 �3H��2� �3H胡2�

ハートは戻らない～GetoutofmyHfe～ 鼎8��8��2� 鼎7H���2�

★PASSH⊃N �3���8��2� �3���2�

LoveStation �3�ﾓ"� �3絢x�｣"�

バラーズ 

☆漁港の恋の物語 ��祷���� �3Sx胡��

★有線よありがとう �#C������� 鼎#c��� ��

バラクーダ 

演歌・血液ガッタガタ 鼎絢x�｣�2� 鼎�ﾓ�2�

CHAKAPOKOCHA ���Xｺx�｣�� �#�h枋��

原　沙織 

★秋雨の海 ��ベ��2� �3CX枋2�

原田あつ子 
TOKYOワルツ �#H胡�"� �#H胡�"�

原　大輔 

秋冬 ��X��8ヲ� ��X��8ヲ�

★つらいけど �3H��8ビ� �3H��8ビ�

流されて �#xｺx�｣�� �#x胡��

原田ヒロシ 
★はぐれ雲 塔���8�"� �##ャ"�

原田ゆかり 
★女…そして女 田8��8�"� �#�S�"�

★風はこんやも北々西一西海恋絶唱－ 塔(ｺx�｣�� �#3�ｺx�｣��

★元禄花見踊り ��ピ�2� �3CX��8�2�

★さだめ花 鉄Xｺx�｣�� 鉄X胡��

★大勝負 涛�H8�2� �#C��2�

★つれあい 都(ｺx�｣b� �#�x胡b�

★人情灯台通天閣 �#c����� 鼎Cxｺx�｣��

原田ゆかり＆香田晋 
★擢 ��#Xｺx�｣�� �#S8�刎���

原田悠里 
★愛の河 鉄(ｺt��"� 鉄(ｺt��"�

★あじさい橋 ��s8����2� �33��2�

★明日の幸せ �#����8ビ� 鼎ch��8ビ�

★安曇野 鼎(胡��� 鼎(胡���

★おもいでの宿 涛(枋B� �#C8胡B�

★おんな坂 �#cH��8ィ� 鼎S����紕�

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPC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 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチェンジャー用 修正欄 �8ｨ4�4x5��ﾃ��B�

愛しい人よG00dNight・・・ 都���8ヲ� �##Y63��

∪圧rasoul �#S(胡�� 鼎3浦s��

おでかlナしましょ ��Chｺx�｣b� �3�Hｺx�｣b�

GIMMEYOURLOVE～不屈のLOVEDRIVER～ 塔'H8モ� �#3�モ�

ギリギリChop～名探偵コナン～ �##X��8ッ� 鼎����8ッ�

恋心～KOトGOKORO～ ��#xｺx�｣�� �#SX胡��

Ca‖ing ��度��8モ� �3SY?｣��

GOLD �#S絢x�｣�� 鼎CHｺx�｣��

孤独のRunaway 塔塔�� �#C�モ�

今夜月の見える丘に �#3X���� 鼎#�����

さまよえる若い弾丸 �#��ﾓr� �3ciYsr�

TheWildWind �#�8��r� �3s�ｺx�｣r�

」UICe �#C(胡�� 鼎#�ﾓ��

JOY ��3�枋�� �#S仄x�｣��

傷心 ��ベ��8���� �3CY?｣���

SeventhHeaven �#C�ﾓ�� 鼎3H胡��

ZERO ����H8ビ� �#S(��8ビ�

太陽のKomachiAngel 都C���� �#�乃牝��

東京 ��cxｺx�｣r� �3#Xｺx*��

Don，tLeaveMe ��C���8ッ� �#c���8ッ�

NATIVEDANCE ��#xｺx�｣��� �#SX�����

ねがい ��c8��8ビ� �3#����縒�

裸足の女神 ��3(���ﾃ�� �#c����繧�

BADCOMMUNlCATl0N 都(胡�� �#�x枋��

FIREBALL ������8��2� �3C������2�

BLOW】N， 涛x胡b� �#C�ﾓb�

HOME �#�(��b� �3s���b�

hoIeinmyheart ��Sh胡r� �3�H胡r�

ミエナイチカラ～tNVISIBLEONE～～粗放～ベ～～ ��sH��8モ� �33'H�繧�

MOVE ��sh胡r� �33Hｺx�｣r�

May �#3�ﾓr� 鼎#Y+ﾈ�｣r�

もう一度キスしたかった 涛H���� �#CXｺx�｣��

MOTEL ��SH��8ビ� �3�(���縒�

YOU＆l ��cH胡b� �3#(胡b�

Liar！Lia「！ �#��ｺx�｣�� �3S絢x�｣��

LOVELSDEAD ��CH胡�� �3�(胡��

LOVEPHANTOM ��c���8ビ� �3#x��8ビ�

Ioveme．Iloveyou ��ch��8ッ� �3#GH8ッ�

RUN ��#x胡�� �#SXｺx�｣��

RealThingShakes ��s弌��� �33x胡��

RING �#CHｺx�｣�� 鼎3�胡��

LADY－GO－ROUND ��#���8���� �#3h��8����

LADYNAVlGATION 塔963�� �#3(��8モ�

ONE～名探偵コナン世紀末の魔術師～ �##H���� 鼎��胡��

ピーター 

髪 田hｺx�｣�� �#�仄x�｣��

夜と朝のあいだに ��#(��8コ� �#s#コ�

B－DASH 

★ちょ �#sh���B� 鼎c(胡�B�

★平和島 �#����"� 鼎cc��"�

BE∀TBOYS 

誰よりもLadyJane 田I?｣��� �#�i?｣���

ふたりだけの夜 都X��8���� �##��������

TheBeatles 

イエスタデイYesterday �#����紕� �#����紕�

ヴィーナス 

キッスは目にして！ 鉄������� 鉄����

Be－B 

★世界で一番悲しい夜を越えて ��Sャ��� �3�c����

★憧夢～風に向かって～ ��S�胡�2� �3�弌��2�
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再訂‾ 

★…本人出演映像　☆‥・オリジナル映像 

歌手名・タイトル 偃�:韭駢�ﾈ4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��｢�リクエストNo・修正柵 刄潟Nエスト伽． �-�,ﾒ�

Pizzicatofive 

★東京は夜の七時～ウゴウゴ・ルーガ～ ��C�?｣�"� �#c���8��"�

★腸の当たる大通り（シングル・ヴァージョン） ��Sy?｣�"� �3�Y?｣�"�

★ベイビイ・ポータブル・ロック ��s�������� �33h�������

Nde 

DICE ��C�ﾓ�"� �3�h胡�"�

★TELLME ��CH���2� �3�(ｺx�｣�2�

hidewithSpreadBeaver 

everfree �#�(���繧� �3s�?｣��

★HURRYGOROUND �#�x��8ヲ� 鼎�3ヲ�

ピンクスパイダー �#��ｺx�｣r� �3c�ﾓr�

ヒデとロザンナ 

愛の奇跡 �3��H����"� 田x����"�

愛は傷つきやすく ��#(��8��B� �#s(�����B�

粋なうわさ ��#(胡B� �#s(��B�

秀夕木・コロムビアゆりかご会 
☆ゴーゴ叫キカイダー～人造人間キカイダー～ ��sX��R� �338ｺs�R�

尾藤イサオ 

悲しき願い �3(胡�B� �3(胡�B�

ー青　窃（ひととよう） 

★もらい泣き �#s������"� 鼎cS��"�

一節太郎 

浪曲子守唄 妬?｣r� 塗���縒�

hitomi 

★Understanding �#cX胡�� 鼎S�ｺx�ﾃ��

トSITYOU？ �#S�ﾓ��� 鼎CX胡���

★innocence �#c(����� 鼎C�ﾓ���

★】nthefuture ������8���� �33ャ���

★lNNERCHlLD �#S3���� 鼎3塔���

★WISH �##Xｺx�｣��� 鼎�������

★CANDYGIRL ��cH��8ビ� �3#(��8ビ�

★GOTOTHETOP ��cy?｣b� �3#X���綯�

★Someday �#��ﾓ�"� 鼎�Xｺx�｣�"�

★SAMURAlDRIVE �#cH���"� 鼎S�胡�"�

★thereis．．． �##絢x�｣��� 鼎�I+ﾈ�｣���

★Sexy ��sc���� �33C���� 

★体温 �#3���8モ� 鼎�h��8モ�

bymyseLf ��ォ��8ビ� �3C(���途�

★Progress �#�x�#��� 鼎�9�����

★p「oblem ��店胡�� �3S8胡��

★LOVE2000（ラヴ二セン） �#C�������� 鼎#c����

日野てる子 

夏の日の想い出 ���)?｣�"� 鉄������"�

日野　誠 

男の切札 鼎Hｺx�｣B� 鼎H枋B�

日野美歌 

越後路春知らず 塗��8���� 堵H8����

想い出グラス 塗胡�B� 塗胡�B�

★KissMeよこはま �#仄x�｣b� �#弌�b�

★恋 田�#b� �#�����綯�

冬の嘘つき ��h��8��B� ��h��8��B�

冬紅葉 鉄xｺx�｣b� 鉄x��b�

待ちわびて �(��8��2� �(��8��2�

★恋慕 �3C���� �3C����

★六本木バツイチ ��������"� �3C���8�"�

日野美歌・棄司朗 
★涙のナイトイン東京 田������｢��#�8������

日野美歌＆高林　優 
★まごころよりどころ �#�胡R� 鉄�9��R�

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPC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 偃�:韭駢�ﾂ�8ｨ4�4x5�6t蹂�Fﾂ�オートチェンジャー用 修正欄lリクエス州0． 

BEREEVE 

★誰よりも眩しく ��Sh����� �3�H枋���

★本気でも嘘でもいい ��s�H����� �3#ャ���

ヴィレッジ・シンガーズ 
亜麻色の髪の乙女 �(�����B� �#��B�

バラ色の雲 度�����2� 度��8��2�

hi「0 

ASTIMEGOESBY �#39�ﾓr� 鼎�仄x�｣r�

＊Confession �#c8胡�"� 鼎C仄x�｣�"�

B「厄htDayLight �#3Xｺx�｣�"� 鼎#�x��"�

Babydon’tcry �#������� 鼎ch胡���

Yourinnocence �#S����ﾃ��� 鼎CX��8����

ヒロシ＆キーボー 
3年目の浮気 ��h胡2� ��h枋2�

ヒロシ＆みゆき 
）し男と女のラブゲーム 鼎���r� 鼎���r�

広末涼子 
つし明日へ �##�ｺx�｣�"� 鼎�h枋�"�

★風のプリズム �#��I#�"� �3S���8��"�

★ジーンズ～金田一少年の事件簿～ �#�i�ﾓ�2� 鼎�(ｺx�ﾃ�2�

★大スキ！ ��度胡�2� �3SX胡�2�

★MajiでKo甘る5秒前 �#�x��8��B� �3cX�����B�

ヒロスケ 

あ・れ・か・ら… 塔8���B� �#3(ｺx�｣�B�

広瀬香美 
★lWish �#�����纈� 鼎�X��8ヲ�

愛があれば大丈夫 ��3���2� �#S���8��2�

愛はバラード ��c9I#��� �3#�?｣���

ゲレンデがとけるほど恋したい ��s(ｺx�｣��� �33�胡���

★恋のベスト10 �#3(����� 鼎�亜����

＊Search－」厄ht �#C仄x�｣�"� 鼎3Xｺt��"�

幸せをつかみたい ��SHｺx�｣R� �3�(��R�

★ストロボ �#��#�"� 鼎�H�����"�

DEAR”again ��ベ���"� �3CX胡�"�

ドラマティックに恋して ��CX�����"� �3�3��"�

★夏だモン ��嶋�����"� �3Sh��8��"�

★promise �#�X��8��2� �3c3��2�

＊Velvet �#c8��8���� 鼎C塔���

★真冬の帰り道 ������"� �3Cx胡�"�

ロマンスの神様 ��CC��2� �3�'H8��2�

広瀬哲朗＆紫豊色 
★ジェラシー☆ゲーム �#SH���� 鼎C�胡��

弘田三枝子 

悲しき片想い～YouDon，tKnow～ ��#h��2� �#SH��2�

砂に消えた涙～UnBucoNeIlaSabbia～ ��#h���縒� �#SCビ�

そよ風にのってDansLeMameWagon ��#i?｣R� �#SH���絣�

人形の家 �3x胡�"� �3x胡�"�

ヴァケイション �#���8��� �#�������

私のベイビT～BeMyBaby～ ��#hｺx*�� �#SH胡r�

広野ゆき 
★誰よ…　　　　　　　　　」76回12l 剴(ﾖ3����"�

広畑あつみ 
★北上川絶唱 �#s弌��� 鼎cX����

★泣きぼくろ �#cWH�綯� 鼎S���8ッ�

★蛍橋 �#C������B� 鼎#s��B�

★夕花火 �#�8��8ゴ����S�wH8コ�

ぴんから兄弟 

あなたが欲しい �6ﾄ�胡R� 都�胡R�

あなたのすべて �����8��� ��ャ��

おまえ ��絢x�ﾃ��� ��絢x�｣���

歌手名1タイトル �8ｩ&ｨﾄ茁��H6ye��ｲ�

氷室京介 

UrbanDance 涛8ｺx�｣��� 

ANGEL 鉄H��8ビ� 

★KISSME ��#y63r� 

GoodLuckMyLove ��#�ﾓb� 

JEALOUSYを眠らせて 都(��8モ� 

★SQUALL ���8ｺx�｣�� 

★STAY �������� 

★SLEEPLESSNIGHT～脹れない夜のために～ �##ャ�� 

★ダイヤモンド・ダスト �#3����r� 

★魂を抱いてくれ ��s���8モ� 

DEARALGERNON 鉄X������� 

★NATIVESTRANGER ��滴胡��� 

VIRGLNBEAT ��S����綯� 

★HEAT �#����8ビ� 

MISTY～微妙に～ 田i?｣r� 

★WALTZ �������� 

HトME 

★金太の大冒険 ��3������2� 

日吉ミミ 

男と女のお話 �#H������ 

★北風びゅうびゅう 都�ﾓ�2� 

平井　堅 

大きな古時計 �#sXｺx�｣��� 

KISSOFLlFE �#SHｺx�｣��� 

Style �#ヨ������� 

Missin■you～ltwiIlb「eakmyheart～ �#cI63��� 

LIFEis”．～anOthe「story～ �#イ���� 

楽園 �#C����2� 

Ring �#ssモ� 

平井莱水 
めざめ 塔�ｺx�｣��� 

平岡干佳 
★希望岬 鉄�?｣�R� 

平尾昌晃 
監獄ロック（JailhouseRock） ��#hｺt湯� 

バルコニーに座って ��#h��8��B� 

星はなんでも知っている �3��H��8��B� 

ミヨちゃん �#�h��8��� 

リトル・ダーリン ��#h胡�"� 

平尾昌晃・畑中葉子 
カナダからの手紙 鼎�?｣"� 

平野愛子 

君待てども ������8ヲ� 

薄が見える丘 ��C8���絣� 

平松愛理 

あなたのいない休日 ��S8胡�� 

美し都がんぼろやWeloveKOBE ��cH��8���� 

おしえて神様 ��s�胡��� 

Sing】eisBe●st！？ ��#�������� 

女の生命は短くて ��C���8ヲ� 
一夜一代に夢見頃 ��C#ビ� 

部屋とYシャツと私 涛X��8��"� 

もう笑うしかない 涛���8��"� 

戻れない道 ��3仄x�｣�"� 

平山≡紀 
真夏の出来事 鉄x胡�B� 

ビリー・パンパン 

さよならをするために ��#�63�R� 

白いブランコ ��Y63��� 



‾‾1碩亨訂【1‾ 

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

手動式用　オートチェンジャー用 劔這ヽひ′・ 
リクエストNo・修正櫛lリクエスト仙 

恋人 ��3���8��"�267【ヨ12 

桜坂 �#3�ﾓ�� 鼎#Hｺy$��

SqUa‖ �#3X��8モ� 鼎#���8モ�

SORRYBABY ��Cャr� �3�h���縒�

虹 �#�胡��� 鉄�8胡���

Heart �#��ﾓ�2� �3ch胡�2�

HELLO ��S�ﾓ�� �3�x胡��

PeachH �#�Xｺx�｣�"� 鼎��ｺx�｣�"�

HEY！ �#CSヲ� 鼎3����纈�

HEAVEN �#3(����� 鼎��ﾓ���

Message ��s���8ッ� �3#���8ッ�

MELODY ��3S��"� �#c3��"�

藤　あや子 
★両夜酒 塔Hｺx�｣"� �#3I+ﾈ�｣"�

★うたかたの恋 ���(ｺx�｣r� �3S�胡r�

★女泣川 ��CHｺx�｣B� �3�(��B�

★おばこ巡礼歌 ��s弌�R� �33x��R�

★おんな 都�胡B� �#�Xｺx�｣B�

★女のまごころ �##���b� 鼎�h胡b�

かげろう �#S(胡r� 鼎3�ﾓr�

★くちづけ �#3Xｺx�｣b� 鼎#�ｺx�｣b�

★こころ洒 涛�ﾓR� �#S�+ﾈ���

恋酔洒（こよいざけ） �#c���8�2� 鼎SX����2�

★薄幸花 �#�(胡R� �3s�胡R�

★花のワルツ ��Cxｺx�｣B� �3�X��B�

花びら慕情 �#鉄ビ� 鉄����8ビ�

ふたりの絆 �#S�ﾓb� 鼎CHｺxｸﾂ�

ふたり花 �#C3ビ� 鼎#塔r�

★紅 ���9?｣B� �3C�#B�

量珠沙華 �#����紕� 鉄�8��8ィ�

★み・れ・ん ��c9I#b� �3#����綯�

★むらさき雨情 ��3���8コ� �#S�?｣R�

★雲深深 �#�Y?｣R� �3c3コ�

寄りそい橋 �#�#コ� 鼎c���8コ�

流氷恋唄 �#s8��8�2� 鼎S���8�2�

藤井　隆 劔 

ナンタカンダ �#C���8��2� 鼎#h��8��2�

藤井フミヤ 
Anothe「0rion ���(��8モ� �3C����唐�

lNSIDE �#3���8ビ� 鼎#X��8ビ�

女神（エロス） ��CSッ� �3�8��8ッ�

エンジェル ��Cx���� �3�X胡��

GIRLFRIEND ��sxｺt湯� �33X胡��

風の時代 �##H����� 鼎��ｺx�｣���

GETUPBOY ��s�ｺx�｣�� �3#�ﾓ��

GotheDistance～ヘラクレス～ ��度胡�� �3SXｺx�｣��

Staywithme． �#3���8ヲ� 鼎#H��8ヲ�

★SnowC「ystal ��ヨ��8ヲ� �3Ch���纈�

タイムマシーン ��c'H8ヲ� �3#�ヲ�

DAYS ��S8��8���� �3������

DONOT ���S滴���� �3S(ｺx�｣��

TRUELOVE ��3�ﾓ�2� �#cx���2�

ハートブレイク ��ch胡�� �3#H����

落陽 ��Chｺx�｣�� �3�Hｺx�｣��

L托t】eSky ��cXｺt澱� �3#8��b�

わらの犬 �#�(��8���� �3s��������

藤岡弘・藤浩一 
☆レツツゴー日ライターキック～仮面ライダー～ ��sX���"� �338胡�"�

藤川賢一 

★大切な君の胸へ・・・ ��CX���縒� �3�9?｣r�

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。 

5　－ 



★…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�4x5�6t蹂�B�オートチェンジャー用 修正欄 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

長崎の鐘 ���X���ﾃ�� 田h��8モ�

★ニコライの鐘 ��ゴ�"� �3C8��8�"�

★夢淡き東京 �##�ｺx�｣��� 鼎�xｺx�｣���

藤山一郎・奈良光枝 

青い山脈 ���X���� 田h����

藤原彩代 
★おさい毒妾 �#cGH8ビ� 鼎S���8ビ�

★天使の翼 �#ォｺx�｣��� 鼎s�胡���

藤原　浩 

★命のひと �#c8ｺx�｣R� 鼎C�ﾓR�

★しあわせ迷子 �#�(��b� 鉄�h胡b�

純子の涙 �#Ch���ﾃ�"� 鼎3(��8��"�

★未練のグラス �#C�ｺx�｣��� 鼎#x�����

★薄日 �#ssッ� 鼎c3ッ�

布施　明 

愛の園 �#C�2� �#C�2�

カルチェラタンの雲 ���)63"� 鉄塔"�

署に涙とははえみをSePiangi，SeRidi ��#h��8���� �#SH�������

霧の摩周湖 嶋���� 嶋胡��

恋 祷胡�"� 祷胡�"�

シクラメンのかほり 塔��"� 塔��"�

そっとおやすみ ����8��"� �������"�

積木の部屋 �(ｺx�｣�� �(胡��

マイ・ウェイ �#����縒� �#�ビ�

二葉あき子 

さよならルンバ ���X��R� 田h胡R�

★夜のプラットホーム �#ド胡�� 鼎s(胡��

二葉百合子 

★関東一本〆 鼎x胡�� 鼎x胡��

岸壁の母 �3��塔R� 田#コ�

九段の母 �3���ﾓ�2� 田(胡�2�

雑草のうた �##h胡B� 鼎�(胡B�

二義　仁 

津軽じょんがら流れ隕 鉄i?｣"� 鉄gH8�"�

プッチモニ 

青春時代1．2．3！ �#C8��8��"� 鼎#����｣�"�

ちょこっとLOVE �#38ｺx�｣�"� 鼎��ﾓ�"�

ぴったりしたいXJmas！ �#c(��8��2� 鼎Cャ�2�

BABY！恋にKNOCKOUT！ �#S(�����"� 鼎3���8��"�

普天間かおり 
★運かな変… �#塗���2� 鉄��胡�2�

舟木一夫 

あ）青春の胸の血は �#�h���綯� �3cCッ�

あ）りんどうの花咲けど �#��胡B� 鼎cxｺx�｣B�

★哀愁の夜 ��電#B� �3SCィ�

学園広場 ��#�胡R� �#38胡R�

★北国の街 �#�i?｣r� �3cH��8ビ�

君たちがいて僕がいた ��#(胡r� �#s(胡r�

★高原のお嬢さん ��ゴ�2� �3C8����2�

高校三年生 ���Y63�"� 田h�����"�

修学旅行 ��##��"� �#s(�����"�

蜃気楼 �#Cx��8コ� 鼎33コ�

絶唱 ��#(胡�2� �#s(ｺx�｣�2�

銭形平次 ��#(胡��� �#s(胡���

★仲間たち �#�cモ� �3cCモ�

初恋 �#S�胡"�437匡）2 

★花咲く乙女たち ��ゴィ� �3C9?｣B�

夕笛 ��田コ� �3SGH8コ�

FLY］NGKIDS 

★見の炊き抜ける噺へ～GrowTntUp．Blow椚nTheWind～ ��S�ｺx�｣��� �3�仄x�｣���
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★…本人出演映像　☆・・・オリジナル映像 

歌手名・タイトル 偃�:韭駢�4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��8ｨ4�4x5�6y�X�9�8ｿ綿8ｨ4�4x5�6y�R�凵@ノミヽ へほ 

平和勝次とダークホース 
宗右衛門町ブルース �3���ィ� 都���8ィ�

ペギー葉山 

学生時代 ���(��2� 鉄�ﾓ2�

爪 �#�������� �#��������

南国土佐を後にして ��8��8ッ� ��8��8ッ�

ペギー葉山・石原慎太郎 
★夏の終わり 塔(ｺx�｣r� �#3���r�

ペギ一・マーチ 

忘れないわ �3���8��� �3���8���

ベッツイ＆クリス 

白い色は恋人の色 ��##モ� �#s#モ�

ヘド八とダビデ 

ナオ三の夢（ANIHOLEMALNAOMI） ��#(胡�� �#s(胡��

ペドロ＆カプリシャス 

五番街のマリーへ �#3コ� �#8��8コ�

ジョ二イへの伝言 �#3���� �#8��8����

別れの朝 �#8��8ィ� �#3ィ�

辺見マリ 

経験　　　　　　　　l24田131124813 

は 

BoA 

★EveryHeart－ミンナノキモチー～犬夜叉～ �#s(胡�2� 鼎S�ﾓ�2�

★奇蹟 �#sC�8��"� 鼎c������"�

ShineWeAre！ �#ォ��8��2� 鼎s���8��2�

★JEWELSONG �#s������"� 鼎cH��8��"�

★VALENTl �#sX�����2� 鼎c���8��2�

Betheone �#店�����"� 鉄����8��"�

★LJSTENTOMYHEART �#s�胡�2� 鼎Sx胡�2�

RockWithYou �#�8胡�2� 鉄�x胡�2�

VoicesofKOREA／JAPAN 

笥餌丁帥伽～仰臥珊加帥リ7●抽1蟻沖ソ川∬肌 �#cxｺx�｣�"� 鼎S8胡�"�

VOlCE 

泣きながらKissして ��3���8��"� �#ch��8��"�

24時間の神話 ��3h��8���� �#cH�������

WhitneyHouston 
オールウ＝イス・ラヴ・ユーIWjllAIwaysLoveYou �#Sh胡�R� 鼎C(ｺx�｣�R�

BO店WY 

ONLYYOU 鼎����2� 鼎����2�

季節が署だけを変える 鼎x���綯� 鼎x���綯�

CLOUDYHEART ���h��8ッ� �##(��8ッ�

B・BLUE ���Cッ� �#�(��8ッ�

Ma「ionette－マリオネットー 鼎H��8�2� 鼎H��8�2�

わがままジュリエット ���H����� �#�(ｺt牝��

BoysTownGang 

郡潮こ恋してるCanTtTakeMyEyesOffYou（S摘eVersTon） �#c����B� 鼎Cx���B�

ヴォーカル・ショップ 
☆マッ什ゴー・ゴー・ゴー～マッハGoGoGo～ ��#I?｣��� �#C��������

ホーク・ウイングス 
☆いざゆけ看鷹軍団～福岡ダイエーホークス～ ��s絢x�｣�� �33hｺx�｣��

ポケットビスケツツ 
Days �##絢x�｣�"� 鼎�Hｺx�｣�"�

Powe「 �#�8���"� �3s�胡�"�
■★RedAngel ����ｺx�｣��� �3C�ﾓ���

保科有里 
★グッバイ・ソウル �#CXｺss�� 鼎3�����

★ラブ・バラード �#sx��8コ� 鼎c8��8コ�

星野小百合 
★日光街道 �#ド胡�B� 鼎s(胡�B�

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。 劔 

7－ 
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星　美里 

★しほり 田����絣� �#�3コ�

港雨情 ��#x����"� �#SX��8�"�

星村麻衣 
GETHAPPY �#ォｺx�｣�B� 鼎s����B�

BozScaggs 

ウイ・アー・オール・アローンWe，reAllAlone �#Sh�����2� 鼎C#��2�

細江真由子 
★花束 涛C��"� �#CX���ﾃ�"�

細川たかし 
★おあいい女 都�ﾓ��� �##x胡���

★粋な酒 �#C����縒� 鼎#h���途�

★いつかどこかで 涛8��8��� �#CH��8���

いのち舟 �#�X��8ッ� �3c3ッ�

★うかれ節 都hｺx�｣B� �##�ｺx�｣B�

★応援歌、いきます 塔H���綯� �#3Cッ�

★男の火祭り 都�?｣R� �#�Sコ�

★女のしぐれ ���8胡2� �3C��佰�2�

女の十字路 ���(���紕� 鉄���8ィ�

★開運！招き猫音頭 �##X��8コ� 鼎�����絣�

★北国へ 田D#b� �#�h��8ッ�

北酒場 滴��8モ� 滴���繧�

★北の五番町 �#S�#"� 鼎CH����"�

★恋の酒 ��3(��8�2� �#c���8�2�

心のこり ��S���� ��X��8����

この青い空には �#cS�"� 鼎S���8�"�

酒場であばよ �#�ﾓ��� �#絢x�｣���

★さだめ川 �3h胡r� �3h胡r�

★佐渡の恋唄 涛�胡R� �#C�ｺx�｣R�

★しぐれの讃 �##���8ッ� 鼎�Cッ�

新宿情話 度ｺx�｣"� 度ｺt�"�

★人生希望と辛抱だ ��3y?｣B� �#cX���釘�

★人生航路 田�������� �#�#����

☆正調おそ松節～おそ松くん～ ��#H�����B� �#C���8��B�

大別だいあ）～故郷（こきょう）偲（しの）んで～ �#����� 鼎ch��8���

★合掌（てのひら）風の宿 �#s(胡"� 鼎S�ﾓ"�

日本列島旅潰 �#����絣� �#���8コ�

★双葉山 �#�H���綯� �3s(���綯�

★ふたり道 ��c雲sB� �3#hｺx�｣B�

★冬の宿 ��塔�2� �3Sc�2�

望郷じょんから �3���8�2� �3���8�2�

★北緯五十度 鼎�ﾓ�� 鼎�ﾓ��

★北斗の星 ��CC�2� �3�(����2�

港夜景 塔コ� 嶋���ﾃR�

夫婦ごころ �#�8��"� 鉄�x��"�

ゆきずり ��X����� ��Xｺx�｣���

★雪港 �#38ｺx�｣R� 鼎��ﾓR�

蕩けむり情話 �3Cモ� �3H��8モ�

夢暦 鼎�胡�� 鼎�胡��

★夢のゆめ～近松恋物語り～ �#��ﾓR� 鼎�Hｺx�｣R�

★夢酔い人 ��SX��8�"� �3�8����"�

★夜明けの出船 �#ヨ胡�� 鉄�(ｺx�｣��

細川たかしメドレー 
夢灯り、恋情話 ���亜�B� �##hｺx�｣B�

細川たかレ武山あきよ 
★星が見ていた 鼎h胡2� 鼎h��2�

北海道民謡 
ソーラン節 �#X��8��� �#X������

北海盆瞑 �#X����"� �#Y?｣"�
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★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タイトル 偃�:韭駢�ﾂ�8ｨ4�4x5�6t蹂�Vﾂ�オートチェンジャー用 修正惰lリクエストNo． 

堀田利夫 
★台北の夜 ��#�胡�� �#3hｺx�｣��

HOTSPjCE 
＊BUTTERFLY �#Cャ�"� 鼎3H�����"�

布袋寅泰 

命は燃やしつくすためのもの ��s����纈� �33sヲ�

CIRCUS ��ド���縒� �3CCビ�

さらば青春の光 ��3h胡�"� �#cH胡�"�

★サレンダー ��Ch���� �3�H����

★THANKYOU＆GOODBYE �#�y?｣��� �3cX��8����

★スリル ��s�胡�� �3#亜���

CHANGEYOURSELF！ ��度���纈� �3SSヲ�

＊DESTINYROSE �#sX������� 鼎c���8����

★NOBODYlSPERFECT �##H胡��� 鼎��ｺx�｣���

★NOCTURNENo．9 �#����� 鉄�8����

薔薇と雨 ��SHｺx�｣B� �3�(胡B�

★VAMP旧E �#C3ヲ� 鼎#���8ヲ�

★バンビーナ �##8���� 鼎��ﾓ��

★POトSON ��S���8モ� �3�dX,ﾒ�

ラスト・シーン ��s8ｺx�｣�� �33�ｺx�｣��

＊LOVEJUNKIE �#Cx���纈� 鼎37H�纈�

★RUSSlANROULETTE �#cH���繧� 鼎S����繧�

ポニー・ジャックス 
☆江戸隠密渡り鳥～隠密剣士～ ��#C��� �#Cャ��

PopularStandard 

聖者の行進WhenTheSaintsGDMarchingln ���s��2� 田C��2�

堀内孝雄 
★愛が見えますか ����ｺx�｣�� �3C�ﾓ��

憧れ遊び 鼎亜��� 鼎�c��

★いいじやない �#3x胡r� 鼎#8胡r�

愛しき日々 鼎�胡��� 鼎������

★永遠に～翼をあげよう～ ��S�胡�� �3���ﾓ��

★ガ辛の頃のように 鉄#モ� 鉄(���繧�

★かくれんぽ �#cx��2� 鼎S8ｺx�｣2�

★影法師 ��3�胡2� �#S仄x�｣2�

カラスの女房 �#�ャR� 鼎�H��8コ�

★河 �#�(���ﾃ"� 鼎cャ"�

川は泣いている 田����絣� �#����8コ�

署のひとみは10000ボルト 鼎Y?｣�B� 鼎X��8��B�

★今日も最高やねェト浪花に夢の風が吹く～ 都c�2� �##��2�

★恋隕綴り 都����纈� �##sヲ�

恋文 涛8��b� �#CHｺx�｣b�

坂道 �#�8��8ッ� �3c�ッ�

★さよならだけの人生に 涛X胡B� �#Ch胡B�

★時代屋の恋 �#S#ッ� 鼎3ャb�

★冗談じやねえ 田)?｣�� �#�Cヲ�

青春でそうろう 都���8���� �##s����

★続・竹とんぼ一青春のしっぽ－ �##8���絣� 鼎�塔R�

★竹とんぼ �#�x胡R� �3cX胡R�

東京うさぎ �#S�胡B� 鼎3x胡B�

★東京発 ��c(���� �3#�ｺx�｣��

遠き日の少年 涛������"� �#C#��"�

灯（ともしぴ） �#sx胡"� 鼎c8��"�

波の調べに ��3�ﾓ�� �#cxｺx�｣��

蓮かな轍 鼎c��B� 鼎h��8��B�

北斗を仰ぎみれば 田�ｺx�｣r� �#�9���ﾃr�

青春追えば 鼎8������� 鼎3����

★夢の道草 ��CHｺx�｣"� �3�(胡"�

夢酔枕 ��c���2� �3�弌�2�

★酔いれんぽ ��shｺx�｣2� �33H��2�
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★・‥本人出演映像　☆…オリジナル映像 

歌手名・タイトル 偃�:韭駢���4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw�ﾂ�劔 リクエスト仙・修正樹 刄潟Nエスト〃 剪�

MYLJTTLELOVERfeatur 末誥�ｴｴ��� � 
ANrMALuFE ��鉄ビ� �3S8���縒�� 

前川　清 劔� 

★愛がほしい 鉄cッ� 鉄h���綯�� 

★憂愁路 �38��8モ� �39?｣��� 

明日に �##x胡R� 鼎�8胡R�� 

大阪 �#SI?｣"� 鼎C�����"�� 

★男と女の破片 塔cコ� �#3x���ﾃR�

★悲しみの恋世界 ��C�ｺx�｣B� �#c仄x�｣B�

★枯葉小僧の子守唄 �3������ �3�ｺx�｣���

★恋するお店 ��S8��8コ� �3����8コ�

神戸 �#�#ィ� �3s����紕�

終着駅・長崎 ��cX��8�2� �3#8��8�2�

抱きしめて ��sx���紕� �33Sィ�

天使のえくぼ �#�(���絣� �3c�?｣R�

涙 都�ｺx�｣2� �#�H胡2�

★花の時・愛の時 鼎(胡�� 鼎(ｺt湯�

流行歌（はやりうた） ��#3弌�b� 鼎#X��b�

薔薇のオルゴール ���(��8ッ� �3S���澱�

★ひまわり �#s���8ィ� 鼎Sh��8ィ�

★フィクションのように 田(ｺx�｣�� �#�H����

★故郷（ふるさと）の花のように �#�ｺx�｣"� 鉄�8��"�

★夜間飛行 �#�����紕� 鼎ccィ�

雪列車 �3��絢x�｣2� 田8ｺx�｣2�

夢一秒 涛x胡B� �#C�ﾓB�

需森（りんりん）と �#C弌�r� 鼎3Xｺx�｣r�

別れ曲でも唄って ��38��B� �#c���B�

前川　清＆チェウニ 
★スロー・グッドナイト �#s�ﾓ2� 鼎cX胡2�

前川　清・梅沢菖美男 
★言えないグッパイ �#�#��� 鉄�h������

前川陽子 
☆キューティーハニー～キューティ一八二一～ ��sX����� �338�����

☆ひょっこりひょうたん島～ひょっこりひょうたん島～ ��#H胡R� �#C絢t迭�

☆魔女っ子メグちゃん～魔女っ子メタちゃん～ �������唐� �33塔��

前田卓司 劔倆H,ﾘ�ﾈ6ﾘ�b�

★男度胸船 �#ゴモ� 鼎s���8モ�

東京めぐり逢い 塔�ﾓ�� �#3弌���

★とまり木の女 �#Sx��8ビ� 鼎C8��8ビ�

前田亘輝 

署だけのTomorrow ��等+ﾈ�｣�� �3Sxt3��

CHRISTMASFORYOU ��#Xｺx�｣r� �#S8ｺx�｣r�

そばにいるよ ��C�?｣b� �#c����綯�

D・A・M・E 都����綯� �##wH8ッ�

TryBoy，T「yGi「1 ��C�ｺx�｣�� �#c弌���

前田有紀 
★さらさらの川 �#塗ｺx�｣�� 鉄��ｺx�｣��

★東京きりぎりす �#�ｺx�｣�� 鉄�8����

★東京、宵町華。 �#s�H8モ� 鼎Ssモ�

★鳴きうさぎ �#Ch�����B� 鼎3(�����B�

真木ことみ 
★一路出世船 �#c(胡2� 鼎C絢x�｣2�

★いのちJtl �#��H8ッ� 鉄�Cッ�

★片恋岬 �#C���8�2� 鼎3C�2�

★北の一番船 �#c絢x�｣r� 鼎SH��r�

★恋満月 ��cC��� �3#(������

★極楽とんぼ ��ヨ��8�"� �3Cc�"�

★こころ舟 �#�H��8��� �3s'H8���

★酒情歌 ��S���� �3��������

★十年坂 �#����8モ� 鼎ccモ�

※手動式用リクエストナンバーのrC」はCPCシリーズです。 
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