
‾‾‾領事封 

★…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lリクエストNo． � 

小野由紀子 
いいじやないか �#ヨ胡"� 鉄�(ｺx�｣"�

恋千鳥 �#C�63��� 鼎#s����

すすきのブルース �#Sh胡R� 鼎C(胡R�

泣かんとこ 都8ｺt迭� �#��ﾓR�

日本橋から �#CI63B� 鼎3�?｣B�

★パラダイス東京 �#c�����2� 鼎SH��8�2�

★深川雀 �#3���2� 鼎�h��2�

夫婦ごよみ �#�Y?｣"� 鼎������"�

★雪伝説 涛�胡�� �#C�胡��

小畑　実 

勘太郎月夜唄 �������� 田�����

小判鮫の歌 ��ス胡B� �3C8胡B�

長崎のザボン売り �#C�ｺx�｣2� 鼎#x��2�

星影の小径 �#3�胡�� 鼎�x����

湯島の白梅 ��8胡��� ��8ｺx�｣���

オフコース 

Yes－No 鉄GH8��2� 鉄H�����2�

さよなら 鼎ャ"� 鼎�����"�

時に愛は 塔x胡�2� �#3�ﾓ�2�

眠れぬ夜 塔(��8��� �#3����

オフコースメドレー 
違い目のワン・シーン ���絢x�｣��� �##h�����

おやじGALS 

今夜はオ・イエー！ 塔#��"� �#3���8��"�

オヨネーズ 
★憧れのハワイ空路 都Sビ� �##���8ビ�

小麦ちゃん～それからの麦畑～ 都����ﾃ�� �#�H胡��

★米米SHOW歌 ��38胡2� �#c�ｺt�2�

麦畑 田8��8��� �#�X��8���

★麦畑・パート2 �#Cx胡�� 鼎38胡��

★わたし痩せたいわ！ �#ch��8モ� 鼎S(��8モ�

織井茂子 

君の名は ��#�枋B� �#38胡B�

黒百合の歌 ����コ� 田���8コ�

夜がわらっている �##h��R� 鼎�(ｺx�｣R�

ORIGINALLOVE 

朝日のあたる道 ��Ch��8ヲ� �3�H���纈�

接吻～kiss～ ��C絢x�｣r� �3�hｺx*��

プライマル ��sc��2� �33C��2�

夢を見る人 ��c(胡�2� �3#�ｺx�｣�2�

WORDSOFLOVE ��s������"� �33wH���"�

ORQUESTADELSOL 

太陽のイレブン～ガンバ大阪～ ��3�ﾓB� �#chｺx�｣B�

オレンジレンジ 
上海ハニー �#�������2� 鉄�I?｣�2�

ビバ★ロック～NARUTO～ �#鉄��2� 鉄����8��2�

尾鷲義仁（尾鷲義人） 
i★愛にまみれたい　　　　　l77tヨ4 � �##7H�釘�

云　般若（おに）の恋 �#S������ 鼎3y+ﾈ�｣���

★恋やどり 田(ｺx�｣"� �#�H胡"�
；★想愁歌（そうしゆうか） �#sh��8コ� 鼎c(���迭�

女盛りゲザデレク 
★AnimaIBl00d　　　　　l239回141　l425囲14 

か 

Ca「pente「S 

スーパースター　Superstar �#Sh�����B� 鼎C(��8��B�

青春の棟きINeedToBeInLove �#S�ｺx�｣�B� 鼎3x胡�B�

カールスモーキー石井・松任谷由実 

愛のWAVE ��#X��R� �#S8ｺx�｣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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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リクエストNo． 

海援隊 

新しい人へ �#38���綯� 鼎��?｣b�

あんたが大将 ���Y?｣��� �#�h��8����

贈る言葉 ��弌��2� ���ﾓ�2�

JODANJODAN ���Sc��� �#�h��8����

スタートライン ��s������� �3#�������

海津　栄 

浅草しぐれ ��h��R� ��h��R�

甲斐バンド 
安票 鉄�胡�"� 鉄�ｺx�｣�"�

裏切りの街角 鉄���8��2� 鉄���2�

翼あるもの 涛����2� �#C(胡�2�

HERO～ヒーローになる時、それは今～ 鼎�?｣�2� 鼎������2�

BLUELETTER ��#�胡��� �#3h胡���

KAlFIVE 

風の中の火のように ��#�ﾓ�"� �#Sxｺx�｣�"�

GAO 

署にゆられて ��#亜��"� �#Sh胡�"�

サヨナラ 涛h��8��"� �#Cs��"�

★突然署と出会いたい ��Chｺx�｣�"� �3�Hｺx�｣�"�

★LOVE ��C#ヲ� �#s���8ヲ�

加賀城みゆき 
おさらば故郷さん �#�hｺx�｣R� �3cHｺxﾕ��

鏡　五郎 

★天野屋利兵衛 �#3hｺs�b� 鼎#(胡b�

★淡雪の橋 �#sX��"� 鼎c�ｺx�｣"�

★漁火の宿 �#c(胡�� 鼎C絢x�｣��

★いで湯の宿 �#ベ胡2� 鉄��ｺx�｣2�

★うちの女房（ヤツ） �#�H��8�2� �3c#�2�

★大前田英五郎 �#�H胡�� �3s(ｺx�｣��

★おしどり人生 鉄hｺx�｣2� 鉄h胡2�

★鞍馬（くらま）の火祭り �#s弌�"� 鼎cX胡"�

人生一代男花 ��3Y?｣"� �#c7H��"�

天翔の舞 �#S絢x�｣B� 鼎CHｺx�｣B�

★浪花春秋 ��ラ?｣2� �3Cc�2�

★なみだ川 �#Cx胡B� 鼎39�ﾓB�

★ふたりの花道 都仄x�｣"� �##x��"�

★夫婦劇場 �##���� 鼎�i?｣��

★夫婦盃 ��sC�2� �33(��8�2�

★雪桜 �#3H����"� 鼎#�����"�

★露地裏 ��3(ｺx�｣"� �#c�ｺx�｣"�

鏡　五郎＆岡　ゆう子 
★浪花めおと橋 �#C���8コ� 鼎#cコ�

鏡　五郎・佐野文書 
★沓掛道中「長谷川伸原作」 �#s(ｺx�｣2� 鼎S亜�2�

鏡五郎・真木柚布子 
★お島・干太郎つれ舞い道中 �#SH胡2� 鼎C�ｺx�｣2�

葦　たえき 

淡海恋隕 �#�胡�� �#�ｺx�｣��

香川裕子 
それでもいいの ���#�2� 鉄幽8�2�

Gackt 

★ANOTHERWORLD �#S���8���� 鼎CX��8����

★君が追いかけた夢 �#�8胡��� 鼎c弌����

☆月の詩（TSUKlnoUIA）～TEXHNOLYZE～ �#ベｺx�｣�"� 鉄�����"�

★LastSong �#�8��8ヲ� 鉄�x��8ヲ�

★忘れないから �#c���8���� 鼎SC����

かぐや姫 

赤ちょうちん �3H��8�"� �3H����"�

妹 鼎x��8��2� 鼎s��2�

－2 

★…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 修正欄 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

置手紙 塔亜��2� �#3�ﾓ�2�

南こうせつとかぐや姫 
神田川 �#(���"� �#(���"�

僕の胸でおやすみ 鉄(��8��2� 鉄#��2�

神楽坂はん子 
ゲイシャ・ワルツ 滴ｺx�｣��� 滴胡���

こんなベッピン見たことない �#塗ｺx�｣"� 鉄��胡"�

こんな私じゃなかったに �#�h胡b� �3cH胡b�

影山ヒロノブ 
☆CHA－LA－HEAD－CHA－LA～ドラゴンボールZ～ ��sS���� �333����

鹿児島県民謡 

鹿児島おはら節 �#X��8��"� �#Y?｣�"�

笠置シヅ子 

東京ブギウギ ��ス��b� �3C8��b�

買物ブギ ��ス胡R� �3C8胡R�

梶　光夫 

青春の城下町 ��塗��R� �3SH胡R�

梶光夫・高田美和 
わが愛を星に祈りて �##�胡b� 鼎�x胡b�

梶　芽衣子 

怨み節 �(��8コ� �(��8コ�

柏原芳恵 
★愛しただけよ 鉄s��2� 鉄y?｣�2�

A・「・i・e・S（アリエス） 鼎3��"� 鼎3��"�

最愛 �3ャ�� �3ャ��

し・の・び・愛 �3Hｺt�"� �3H胡"�

ハロー・グッバイ ���?｣�� ������

春日八郎 
赤いランプの終列事 ���h��R� 田X胡R�

★足摺岬 ��塗胡r� �3SH胡r�

★雨降る街角 ���c�2� 田S�2�

★あれから十年たったかなあ ��塗胡b� �3SH��b�

居酒屋 �#������ �3S仄x�｣��

浮華の宿 �#��胡r� �3S�ﾓr�

★お富さん ���cコ� 田X���絣�

ごめん∃かんべんナ �#Ch胡"� 鼎3(ｺx�｣"�

★しのぶ宿 �#���8ッ� �#塔b�

トチチリ流し �#�h胡r� �3cH胡r�

長崎の女 ��仄x�｣�� ���ﾓ��

苦手なんだよ �#Ch���ﾃ�� 鼎3#���

山の吊り橋 ���h胡�"� 田X胡�"�

ロザリオの島 �#cc��� 鼎S(������

別れの一本杉 ������綯� ������綯�

別れの波止場 �#3h���� 鼎#(�佰唐�

風 

ささやかなこの人生 ���x胡"� �##H胡"�

22才の別れ 塗胡"� 塗胡"�

片岡大志 
★ふたりばっち ��cx胡�2� �3#X胡�2�

片岡鶴太郎 
あんたが一番好きやねん ��SXｺx�｣�� �3�8����

ガチヤトリアン 
☆ハリスの旋風～ハリスの旋風・－ ��#H��8���� �#Cャ���

膵　彩也 

恋あざみ 祷��8ビ� 祷��8ビ�

かつき奈々 

★杉 �#sxｺx�｣s����Cc8ｺs�r�

勝　新太郎 

座頭市 ���(胡�B� 鉄�ﾓ�B�



密事別 

★…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��凾ｩ リクエスト仙・l修正糊 刄潟Nエスト伽． 

流氷岬 �3���B� �3���8��B�

★別れたけれど ��店��8�2� �3S3�2�

角Jtl博＆島津悦子 
キ・ラ・ラ �#CXｺx�｣R� 鼎3���R�

門含有希 
★哀愁エリア �#S8��8ィ� 鼎3����紕�

★愛に疲れて～ラブイス・ブラインド～ �#Cx����2� 鼎33�2�

★おんなの望郷歌 ��嶋��"� �3Sh胡"�

★女の漁歌 ���(胡B� �3C�胡B�

★鴎・‥カモメ ��C#�"� �#s�����"�

★北の駅 ���(胡2� �3S�ｺx�｣2�

★こぼれ花 �#cx胡�� 鼎S8����

★J �#s���8ビ� 鼎cX��8ビ�

★どうせ東京の片隅に ��c8��8�"� �3#�����"�

★どん底 ��sH��8�"� �33(��8�"�

★ナザレの舟唄 �#�X��8�2� �3c3�2�

★眠っちまった恋人は �#3x��"� 鼎#8胡"�

★ノラ �#�xｺx�｣B� 鼎�8ｺx�｣B�

★ひまわり �#��ｺx�｣��� �3c弌����

★幕間－まくあい－ �#sC��紕� 鼎c���8ィ�

角松敏生 
lMUSTCHANGEMYLIF［＆LOVEFORME～NINETEEN19～ 都8ｺx�｣��� �#��ﾓ���

門脇陸男 
★上り酒 鼎h胡R� 鼎hｺx�｣R�

祝い船 �#仄x�｣"� �#�ﾓ"�

★父・娘（おやこ） 都hｺx�｣b� �##�胡b�

★父娘鶴（おやこづる） �#ド��8ビ� 鼎s(���縒�

★俺（オラ）はみちのく色男 �#s�胡R� 鼎Sx胡R�

晴れ姿 ��C8����"� �3������"�

★湯の里慕情 �#塗ｺx�｣B� 鉄��ｺx�｣B�

金井克子 

他人の関係 ��#(ｺx�｣�� �#s(胡��

金田たつえ 
★赤ちょうちん �#3xｺxuCR� 鼎#8胡R�

★命みちづれ ��C�胡B� �#c�ﾓB�

大阪情話 塔(胡�B� �#3�胡�B�

★お母さん �#ベ����"� 鉄��H��"�

男に泣いてもらいます 祷ｺx�｣2� 祷胡2�

おまえさん ��8ｺx�｣�� ��8胡��

おんな人生恋まつり �38���湯� �38���纈�

★女の演歌 �#s塔"� 鼎cX����"�

★女のオホーツク �#�(��8�2� �3s�����2�

★女の暦 鉄仄x�｣b� �#��胡b�

★かくれ傘 ��3H��R� �#c(胡R�

★風の追分みなと町 �#�h��8�"� 鼎�'H8�"�

★金沢情話～泉鏡花原作「滝の白糸」より～ ���8��"� �3C���"�

くちなし情話 ��s���� ��wH8����

★黒髪ざんげ ��s����ﾃR� �3#���8コ�

しのび恋 鼎���R� 鼎�ｺx�｣R�

★ソーラン挽歌 �#cs�"� 鼎S8��8�"�

★他人妻 ��34#R� �#c�コ�

★つれあい 田弌�B� �#�8��B�

★情無川（つれながわ） �##���8ィ� 鼎�I?｣B�

★博多恋ごよみ 涛ャb� �#S�?｣b�

花街の母 ��(胡�� ��(ｺx�｣��

★母恋巡礼 �#�絢x�｣2� 鼎�H�ｸﾏ�2�

★飛事角太鼓 �#��ｺx�｣r� �3c�ﾓr�

人妻 �#���8ヲ� �#���8ヲ�

★望郷江差 �#S���8ィ� 鼎CSィ�

★道導（みちしるべ） �#s�胡2� 鼎Sh胡2�

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。 

1－ 



歌手名・タイトル 偃�:陏H,冽��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチ 修正欄 

みちのく炎歌 塗胡�"� 

★娘の金屏風 塔���8ッ� 

★夕顔 ��S���R� 

★湯の町椿 �#CH���絣� 

★夢花火 鉄���8�"� 

★夢彗 都絢x�｣r� 

★夜の蝉 �#S(ｺx�｣b� 

金田たつえ・宮　史郎 

望郷浪花節 鼎x���B� 

加納歌佳 
★ピエロの涙 �#Chｺx�｣�"� 

加納ひろし（嘉納ひろし） 
★壁に背かれて ��S�胡�� 

★男の花火 �#�)63R� 

★風の華 �#sx���紕� 

銀座 塔h胡�� 

★夜明けの前に �#C�モ� 

華原朋美 
lBELIEVE ��s亜��2� 

★l’mp「0Ud ��sh胡��� 

－LWANNAGO �#�S���� 

★あきらめましょう �#s����� 

asAperson �##���8��"� 

★saveyou「dream ��ツヲ� 

たのしくたのしくやさしくね ��祷����� 

tumblin，dice �#��胡�� 

daHynew畠 �#�x胡�� 

herevveare �#�h����� 

behonest �#3����纈� 

BeIieveInFuture～真夜中のシンデレラ～ �#3X�����2� 

Hatetellarie ���8���繧� 

YOUDONTTGIVEUP �#����8���� 

★LOVEISALLMUSIC ��度���縒� 

LOVEBRACE ���)?｣b� 

カブキロックス 
★お江戸 都(胡��� 

かまやつひろし 

我が良き友よ �#����B� 

神園さやか 
★初めてのひと �#ャモ� 

上高田少年合唱団 
☆宇宙少年ソラン一宇青少年ソラン～ ��#H胡��� 

☆スーパージェッタ一一スーパージェック一一 ��#H胡b� 

☆ビッグX主題歌～ビッグX（エックス）～ ��#H��8ッ� 

上沼恵美子 

大阪ひとり ��cHｺx�｣�� 

紙ふうせん 
冬が来る前に 鉄hｺx�｣�B� 

雅夢 

愛はかげろう �#H��8��B� 

宗門達夫 
小市民2 ���S�2� 

Jヤンキーの兄ちゃんのうた ���X���紕� 

ゆけ！ゆ【ナ＝川コ浩！！ ���X��8コ� 

加門　亮 
★男のグラス ��C(���紕� 

★男の慕情 ��cH��2� 

海峡物語 鉄xｺx�｣�� 

★黒のララバイ �##(��8ィ� 

★神戸北クラブ �#3�?｣�� 

エンジャー用

リクエストNo．

334匡】11

363【ヨ10

456811

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

－212－



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lリクエストN0． 

河合奈保子 

ハーフムーン・セレナーデ ���H��8��2� �#�(�����2�

河合美智子＆生瀬勝久 
★好きやねん �#��ｺx�｣"� �3S絢x�｣"�

河合美智子（オーロラ輝子） 
花ごころ ��都コ� �3SSコ�

川久保由香 
★風の哀歌 �����8��� �3Cs���

★恋しくて �#C�ｺx�｣�"� 鼎#x胡�"�

★累（はし）り雨 �#C(��8�"� 鼎#���8�"�

★港ひとり �#S���8�2� 鼎3i?｣2�

★宵待ち舟 �##hｺx�｣�� 鼎�(����

★忘れんぽ �#c(胡R� 鼎C�cR�

川島一成 

★島唄 �#塗胡��� 鉄��胡���

河島英五 

酒と洞と男と女 �(��2� �(ｺx�｣2�

時代おくれ �3�?｣��� �3���8����

★旅的途上 ���(��8��� �3C�������

野風増 �#仄x�｣�"� �#仄x�｣�"�

川島だりあ 
悲しき自由の果てに‥・ ��#�ﾓ�� �#Sx胡��

Jl仲美幸 

愛は別離 �3�ﾓ�� �3仄x�｣��

あなたひとすじ �##�8コ� �##コ�

雨の街恋の街 鉄X��2� 鉄Xｺx�｣2�

あんたの専 塔(胡B� �#3�ｺx�｣B�

★いとしい人へ ��S8��8�2� �3���2�

越前岬 �����8���� �������

★炎情歌 塔8胡R� �#3(胡R�

忍路海岸わかれ雲 �3�63�2� �3���2�

男じゃないか �3��9?｣B� 田���8ィ�

★おもろい女 �#店��8�2� 鉄����8�2�

おれとおまえ ����8�"� ���"�

女泣き砂日本海 鉄�ﾓb� 鉄�ﾓb�

★おんなの一生～汗の花～ �#ォ胡2� 鼎s�胡2�

★北山しぐれ ��Sh����2� �3�H����2�

★責船の宿 �#s8胡�� 鼎S�ﾓ��

★君影葦～すずらん～ �##8��B� 鼎�弌�B�

ぐい呑み酒 都Hｺx�｣2� �#�仄x�｣2�

★恋歌ふたたび ����ィ� �33���8ィ�

盛り場渡し舟 度��8��"� 度��8��"�

忍ぶ川 �#���8モ� �#�モ�

香花秋灯 ��3c�2� �#cH��8�2�

瀬戸の恋歌 鼎x胡�� 鼎y�ﾓ��

★大河の流れ �#S仄x�｣"� 鼎CX��"�

蛸焼き人生 都���8ビ� �#�H��8ビ�

★ちょうちんの花 ��s8胡R� �33�ｺx�｣R�

★月の砂漠 ��#�?｣"� �#Ss�"�

月夜だね 田8ｺx�｣R� �#�Xｺx�｣R�

浪花灯り �3hｺxｸﾂ� �3hｺx�｣��

★なにわの女 �#3H��B� 鼎#�胡B�

★二輪草 �#�8��b� �3c�胡b�

花口美港 嶋胡"� 嶋胡"�

★春ふたり �#S���8ビ� 鼎3h��8ビ�

ふたりぐらし 塗胡b� 塗��b�

ふたり酒 嶋���繧� 嶋���繧�

ふたりの絆 �38胡��� �38ｺx�｣���

ふたりの春 度��8��� 都���

★豊後水道 鉄���8ッ� 鉄���8ッ�

歌軸 

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

手動式用Jオートチェンジャー用 劔か 
ノ　リクエストN。． 剌C正柵 �8ｨ4�4x5�6~v��

★南へ旅しませんか ��店��B� �3S8��B�

昔のように港町 ��3塔"� �#cwH8�"�

遣らずの雨 ��3コ� ��8���絣�

★夢追い女 涛C�2� �#CX��8�2�

★胃待しぐれ �#cx胡�� 鼎S8胡��

酔わせて �#�ｺx�｣�B� �#����B�

★麗人選歌 ������絣� �3Cx��8コ�

川中美幸メドレー 
恋時雨 ��#8胡�� �#s�胡��

川中美幸・弦　哲也 

今夜は乾杯 �#塔�� �#���8モ�

★二輪章 �##�ッ� 鼎�sッ�

川中美幸・吉幾≡ 
★出張物語 �#C8��r� 鼎#劍�r�

川野夏葉 
★あばれ海峡 �##h胡��� 鼎�(�����

★おんな大漁船 �#ヨ胡B� 鉄�)+ﾈ�｣B�

★サヨナラ桟橋 �#c����縒� 鼎SH��8ビ�

★出世太鼓 �#S�����"� 鼎3h����"�

★じょっぼり �#sx胡b� 鼎c8ｺx�｣b�

★白いフェリーの船長さん �#C�ｺx�｣�B� 鼎#x胡�B�

★博多っ娘（こ）純情 �#C3�"� 鼎#塔"�

川村かおり 

見つめていたい 涛8������� �#CH�������

河村隆一 

KISEKl ��祷���縒� �3Sy?｣r�

★Glass ��店ｺx�｣r� �3S8��r�

★恋をしようよ �#c8ｺx�｣��� 鼎C�#���

★静かな夜は二人でいよう �#SX胡��� 鼎C�胡���

★ジュリア �#S�������� 鼎CH��8����

★N看 �#S8����� 鼎3�ﾓ���

★BEAT ��度胡��� �3SX胡���

★Loveis… �#������� �3S�ﾓ���

日体喜琴 
愛の才能 ���(���2� �3C����2�

喜一るろうに剣心一明治剣客浪漫淳一～ ���8�����2� �3S���8��2�

KAN 

愛は勝つ 都�ﾓ�"� �##X胡�"�

イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ 塔H胡��� �#3H胡���

こつぼみじかい恋 涛(ｺx�｣�� �#C8ｺx�｣��

プロポーズ 塔x��8ヲ� �#3���8ヲ�

かんコーラ 
★おなただけを 塔x��8���� �#3⑨8����

韓国歌謡 
こんなに愛したあなたu早い人悟召営闇 �#c���� �#gH�����

すぎゆく春宮曽昌ZlLト �#cモ� �#h��8モ�

西帰浦七十里〟孔星型包己Ⅰ �#c�"� �#gH��"�

歳月州望 �#h��8コ� �#h���絣�

二度と恋などしたくない人悍日昌留烈q宜 �#c���� �#gH8����

ノムハムニダ〈あんまりです〉u宇宙uE† �#h������ �#h������

鳳仙花宮廻封 �#h��8ッ� �#h���綯�

私には吉男だけuOll凹宮地埋川 �#Sh�����"� 鼎C)?｣�"�

神崎まき 
GOODDAYI・NIG～ツ］シしっかりしなさしト ��C絢x�｣"� �3�h胡"�

神戸一郎 

銀座九丁目水の上 ��#�胡2� �#38ｺx�｣2�

十代の恋よさようなら ��#���8���� �#33����

冠　二郎 

★兄貴 �#C絢x�｣B� 鼎3Hｺx�｣B�

★愛しき人よ �##�����2� 鼎�h����2�

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリrズです。 
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歌手名・タイトル 偃�:��8ｨ4�4r�

男の子守口貝 �#��

★男の錦 �#���

★思い出川 ��s"�

★面影の女（ひと） �#ヲ�

★こころ花 ��湯�

★酒場 砺r�

酒に酔いたい �#SB�

さだめ舟 ��R�

★しのび酒 鉄��

★大文字 ���2�

旅の終りに �2�

★天命 ��Cr�

★人情酒場 ��3R�

★ぬくもり 涛2�

★ねぶた男肌 鉄"�

★のぼり竜 �8�2�

★バイキング �#�r�

★波漂万里 ��c��

★餞（はなむけ） 鉄r�

★ふたりの止まり木 �#3r�

★望楼の果て ���2�

★北海あばれ節 鼎b�

★炎 涛��

★まごころ ��Sr�

★満天の星 �#�"�

★都忘れの花のように �#cr�

みれん酒 迭�

冠　二郎・北見恭子 

木曽路わかれ雨 都b�

冠二郎・若山かずさ 
★ふたり舟 ��S2�

菊池章子 

星の流れに �6ﾄ��

菊池桃子 

夏色片想い �3R�

BrokenSunset �32�

もう違えないかもしれない �3��

菊池祐子 
★酔い待ちしぐれ 都b�

岸田智史 
あんたの純情 鉄��

岸田智史・生田智子 
★今夜は秘密の・・・ 都"�

素志圃 
OneNightCamivaI（2002．5．29） �#s2�

岸　千恵子 

男の拳 �#S��

干恵っ子よされ 鉄��

貢島サリオ 
lnSalah一赤い砂－ ��C��

CatchingMyDreams ��S"�

★私からKiss ��S��

岸　洋子 

希望 �#2�

恋心 �#2�

夜明けのうた ��b�

酔いしれて �3����

来生たかお 
★浅い夢 ��c��

★…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 
修正棚 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

GoodbyeDay 鼎���8��"� 鼎���"�

どこまでも恋心 �#�GH8モ� �3c#モ�

夢の途中（セーラー服と機関銃） �3��8胡�� 田����｣��

夢より遠くへ 都���8モ� �##sモ�

北川大介 
★おまえだけなのさ �#C(��8��� 鼎#ャ��

★北に生まれたその女（ひと）は �#cX��r� 鼎S���r�

★北の終着駅 �#SH��8モ� 鼎C����繧�

★そんな鴎の港町 �#sX胡�� 鼎c�ｺx�｣��

★冬の嵐 �#ォ���� 鼎s�ｺx�｣��

北川裕二 
★男のまごころ �#csモ� 鼎S3モ�

北神田三郎 
★涙の停車場 ����胡"� �#S(ｺx�｣"�

キクキマユ 

ドゥ一・ユー・リメンバー・ミー �#S8ｺx�｣�2� 鼎3�ﾓ�2�

北沢麻衣 
★銀次－GINJト 田x���� �#������

★潜のセレナーデ 塔弌��� �#C�胡��

北島三郎 
愛の道 鼎H胡�� 鼎H胡��

あじさい情話 鉄�ﾓB� �#��ｺx�｣B�

おぼれ松 �##(��b� 鼎��ﾓb�

★石狩川よ ��sH胡b� �33(ｺx�｣b�

★命 �#sX胡�� 鼎c�胡��

★宴 ��3H��b� �#c(ｺx�｣b�

詠人～おじやる丸～ �##h��8��� 鼎�#���

★海はいま ���(胡R� �3C���R�

★狼 �����b� �3Cx胡b�

★男 �#Sx胡"� 鼎C8胡"�

★男一代 ����胡R� �33�ﾓR�

男の劇場 �3��#��2� 田������2�

★男の精神（こころ） �#S�ﾓ�� 鼎CX胡��

男の涙 �3��絢x�｣��� 田8t3���

男の虹 �#��胡b� �3S�ﾓb�

男幡随院 �#�x胡r� �3cX胡r�

男道 ��38��R� �#c�ｺx�｣R�

尾道の女 鉄(���� 鉄(胡��

★父親（おやじ） �#cX胡�� 鼎S�����

★おやじの背中 ��C�コ� �#c�?｣R�

★恩返し �#ズI#�� 鼎s�������

帰ろかな �����8�2� �����8�2�

加賀の女 �#�#B� �#���8ィ�

輝（かがやき） �#S�ﾓ�� 鼎CHｺx�｣��

舵 涛�ﾓb� �#S�胡b�

神奈川水新伝 �#�胡2� �#�胡2�

がまん坂 鉄�胡b� 鉄�+ﾈ�｣b�

★川 鼎Xｺx�｣r� 鼎X胡r�

感謝 �#c�ｺx�｣�� 鼎Ch����

関東流れ唄 �3��亜�B� 田8枋B�

ギター仁義 ����胡B� 田��俶釘�

★北の男船 �#s���8��� 鼎cC���

★北の大地 塔�ｺx�｣r� �##仄x�｣r�

★北のふるさと �#3絢x�｣r� 鼎#Hｺx�｣r�

北の漁場 �3Y?｣�� �3X��8ヲ�

★北のわかれ雪 �#ヨ��8��� 鉄�(������

兄弟仁義 ��x��8モ� ��sモ�

★清き流れ ��ドｺx�｣b� �3CHｺt澱�

★魂（こころ） 田I?｣r� �#�i?｣r�

拳 ��3h��b�264匡）6 



手動式用lオートチェンジャー用 
歌手名・タイトル �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�修正欄 �8ｨ4�4x5�6t���B�

薩摩の女 店����� 店胡���

★さぶ 塔H胡b� �#3H胡b�

三郎太鼓 �#��胡�� �3S�ﾓ��

★十九のまつり－まつりパートⅡ－ �3(胡2� �3(胡2�

終着駅は始発駅 �#sッ� �#x��8ッ�

★修羅の川 �#s3��� 鼎S���8���

城 �#c�胡2� 鼎Cx胡2�

次郎長富士 塔Xｺx�｣b� �#3X胡b�

仁義 �3��#コ� 田����絣�

★人生道 �#Cャr� 鼎3I?｣r�

ソーラン仁義 �3��塔b� 田(���澱�

★大河 �#�胡�� 鉄�8胡��

★竹 ��店胡b� �3S9�ﾓb�

★谷 ��cHｺx�｣R� �3#(x迭�

★父は待つ �#s���8ッ� 鼎Sx��8ッ�

★月夜酒 �#店胡�� 鉄�仄x�｣��

妻恋船 涛�胡r� �#C(枋r�

★妻よ �#SX��8��� 鼎C����

辛ろうござんすひとり旅 �#3亜�b� 鼎#H��b�

★十和田湖 �#��ﾓb� 鼎�X胡b�

情（なさけ） �#s(胡�� 鼎S�ﾓ��

なみだ船 ����ｺx�｣�� �#S(胡��

2000年音頭 �#CH��8モ� 鼎3���8モ�

日本海 �#(ｺx�｣��� �#(胡���

★根っこ �#�H胡R� �3c(ｺx�｣R�

★年輪 鉄(胡r� 鉄(ｺx*��

★のぼり坂 �#3Hｺx�｣b� 鼎#�胡b�

博多の女 嶋ｺx�｣R� 嶋胡R�

函館の女 �6ﾄ�ﾈ8ヲ� 都�?｣��

箱根のおんな �3H胡r� �3I+ﾈ�｣r�

★橋 �#CX胡�� 鼎3�ｺx�｣��

陽だまり人情 ��嶋��b� �3Si+ﾈ�｣b�

歩 �#����縒� �#�ビ�

風雪ながれ旅 鉄モ� 鉄モ�

★平成音頭 田�胡b� �#�8��b�

北都 涛�胡r� �#C�ｺx�｣r�

炎の男 祷��8モ� 灯#��

誠 �#����8��� 鼎cs���

まつり �#xｺx�｣r� �#xｺx�｣r�

★緑 �#C(胡r� 鼎#�ﾓr�

港春秋 �##x��b� 鼎�8��b�

未来 �#�X��8コ� 鼎�����絣�

★息子 鉄Hｺx�｣2� 鉄Hｺx�｣2�

夫婦絶唱 ��3�2� ��3�2�

★山 都�胡�2� �#�X胡�2�

★やん衆挽歌 ��c�胡b� �3�絢x�｣b�

雄松伝 ��#X��2� �#S8･��ﾃ2�

★夜汽車 田X��R� �#��ﾓR�

横浜恋あかり 涛Hｺx�｣b� �#CX��b�

与作 �����8ビ� ��ャr�

漁歌 ��������� ���������

★流転笠 �#S8胡�� 鼎3弌���

浪曲太鼓 �#s���2� 鼎Sxｺx�｣2�

轍 �#�(胡b� �3c��ﾓb�

北島三郎メドレー 
人生道 ��#8��B� �#s���B�

北島三郎・鳥羽一郎 
★演歌兄弟 �#c8���� 鼎C�c��

花の兄弟 �#�8枋�� 鉄�xｺx�｣��

‾領事酢一▼ 

★・‥本人出演映像　☆…オリジナル映像 

歌手名1タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�オートチェンジャー用 凾ｫか 修正柵lリクエスト仙 

北島三郎・中村美律子 
あづま男と浪花のおんな �#sx胡�� 鼎c8胡��

木立じゆん 
484のブルース �3������繧� 田8���繧�

北野井子 
★Begin �#�������2� �3c���8��2�

北の富士勝昭 
ネオン無情 �#��ｺx�｣��� �3S仄x�｣���

北野まち子 
★おんな春秋 �#sh胡R� 鼎c(��R�

★つがい舟 �#�����綯� 鉄�X��8ッ�

北野　都 

★女のほそ道 都Hｺx�｣�"� �#���弌��"�

★ひとり宿場町 涛���8�"� �#C��"�

北原謙二 
ふるさとのはなしをしよう �����ﾘ�｣2� 田�����2�

若いふたり ������8ッ� 田����綯�

北原ミレイ 
★愛したいの ��s8胡�� �33�����

石狩挽歌 ��h��8ッ� ��h��8ッ�

くらくら �#ccコ� 鼎S(���絣�

ざんげの値打ちもない �����8�"� �������"�

★涙の果てに �#s�ﾓB� 鼎cX��B�

★涙のラブソング �#田ッ� 鉄��ッ�

★忘れないで �#c���R� 鼎Cx胡R�

北原由紀 
★裏町川 都xｺt�"� �##8��"�

女のまごころ �3�ﾓ��� �3��ｸﾏ����

かしこい女じゃないけれど �����8コ� ���?｣R�

北見恭子 
★あがらっしゃい �#c絢x�｣2� 鼎SH胡2�

おいらの船は300とん �#ch胡R� 鼎S(x迭�

★おんな山唄 �#スｺx�｣2� 鼎s�ｺx�｣2�

★こころ妻 鼎Hｺx�｣��� 鼎H�����

★淋しいね �#�xｺx�｣"� 鼎�8胡"�

★浪花夢あかり 田X��2� �#��+ﾈ�｣2�

★春の夢 塔xｺt牝�� �#3絢t牝��

★紅の舟口貝 �#������ �3c仄x�｣��

★酔いどれ切符 �#3仄x�｣"� 鼎#X胡"�

★六十里越え �#C�ﾓB� 鼎3X��B�

北村雅英 
★わかってない ��c�ﾓ�� �3#xｺx�｣��

北山　修・加藤和彦 
あの素晴らしい愛をもう一度 鼎���8�"� 鼎幽8�"�

吉川晃司 
★アクセル ������"� �33���8��"�

★KISSに撃たれて眠りたい ��#����纈� �#Sx���纈�

キャンドルの瞳 �3#�"� �3(����"�

★ジェラシーを微笑みにかえて 涛xｺx�｣��� �#C仄x�｣���

SPEED ��ォｺs��� �3C(胡��

すべてはこの夜に �3x胡B� �3x��B�

★せつなさを殺せない 涛9?｣�� �#CI?｣��

にくまれそうなNEWフェイス �#�ﾓ2� �#�ﾓ2�

★バンドーラ �#s�ｺx�｣��� 鼎Sh胡���

★VENUS～迷い子の未来～ ��C�胡r� �#c絢x*��

★BrainSUGAR ��#Y?｣�"� �#S8�����"�

★BOY，SLLFE ��c(ｺx�｣�"� �3#�胡�"�

MARILYNE（マリリン） 鼎���8���� 鼎��������

モ二カ �3��絢x�｣�B� 田8ｺt��B�

YouGottaChance �#s���� �#x��8����

※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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歌手名・タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

ラ・ヴィアンローズ �#H胡��

★RUNAWAY �#�8胡���

★RamblingRose ��CI63b�

RAINLDANCEがきこえる �3�����

KICKTHECANCREW 
★アンバランス �#�����ﾃ�2�

theKIX－S（KLX・S） 

★自由に歩いて愛して ��c弌��"�

抱いて…抱きしめて ��S8���2�

MYLIFE ��SSィ�
また逢える… 涛絢x�｣��

LOVIN】YOU ��CH胡���

喜納昌吉＆チャンプルーズ 
ハイサイおじさん �#S�ｺx�｣R�

木下結子 

ノラ �#���������

木下由里子 
★泣きぬれて �3ャ�"�

木の実ナナ 
・うぬぼれワルツ ���#����

おまえさん 鉄x胡��

君　夕子 
★艶歌 鼎Hｺx�ﾃ��

★御身（おんみ） 鉄�ｺs��B�

★悲願花 田亜�B�

★夢ワルツ 塔�ﾓ"�

キム・ヂョンチャン 
ごめんネYuj盲 都x���絣�

キム・ヨンジャ 

愛☆アリガトウ �#S仄x�｣R�

★愛の伝説 塔I63B�

★哀恋歌 涛h����2�

★熱い河 ���8ｺx�｣��

★暗夜航路 田x胡B�

イムジン河 �#sh胡2�

★かんにんや・‥ �#�#ィ�

★北の海明け ��38胡"�

★北の秋桜 �#���8�2�

★北の雪虫 �#sxｺx�｣2�

★叱ってあげる 鉄�ﾓ���

★人生海峡 �##8胡2�

★東京運河 �#�仄x�｣R�

東京の夜は短くて �#����8�"�

★涙の鎖 ��c塔B�

★涙のしずく ���(ｺx�｣B�

★春告鳥 ��SH胡"�

ひとり居酒屋 ��c963B�

★陽は昇る �#3���8ィ�

★道しるべ ��C塔"�

★湯情の宿 �#S����迭�

★夢千里 �#cX��2�

キム・ヨンジヤ＆浜　圭介 
★北の法善等 ��祷��8ッ�

★北の迷い子 ��ナ?｣R�

木村友衛 

男の手締め ��#�ﾓ2�

恋人生 �#�?｣���

浪花節だよ人生は ��H胡r�

馬鹿は死ななまやなおらない～昭和石松伝～ �3x���絣�

オートチェンジャー用
リクエストNo．

327回12

311囲13

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

－216－



歌手名1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リクエストNo． 

Ki「0「0 

★逢いたい �#C絢x�｣�"� 鼎3H���"�

★胃のじゆもん �#3���8��2� 鼎�x�����2�

★最後のKiss �##S��"� 鼎����8��"�

★長い間 �#�������2� �3ch�����2�

★ひまわり �#3x胡��� 鼎#8胡���

★冬のうた �#�xｺx�｣�2� 鼎�8胡�2�

★BestFriend �#SS���� 鼎C�����

★未来へ �#��ｺx�｣�"� �3c�ﾓ�"�

KinKiKids 

愛されるより愛したい �#�(ｺx�｣�2� �3c�胡�2�

青の時代 �#�8胡��� �3s�ｺx�｣���

雨のMelody �##�ﾓ��� 鼎�Xｺt牝��

永遠のBL00DS �#�8��8���� 鼎c塔���

カナシミブルー �#c�ﾓ��� 鼎SX胡���

硝子の少年 ��嶋�����2� �3Sh�����2�

ジェットコースター・ロマッス �#�ャ�"� �3cc��"�

情熱 �#SH胡��� 鼎C�胡���

好きになってく愛してく �#3s���� 鼎#8�������

全部だ苦しめて �#�(ｺx�｣��� �3s�ｺx�｣���

SOritude～真実のサヨナラ～ �#sX��8���� 鼎c�����

夏の王様 �#C�������� 鼎#h�������

ね、がんばるよ。 �#滴胡�"� 鉄��ﾓ�"�

薄荷（ハツカ）キャンディー �#ヨ�����2� 鉄�)?｣�2�

HappyHappyGreethlg �#�������2� 鼎�I?｣�2�

フラワー �##Hｺx�｣�2� 鼎��胡�2�

Hey！みんな元気かい？ �#c(胡�"� 鼎C�ﾓ�"�

ポクの背中には羽根がある �#S������ 鼎3h胡���

もう君以外愛せない �#sh����� 鼎c(胡���

やめないで，PURE �##����� 鼎�h��8����

KINGTONES 

グッド・ナイトベイビー 鼎x��8��� 鼎x��8���

暗い港のブルース 鉄(胡�2� 鉄(胡�2�

★100万の想い出 塔����絣� �##�63R�

キンモクセイ 
★二人のアカボシ　　　　　l269回12ll455匡】12 

クール・ボナール 
☆近鉄バファローズの歌一大阪近鉄バファローズ～ ��s絢x�｣"� �33h胡"�

串田アキラ 
☆宇宙刑事ギヤパン～宇宙刑事ギヤパン～ �������� �33弌���

☆キン肉マンGORghtトキン肉マン～ ��sX��8ヲ� �338��8ヲ�

くず 

生きてることってすぼらしい �#s弌��"� 鼎cX胡�"�

ムーンライト �#cHｺx�｣�2� 鼎S�胡�2�

楠木繁夫 

女の階級 �3���ﾓ�� 田(ｺx�｣��

人生劇場 度ｺx�｣b� 度胡b�

緑の地平線 �3��仄x�｣�B� 田(ｺx�｣�B�

楠瀬誠志郎 

君と歩きたい～ヨーヨーの猫つまみ～ 涛h���2� �#Cx���2�

★しあわせまだかい ��S���8モ� �3����8モ�

とっておきの季節 涛絢x�｣��� �#S�ｺx�｣���

★Believe ��cGH8モ� �3#(���繧�

工藤静香 
lceRain ��SGH8ッ� �3�(���澱�

あなたしかいないでしょ ��3h��8モ� �#cH��8モ�

嵐の素顔 田����紕� �#�#ィ�

★一瞬 �#�x��8���� 鼎�8�������

inthesky �#�H��8��"� �3s#��"�

歌手別 劔��

★・‥本人出演映像　☆…オリジナル映像 

手動式用lオートチェンジャー用 劔くき ��
ノ �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�修正線 �8ｨ4�4x5�6t魔�

うらはら 涛h���纈� �#Cx��8ヲ�

★カーマスートラの伝説 �#�(��8モ� �3c���8モ�

★きらら �#�(���2� �3s�胡�2�

くちびるから媚薬 田����繧� �#��モ�

★激情 ��ピ��"� �3CX�����"�

恋一夜 鉄����紕� 鉄ャB�

黄砂に吹かれて 田H胡�� �#�hｺx�｣��

声を聴かせて 涛ャr� �#S����縒�

JaguarLine ��C����縒� �3�x���縒�

★雪・月・花 �#�h�����"� 鼎�#��"�

7 ��s�ｺt牝�� �3#�ﾓ���

干流の雫 都#ビ� �#�sビ�

抱いてくれたらいいのに 鉄����ﾃR� 鉄���8コ�

働宍 ��#���8ッ� �#Sh��8ッ�

FU－Jl－TSU 鉄3���� 鉄3����

Please 塔H��8モ� �#3H���繧�

BlueZone �##(������� 鼎�ャ���

BIueVelvet～ドラゴンボールGT～ ��滴ｺt免ﾂ� �3S(�����

BlueRose ��CH���縒� �3�$S�r�

ぼやぼやできない 塔���8モ� �##����繧�

M00nWater ��c(胡��� �3#������

MUGO・ん…色っぽい 鉄S��"� 鉄X��8��"�

メタモルフォーゼ 塔���8ビ� �#C����縒�

めちゃくちゃに泣いてしまいたい 涛(ｺt途� �#C8��r�

夢 ��S���8ビ� �3�h��8ビ�

私について 都i?｣�� �##���8モ�

わたしはナイフ ��3(���縒� �#c����縒�

工藤静香メドレー 
壊れか【ナのモノローグ ����ﾓb� �#3��ﾓb�

国武万里 

★ポケベルが鳴らなくて ��3X胡��� �#c8胡���

国安修二 

ねえ 塔�?｣"� �##���8�"�

久野　誠 

☆燃えよドラコン刀平成RVE～中日ドラゴンズ～ ��s絢x�｣R� �33hｺx�｣R�

久宝留理子 

いっそ牢屋で眠りたい ��S�������� �3�c����

「男」 ��3ャ��� �#cgH8����

薄情 ��C絢x�｣��� �3�hｺt免ﾂ�

早くしてよ ��C幽���2� �3�x��8��2�

プライド ��cx胡R� �3#Xｺs�R�

reduce（リデュース） ��S(���纈� �3��ヲ�

久保田早紀 
異邦人～シルクロードのテーマ～ ��xｺx�｣�B� ��x���B�

久保田利伸 
AHHHHH！ �#�H胡�� �3s(ｺt唐�

雨音 涛�胡��� �#C(枋���

lndigoWa比Z 鉄塔B� �#��ィ�

CandyRain �#c7H�纈�449t∃9 

CryOnYourSmiLe ���Hｺx�｣r� �#�(ｺx�｣r�

軌eSoundofCamtvaトサウンドオフカー＝J肌～ �##x���繧� 鼎�9?｣��

ZA－KU－ZA－KUDigame ��S�ﾓ��� �3�hｺy?���

失意のダウンタウン 田�ﾓ�� �#��ｺx�｣��

SOULBANGLN， �##汚�b� 鼎�I+ﾈ�｣b�

Danceifyouwantit 田�ｺx�｣��� �#�(胡���

虹のグランドスラム～H2－ ��ch胡�B� �3#H胡�B�

HoneyB 塔�������� �#3��������

BODY－CATLON ��ド��8モ� �3CH���繧�

Missing 田���"� �#�8��8��"�

YouWereMine 鉄�ｺt唐� 鉄�ｺx�｣��

※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�

夢WithYou ��3(��8����

夜に抱かれて～ANightinAfroBlue～ ��SX胡R�

LaviesonMusique �#的?｣���

流星のサドル 田塔�2�

久保田利伸メドレー 
ラブクラッシュ ��#9?｣r�

久保田利伸withNAOMICA 盤�$Tﾄﾂ�

LA・LA・LALOVESONG ��s仄x�｣���

久保田利伸・彩恵津子 
永遠のモーニング・ムーン 都塔R�

久保田利伸featurfngNAO 蛮��4└ﾔ覆�

Messengers’Rhynle～Rakushow，忙syourShow卜 �##���8ヲ�

久保　浩 

霧の中の少女 ��C8ｺx�｣R�

久保幸江 

ヤットン節 �#s�ィ�

久保幸江・楠木繁夫 
★トンコ節 �#�h����

熊谷幸子 
★おはよう、ファニーガール ��cH�����

★風と雲と私 ��CH�����"�

熊倉一雄 

☆ゲゲゲの鬼太郎～ゲゲゲの鬼太郎～ ��sS�"�

久美京子 
★愛染流し �#S�胡�"�

★越後粉雪・出雲崎 �#sh���紕�

青木麻衣 
aIways～名探偵コナン天国へのカウントダウン～ �#SX胡���

Can’tforgetyourlove �#S塔�"�

Secretofmyheart～名探偵コナン～ �#3�ﾓ�2�

SimplyWonderful～CIubEdit～ �#CX胡�"�

StandUp �#S8ｺx�｣�"�

Staybymyside �#3亜��"�

冷たい海 �#S�胡�"�

DeHciousWay �#C(��8����

NEVERGONNAGlVEYOUUP �#C���"�

PERFECTCRIME �#Ss��"�

Makemyday �#s汚����

Likeasta「inthenight �#sH��8����

Love，DayAfte「Tomo「row �#3xｺx�｣�2�

Reachfo「thesky �#C�ﾓ�2�

グラシェラ・スサーナ 
アドロ �#8��8モ�

サバの女王 �#3ッ�

時計 �#8���纈�

Class 

永遠の素顔 ��Cx��8モ�

夏の日の1993 ��3C����

H01iday ��CX胡���

もう若を離さない ��3y?｣r�

クリエイシヨン 
ロンリー・ハート（LoneIyHeart） 塔���8���

クリスタルキング 

匝愛をとりもどせトト北斗の拳～ ��sS����

大都会 ���h��8コ�

Ch「istmasSong 

JoyToTheWorIdもろ人こぞりて ���xｺx�｣�R�

クリスマスソング 
赤鼻のトナカイ ���x胡�2�

きよしこの夜（聖夜） ���xｺx�｣�"�

オートチェンジャー用
リクエストNo．

260【ヨ10

508【〕10

213【∃13

441匡）11

445812

425囲13

431匡）12

439囲12

424囲12

436匡】12

428【∃11

426【ヨ12

443【∃12

464回11

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 修正柵 �8ｨ4�4x5�6y�R�

サンタが田丁にやって来る ���x胡�B� 田Hｺx�｣�B�

ジングル・ベル ���x胡��� 田H�����

GLAY 

★違いたい気持ち �#s8��8���� 鼎S塔���

l，minLove �#�Cモ� �3s#モ�

aBoy～ずっと忘れない～ ��ベｺx�｣��� �3CXｺt免ﾂ�

Yes，Summe「days ��c仄x�｣��� �3#xｺx�｣���

★いつか �#����8ヲ� 鼎ch��8ヲ�

★Winter，again �#�仄x�｣�� 鼎�X胡��

★Winter，again－Studiove「sion－ �##c���� 鼎�(�������

★WayofDifference �#cX���� 鼎S�ｺx�｣��

★口唇 ��的?｣��� �3S(�������

★GLOBALCOMMUNJCATlON �#SH胡�� 鼎C�ｺx�｣��

グロリアス ��sH胡��� �33(胡���

★ここではない、どこかへ �##絢x�｣r� 鼎�H胡r�

★サバイノqレ～KAIKANフレーズ～ �##C���� 鼎������

★嫉妬（KUR旧／PHANTOMmix） �#cHｺs��� 鼎S�胡��

ずっと2人で…～バイカーマイス～ �##Xｺx�｣r� 鼎��ｺx*��

★STAYTUNED �#Sy?｣��� 鼎C9?｣���

★STREETLrFE �#滴��8���� 鉄���������

★SPECIALTHANKS �#CH��8���� 鼎3�c���

★SOULLOVE �#��63�� �3csモ�

★時の雫（Radioedit） �#店����� 鉄��ﾓ���

★とまどい �#CH���纈� 鼎3�ヲ�

★HOWEVER ��度胡��� �3SYT8�｣���

★HAPPINESS �#3Hｺx�｣r� 鼎#�ｺx�｣r�

春を愛する人 �#s����� 鼎Sx�������

★BEWITHYOU �#�x���縒� 鼎�8��8ビ�

BELOVED ��ド���2� �3CH胡�2�

★ひとひらの自由 �#S塔�� 鼎CX���纈�

★BEAUTIFULDREAMER �#�����ﾃ��� 鉄�C����

★FightingSpirit �#c(��8ヲ� 鼎C���8ヲ�

★MERMAlD �#C(���纈� 鼎#ャ��

★またここであいましょう �#s)63��� 鼎S���8����

★MisshlgYou �#Cx���縒� 鼎33ビ�

★誘惑 �#�亜��� �3ch胡��

クレイジーケンバンド 
あ、やるときややらなまやタメなのよ。 �#��胡�2� 鼎chｺx�｣�2�

区麗情with浜田省吾 

LoveLetter ��ォ��r� �3C(胡r�

グレート・チキン・パワーズ 
んなことあるか ��c�ﾓ�"� �3#h���"�

グレープ 

精霊流し 滴ｺx�｣�� 滴ｺx�｣��

無縁坂 �3��8胡�2� 田絢x�｣�2�

g10be 

★lsthislove ��ォ胡�� �3C(胡��

Anytimesmokin，cigarette ���8ｺx�｣r� �3S�胡r�

★Can，tStopFallhJinLove ��ベｺx�｣�� �3CX胡��

SaYoNaRa �#�Xｺx�｣�� 鼎��胡��

★JoytotheLove（globe） ��s���8ビ� �3#����縒�

SWEETPAlN ��s(���縒� �33�ビ�

St‖g「owin－up �##���8ビ� 鼎�X��8ビ�

DEPARTURES〈RADl0EDZT〉 ��s8ｺx�｣r� �33��ﾓr�

とにかく無性に‥・ �#C��刎湯� 鼎#hｺx�｣��

DONITLOOKBACK �#Cx��8モ� 鼎38��8モ�

b帽nghernails �#3Hｺx�｣�� 鼎#�����

★PerfumeofZove �#�x��r� 鼎�9�ﾓr�

FeelLikedance ��s��ｸﾏ途� �3#絢x�｣r�

FACE ����モ� �3C����繧�
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‾‾‾頂享軒1‾「‾ 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��冤ナく ��リクエストNo． 做9�8ﾟ"�リクエストNo． � 

ROCKANDROLLHERO �#sX胡�� 鼎c�胡����

桑田佳祐＆Mr．ChHdren 劔��

奇跡の地球（ほし） ��Ssッ� �3�Sッ���

KUWATABAND 劔��
スキップ・ビート（SKIPPEDBEAT） �3hｺx�｣��� �3h胡�����

BANBANBAN �3Cヲ� �3H���湯���

MerryX，mashlSummer 田3��2� �#�X�����2���

ONEDAY �3���8ビ� �3塔r���

桑名正博 劔��

セクシャルバイオレットNo．1 鼎���2� 鼎���2���

月のあかり �������｣�B� 田�胡�B���

夜の海 ���8ｺx�｣B� �#�xｺx�｣B�

軍歌・戦時歌謡 
愛国行進曲 �#Ccコ� 鼎3(��8コ�

加藤筆戦開陳 �#Xｺx�｣R� �#Xｺx�｣R�

軍隊小唄（ほんとにほんとに御苦労ね） �#Xｺx�｣"� �#X胡"�

月月火水木金金 �#X��2� �#X��2�

戦友 �#X胡B� �#Xｺx�｣B�

タンチヨネ節 �#X胡�� �#X����

同期の桜 �#X��r� �#Y+ﾈ�｣r�

歩兵のうた �#X胡�� �#Xｺx�｣��

麦と兵隊 �#Xｺx�｣b� �#X��b�

ラバウル小口貝 �#Xｺx�｣�� �#X胡��

け �� ��

ケイ・ウンスク（桂銀淑） 
★葉桜 ��ヨｺx�｣B� �3Ch胡B�

桂　銀淑 

愛の迷路（人卜営旦tDl呈） �#S�胡�2� 鼎3x���2�

愛ひとつ夢ひとつ ���3�2� �3C���8�2�

あなたのそばに �#SH��8�2� 鼎C��2�

あなたへの恋歌 ��#���8�2� �#Sh��8�2�

★アモーレ～はげしく愛して～ ��3(��b� �#c�胡b�

「Yes」と答えて ��度ｺx�｣b� �3SXｺx�｣b�

うぐいす �#3cィ� 鼎#(���紕�

大阪暮色 �3���R� �3���R�

悲しみの訪問者 塔h���綯� �#3x���綯�

グッバイラブ 田���8ビ� �#��ビ�

J ��C8����� �3�������

昭和最後の秋のこと �##X��2� 鼎��ｺx�｣2�

すずめの涙 鼎8胡R� 鼎8胡R�

ソファーにパジャマを座らせて ������B� �33�ﾓB�

東京HoldMeTight 塔�ｺx�｣r� �##�ﾓr�

どうする貴方 �#����B� �3c��ｸﾏ釘�

流されて �#Sh����2� 鼎C(��8�2�

★人魚伝説 �#��#B� �3ch胡B�

★花のように鳥のように ��C�胡b� �#c劍�b�

プリーズ‥・ �#�H��2� �3s(ｺx�｣2�

★ベサメムーチョ ��c���8ッ� �3��?｣b�

星おんな ��#x枋b� �#SXｺx�｣b�

ボンポヤージ 鼎絢x�｣B� 鼎��ﾓB�

真夜中のシャワー 都8胡r� �#�絢x*��

未来女 涛�ッ� �#C�ッ�

夢おんな 鉄8ｺx�｣��� 鉄8胡���

酔いどれて 田���r� �#�(t3r�

ラ・ヒクーナ～LaGitana～ �##弌�B� 鼎�Xｺx�｣B�

私には責男だけ �#ド���繧� 鼎s(��8モ�

桂銀淑メドレー 
悲しみ迷路 ���絢x�｣2� �##h�8�｣2�

桂銀淑・浜圭介 
愛始発 ��#�胡b� �#3h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。 
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歌手名・タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

大阪しのび逢い �#��胡2�

恋・あなた次第 田Xｺxｸﾂ�

GEISHAGIRLS 

少年 ��cXｺx�｣�2�

K－TUNE 

★星空のふたり ��Ss�"�

ケツメイシ 
★トモタラ �#sc��"�

夏の思い出 �#��胡���

CHEMISTRY 

アシタへカエル �#ヨｺx�｣�"�

JtTakesTwo �#sx��8����

署をさがしてた～NewJerseyUnited～ �#c塔�"�

PIECESOFADREAM �#SI63�2�

PointofNoReturn �#SXｺs��2�

YOURNAMENEVERGONE �#�(胡�2�

YouGoYou「Way �#cI?｣�"�

CHEMトSTRYmeetsSJj．S． 

MyGifttoYou �#��ｺx�｣�2�

けん♀♂けん（研ナオコ＆志村けん） 
銀座あたりでギン！ギン！ギン！ �#chｺx�｣���

研二と慶子 
☆まごころよりどころ �#cH��r�

弦　哲也・綾世一美 
★道頓堀情話 都x��R�

研　ナオコ 

あばよ ���H胡�2�

雨の日の映画館 鼎#��B�

裏窓トワイライト 鼎X�������

悲しい女 涛Hｺx�｣��

かもめはかもめ ��H胡���

Tokyo見返り美人 �3cコ�

泣かせて ��8胡�B�

夏をあきらめて 嶋��8����

花火 ��c�������

迷子 ��3�ｺx�｣��

六本木レイン �#���8����

ワルツ ��ci?｣R�

小泉今日子 
艶姿ナミグ娘 ���h�����2�

あなたに会えてよかった 塔Hｺx�｣��

快盗ルビイ 鉄x��8モ�

学園天国 田h���綯�

キスを止めないで 鼎h����

GoodMoming－Ca‖ 鼎塔�"�

木枯しに抱かれて �3����唐�

自分を見つめて 涛xｺx�｣r�

素敵なラブリーボーイ 涛i?｣�2�

SmHeAgain 鼎3ヲ�

月ひとしずく ��SH��8モ�

常夏娘 �#���8��"�

渚のはいから人魚 �3絢x�｣��

夏のタイムマシーン 鉄8���迭�

なんてったってアイドル �3������2�

100％男女交際 �33����

BEAUTrFULGrRLS ��s�ッ�

FadeOut 田�ｺx�｣���

formylife �#3(ｺx�｣�"�

MySweetHome ��C����繧�

オートチェンジャー用
リクエストNo．

502囲12

463811
455【〕12

440【ヨ13

203匡】11

418匡】12

★…本人出涙映像　☆…オリジナル映像
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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 修正掬 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

★ネオン舟 ��滴ｺx�｣�� �3S(����

ヤン衆丸 都#�"� �#�s�"�

★ゆうやけ 都h胡�� �##�胡��

★雪次郎潰 ��S���8��� �3�h��8���

★夢いちど ��CS�2� �3�3�2�

★酔うだけ酔わせて �#�(��2� �3c�ｺx�｣2�

★渡り鳥～北から南から～ ��3塔�� �#cs���

高　英男 

雪の降る町を ���x��8��B� 田H��8��B�

郷　ひろみ 

哀愁のカサブランカ ���x���縒� 田H��8ビ�

★逢いたくてしかたない ��c#���� �3#���8����

愛のエンプティーペイジEMPTYPAGES ���8胡�2� �#�y�ﾓ�2�

★言えないよ ��CXｺx�｣�� �3�8胡��

男が恋に出逢うとき �##3ビ� 鼎����8ビ�

お嫁サンバ ��i?｣B� ��h���紕�

Onlyforyou～この永遠がおる限り～ �#S�モ� 鼎3h��8モ�

哀しみの黒い撞くNATHALIE〉 �3��C��"� 田s��"�

★KISSが哀しい �#�塔b� �3cx���澱�

★く・せ・に・な・る ����胡��� �33絢x�｣���

獣は裸になりたがる �#SX胡�� 鼎C�胡��

GOLDFINGER，99 �##仄x*�� 鼎�X��r�

この世界のどこかに �#c������ 鼎Ch胡���

Wブッキング 都Sヲ� �##����纈�

★Don，tIeaveyoualone ��sx��8���� �33S����

★どんなに君がはなれていたって ��s8��8���� �33�����

★泣【ナぱいい ��cCッ� �3#(��8ッ�

2億4千万の瞳 嶋���B� 嶋ｺx�｣�B�

Howmanyいい顔 ���x���繧� 田H���唐�

Ha＝e】ujah．BurningLove �#3C���� 鼎#��������

★僕がどんなに署を好き机眉は知らない ��3�ッ� �#S���8ッ�

マイレディー ���x���繧� �##Cモ�

もう誰も愛さない 都x���纈� �##8��8ヲ�

よろしく哀愁 �#�"� �(����"�

REE ��#�モ� �#3cモ�

ワキワキマイフレンド �#Sy?｣�� 鼎C8��8ヲ�

★忘れられないひと ��cXｺx�｣R� �3#8胡R�

郷　ひろみメドレー 
とびっ苦りのマイ・レディ ��#3ヲ� �#s�?｣��

郷　ひろみWithHYPERG0号 

なかったコトにして �#CS���� 鼎3���8����

郷　ひろみ／松田聖子 
TrueLoveStory �#CXｺx�｣��� 鼎3������

GO！GO！7188 

☆浮舟 �#s�������� 鼎cS����

GOTAfeaturingG「ampusRed 

HereWeGo～SupporterMix～～名古屋クランJ（スエイト～ ��3絢x�｣�� �#ch����

GO－BANG，S 

あいにきて▼l▼NEED▼YOU！ ���x���� �##H胡��

ロックンロールサンタクロース 都���8��2� �##X�����2�

小金沢昇司 
★明日の風 �#C���8�2� 鼎#h����2�

あなたに‥・ごめん �#SI63b� 鼎C���8ッ�

★ありがとう…感謝 �#����8コ� 鉄�H���絣�

★小樽 田仄x�｣2� �#�8ｺx�｣2�

★男の灯り 塔Y�ﾓR� �#3Xｺx�｣R�

★おまえさがして 鉄Y+ﾃ�R� 鉄Y+ﾈ�｣R�

★おまえだけ 涛仄s�2� �#S���2�

★北の三代目 ��c弌�R� �3#x胡R�

★北のめぐり逢い �#�8��R� �3c�胡R�

‾‾歌手即‾‾‾ 劔��

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

手動式用lオートチェンジャー用 劔こけ ��
手　・タ　　　　ノ �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�修正櫛 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

★希笛 ��3�ｺx�｣"� �#S仄x�｣"�

★荒野 �##x��8ィ� 鼎�8��8ィ�

★人生のそこかしこに ��3���8ィ� �#cx���紕�

★とべない雀 ��C�ﾓ"� �3�x��"�

★流れ星 �#�Hｺx�｣"� �3s(ｺx�｣"�

★無器用者だと言われても ���(��2� �3C�胡2�

★北都物語 ���8���絣� �3S����絣�

★惚れちまったよ �#s⑨8ッ� 鼎cH��8ッ�

★真夜中のものがたり ��C�胡2� �#c仄x�｣2�

★義経伝説 �#cX胡R� 鼎S�ｺx�｣R�

CoCo 

はんぶん不思議～らんま1／2熱闘編～ 都�胡�"� �#�Xｺx�｣�"�

九重佑≡子とパラダイス・キング 
シェリー ��#h胡��� �#SHｺx�｣���

小坂明子 劔 

あなた �3s��2� �3x��8��2�

小坂一也 

青春サイクリング ��ス���� �3C8����

小坂恭子 

想い出まくら 塗��8��B� 塗��8��B�

小桜舞子（小櫻舞子） 
★おんな男鹿潜（おがみなと） �#s���r� 鼎Sh胡r�

★北の花嫁 �#��胡�� 鉄�Hｺx�｣��

★恋する城下町 �#S8������ 鼎3���8���

御三家（G3K） 
小さな手紙 �#C8��8ッ� 鼎#塔b�

越路吹雪 

愛の讃歌 �#����綯� �#���8ッ�

サン・トワ・マミー �#���8ヲ� �#����纈�

ラスト・ダンスは私に �#�コ� �#�コ�

ろくでなし �3��8��8ッ� 田���8ッ�

児島末散 
一歩ずつの季節 涛C���� �#CY63���

ジプシー 塔#ヲ� �#3�ヲ�

古城さとみ 
夫婦灯り ��#塔�� �#Sx��8���

ゴスベラーズ（TheGospe”e �'8�｢�

エスコート �#c���8���� 鼎SX��8����

Getmeon �#c�ﾓ�"� 鼎SI���"�

新大阪 �#�'H8���� 鉄�h�������

永遠（とわ）に �#S3��"� 鼎3���8��"�

ひとり �#c�胡�"� 鼎Cx胡�"�

星屑の街 �#sx��8ヲ� 鼎c8��8ヲ�

街角－Onthecorne「－ �#鉄���� 鉄���������

Righton，Babe �#ピ��"� 鉄�������"�

伍代夏子 

お江戸チョイチヨイ節 �#sI?｣2� 鼎c�H8�2�

★女のひとりごと ��c�ッ� �3����8ッ�

★風待ち漠　　　　　　　　　t22084 � 鼎�cィ�

★北の丹隕 ��s�胡b� �3#絢x�｣b�

★恋ざんげ ��3����紕� �#S塔B�

★恋挽歌 塔8ｺx�｣�� �#3(胡��

★忍ぶ雨 都$#b� �#�sッ�

★雪中花 涛H��8ィ� �#CX���紕�

★九十九（つづら）坂 �#S8ｺx�｣B� 鼎3�ﾓB�

★嶋門海峡 ��sx���絣� �33X���迭�

★はまなす酒場 �#3H��2� 鼎#�胡2�

★ひとり酒 ��C���R��#c絢x�｣R�

★秘め歌 �#��ィ� 鉄�H���紕�

ふれおい ��SX������ �3�8��8���

※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���4��8ｨ4�4x5�6t蹂�Y{R�

★満月 �#CHｺs�b�

★水なし川 田(���紕�

★薄恋口貝 �#�X��2�

★都忘れ �#c仄x�｣R�

戻り川 鉄(胡2�

★憂愁平野 ��滴��8ッ�

★夜桜迷い子 �#�(胡R�

伍代夏子／ソル・ウンド 
angeト天使を見つけた－ �#sX���紮ﾂ�

Cocco 

強く厚い者たち �#�i63�6ﾂ�

後藤一機 

★抱きあうほど ��c���8��#��

後藤真希 

壁のバカやろう �#S8�����6ﾂ�

琴風豪規 

東京たずね人 ��胡C��

まわり道 田ャ��

琴風豪規・石川さゆり 
東京めぐり愛 ��xｺx�｣鳴�

古都清乃 

大阪ふらりふらり �#ch���綯�

★新店祝い隕 ��C�63��

★長良川夜曲 ��c9632�

★新潟ブルース �#sh��8�"�

★ひと汽亭おくれて俺も逝（ゆ）く �#�8ｺx�｣2�

★雲雀 �#ド����

和歌山ブルース �3��ャr�

小西博之・清水由貴子 
銀座の雨の物語 ��s��Fﾂ�

このみ磨新 
★風酒場 田X����ﾂ�

小鳩くるみ・大杉久美子 
☆アタックNo．1－アタックNo．1一一 ��#H胡����

小林明子 
くちびるスウィング 鼎�胡�2�

恋におちて－FaHinIove－ �3�ｺx�｣��

こころの炎～Somewhereoutthere～ 都h��8ッ�

心みだれて～Sayitwithflowers～ �3��������

真実 �3(��8ヲ�

小林　旭 

アキラのズンドコ節 ����胡b�

アキラのタンチョネ節 ��塗胡��

熱き心に �3)63��

★あれから ��3cッ�

腕に虹だけ ��S���8コ�

お世話になったあの人へ 塔�"�

からす �#ォ��8���

乾いた花びら ��ャコ�

ギターを持った渡り鳥 ��塗胡���

北へ �#8ｺx�｣B�

恋の山手線 �#C�胡R�

ごめんね �3���ﾓ2�

★酒挽歌 �#c塔��

さすらい ���X��8ィ�

五月雨ワルツ 鉄8胡B�

自動車ショー歌 ������b�

純子 �8胡��

★昭和恋唄 �#SY?｣"�

昭和舟歌 鼎絢x�｣R�

トチェンジャー用
リクエストNo． 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�

惜別の隕 ���X胡�B� 田h���B�

ダイナマイトが150トン ��ス胡��� �3C8�����

旅空夜空～言うもはずかし～ �3仄x�｣�� �3�ﾓ��

★旅の酒～放浪（さすらい）編～ �#�(���� 鉄�i+ﾄ鳴�

ついて来るかい �#����2� �#����2�

どんでん �##�ｺx�｣2� 鼎�i+ﾈ�｣2�

泣いた数だけ倖せに 祷������� 涛����

女房きどり ��胡��� ��ｺt牝��

北帰行 嶋ｺx�｣��� 嶋ｺx�｣���

★惚れた女が死んだ夜は ��店���絣� �3S3コ�

水たまり �#x��b� �#xｺx�｣b�

音の名前で出ています 店胡b� 店胡b�

もう一度－から出なおします 祷ｺx�｣��� 等+ﾈ�｣���

やどかりの歌 都(胡"� �#�y+ﾈ�｣"�

雪散華 涛�ビ� �#C$#r�

夜の旅人 田X胡�2� �#��+ﾄ��2�

落日 �#ド���紕� 鼎s(��8ィ�

私の名前が変わります �##cコ� 鼎�(��8コ�

小林旭メドレー 
懐路 ������8ィ� �#3����紕�

小林麻美 

雨音はショパンの調べ �3塔�2� �3幽8��2�

小林幸子 
★雨の屋台酒 ��CH��R� �3�(ｺx�｣R�

★いそしぎ �#店胡"� 鉄�仄x�｣"�

一夜かぎり ��#���8コ� �#St#R�

命しらずの渡り鳥 �#C�ﾓb� 鼎3X胡b�

天命燃ゆ 都����縒� �##X��8ビ�

うしろかげ ��(������� ��(�������

★越後情話 ���8��8コ� �3C����迭�

おもいで酒 �����8ヲ� �����8ヲ�

★女の円舞曲 �3x胡r� �3x胡r�

良といっしょに～ポケットモンスターミュウツーの逆襲～ �#�塔b� 鼎�X���綯�

★孔雀 �#������2� 鼎cs�2�

恋彗 涛x��R� �#C仄x�｣R�

★幸せ ��嶋���釘� �3Sh���紕�

雪泣夜（せつないよ） �#c963"� 鼎C���8�"�

★雨月伝説 �#�X胡b� �3c8胡b�

とまり木 店ｺs��"� 店ｺt��"�

★泣かせ雨 �#38ｺx�｣b� 鼎�仄x�｣b�

★母ひとり ��cHｺx�｣B� �3#(胡B�

★春蝶（はるせみ） �#ャ�"� 鉄�(��8�"�

ひと晩泊めてね �#xｺx�｣�2� �#x枋�2�

★福寿草 鉄弌�r� �#��胡r�

ふたたびの �����8コ� �����8コ�

★冬化粧 塔���8ビ� �#3����縒�

★故郷 都�?｣b� �#�X���澱�

迷い鳥 �3��(��8ィ� 田���8ィ�

夫婦しぐれ �3�胡"� �3�ｺx�｣"�

もしかして ��x���� ��x胡��

★約束 ��3仄x�｣R� �#cx��R�

矢車日記 店�����B� 店�����B�

★やんちゃ酒 �#�亜�b� 鼎�H��b�

★雲椿 鼎8���� 鼎8����

★夢の涯（は）て～子午線の夢～ �#S絢x�｣2� 鼎CHｺx�ﾃ2�

★Ribbon �#s亜�"� 鼎cH胡"�

★流氷哀歌 �#C�ﾓb�鼎3H胡b�

別離 �38���綯� �33ッ�

小林幸子メドレー 
哀愁しぐれ　　　　　　　l119t∃3 價23083 
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歌手名■タイトル 偃�:韭駢�ﾈ4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw�ﾂ�8ｨ4�4x5�6t霄做9�9$綿8ｨ4�4x5咽#��B�

小林幸子＆北大路欣也 

別れて…そして ��3C�3���#c(����2�

小林幸子・木の実ナナ 
メランコリック・ママ 田Xｺx�｣����#�絢x�｣��

小林幸子・美川憲一 

待ちわびて～華王（はなおう）～ �#sy?｣�� 鼎c9?｣��

小林幸子・美樹克彦 
もしかしてPART・Ⅱ ���?｣R� ���?｣R�

小林　繁 

亜紀子 �3ィ� �8��8ィ�

昨日の女 �#���2� �#�胡2�

小林繁＆よしえ 
ゆれて赤坂ナイトパブ �#(����� �#(ｺx�｣���

小林稔侍 
★かよい虫 都仄x�｣��� �##x枋���

小林ひさし 

俺節 ��#X胡"� �#S8��"�

小比巽頁巻かほる 

l，mHere 鼎(��8���� 鼎(��8����

COMEON 鼎X������� 鼎S����

★SUMMERFACTOR ��CCヲ� �3�#ヲ�

C触Hunter～愛よ消え机1で～～CITYHUNTER～ 鼎3�2� 鼎9?｣2�

JUSTIFYMYLOVE ��S������2� �3�c��2�

TIMEGOESBY 塔8��8�2� �#3#�2�

TOGETHER ���s��"� �##I?｣�"�

TONIGHT 鉄y63��� 鉄x��8����

Dreame「 田X��8���� �#���������

HordOnMe ���3ヲ� �#�y?｣��

MOVINGACTl0N 塔���8コ� �##塔R�

コブクロ 
★願いの詩 �#s#��2� 鼎S������2�

★bluebJue �#����"� 鉄�8ｺx�｣�"�

★YOU �#c#��"� 鼎Cャ�"�

ごまっとう 

SHALLWELOVE？ �#ss��"� 鼎c3�8��"�

小松みどり 
★雨模様 都������� �##X��8���

★壊れた時計 田���B� �#�(�����B�

★はしご酒 �3���8コ� �3�コ�

小松みどり・蓮川まもる 
ふたりの東京 塗�����"� 田��"�

こまどり姉妹 

浅草姉妹 ��#�胡��� �#38胡���

三味線姉妹 ��#���"� �#33��"�

ソーラン渡り鳥 ��塗ｺx�｣��� �3SH�����

小峰あずさ 
★しあわせ夢椿 �#c�ﾓ�� 鼎SH枋��

★水仙岬 �#�3ッ� 鼎c塔b�

★水芭蕉 �#c���8ビ� 鼎Cx���縒�

小宮憲子 
★島田のブンブン ��#塔B� �#Ssィ�

小室　等 

★青空に問いかけて ��ベ胡�� �3CX胡��

★雨が空から降れば �#3h胡�B� 鼎#(胡�B�

米米CLUB 

愛してる 涛�ﾓr� �#S�胡r�

愛はふしぎさ ��3cビ� �#cH��8ビ�

ア・ブラ・カタ・ブラ ��CXｺx�｣b� �3�8胡b�

ORlON ��#sッ� �#SY?｣b�

俺色にそまれ ��S3モ� �3��モ�

★…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 
エス　0・修正 劍8ｨ4�4x5����R�

雪がいるだけで 涛Sベ��������#Ccビ�

ShakeH廟 ���H��8���� �#�#����

JUSTMYFRIEND ��c3モ� �3#���8モ�

S〔jredanse 田(���2� �#�Hｺx�｣�2�

STYLISHWOMAN ��scヲ� �33H��8ヲ�

SpeciaILove ���ｺx�｣�� �3Cx����

すべてはホントでウソかもね ��ccモ� �3#Cヨ�ﾂ�

TlMESTOP ���8ｺx�｣�� �#�xｺx�｣��

手紙 ��SSビ� �3�8��8ビ�

ひとすじになれない 塔弌��� �#C�ｺt唐�

FUNKFUJIYAMA ���Y?｣"� �#�h����"�

浪漫飛行 都���"� �#�X��8��"�

ワンダブルSUNでい ��c(ｺx�｣r� �3#���r�

小柳ゆき 
★愛情 �#3塔�"� 鼎#X�����"�

★締たのキス碩え乱よう～Y仇Were血e叫アレクサンダー耽～ �#3絢x�｣�2� 鼎#Hｺx�｣�2�

★Endless �#s8ｺx�｣��� 鼎S仄x�｣���

★DEEPDEEP �#SHｺx�｣�"� 鼎C�胡�"�

★bearive �#C(ｺx�｣�"� 鼎#�+ﾄ��"�

HrTON �#cS���� 鼎S�����
★myall．． �#SX�����"� 鼎C���8��"�

Lovin’you �#sY63�"� 鼎c���"�

★remain～心の鑑 �#c(ｺx�｣�2� 鼎C亜��2�

小柳ルミ子（rumico） 

いい気になるなよ �#3仄x�｣R� 鼎#Xｺx�｣R�

漁火恋唄 �3仄x�｣"� �3�ﾓ"�

今さらジロー ��H��2� ��Hｺx�｣2�

お久しぶりね �����紕� ��ィ�

乾杯！ �#�ﾓ��� �#絢x�｣���

京のにわか雨 �##�胡"� 鼎�x胡"�

瀬戸の花嘩 店��8���� 鉄����

★誰でもいいはずないじやない 涛���8ィ� �#C���8ィ�

★涙が迎えに来てるから ��Sy?｣�� �3�X������

★鳩 ��sH��8��� �33#���

星の砂 ��絢x�｣2� ���ﾓ2�

乱 鼎仄x�｣"� 鼎�ﾓ"�

わたしの城下町 ��(胡2� ��(��2�

小柳ルミ子＆高山厳 
★夜明けの伝言 ��ch��8��� �3#H��8���

CORVETTES 

★薩を僕にちかづけて ��38胡��� �#c�胡���

コロムビア・ローズ（初代コロムビア・ローズ） 

東京のバスガール ����胡�� 田�胡��

どうせひろった恋だもの ������8ヲ� 田�ヲ�

★娘十九はまだ純情よ �#�h����� �3cH�����

★渡り鳥いつ帰る �##����纈� 鼎�x��8ヲ�

二代目コロムビア・ローズ 

智恵子抄 �##���R� 鼎�x胡R�

金剛と榛名 
★碧い国境 ��sh����"� �33C�"�

★砂の指輪 �#�X胡�� 鼎������

近藤干裕 
★花…一人静 ��ch���� �3#H����

★別れのこよみ ��3Hｺx�｣�� �#c(胡��

近藤ナツコ 
★JTレンタイン・イヴーVALENTINEEVE－ ��Sx���� �3�X胡��

近藤房之助＆織田哲郎 
BOMBERGIRL 涛X��t｢��#Ch胡r�

近藤喜彦 
ああ、グッと 鉄X��8モ� 鉄X��8モ�
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歌手名1タイトル　リ莞桑乳． 刄Iートチェンジャー用 修正欄 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

愛はひとつ ���(ｺx�｣�"� �3S�ｺx�｣�"�

いいかげん 田3ヲ� �#�X���纈�

愚か者 鼎�ｺx�｣��� 鼎������

夢絆（きずな） �3H胡�� �3Hｺt鳴�

★北街角 ��C����纈� �#c����纈�

ギンギラギンにさりげなく �#���8��� �#�������

KlNGandQUEEN �#�仄x�｣��� �3cx�����

さすらい 鼎9?｣R� 鼎8��8コ�

純情物語 �39?｣B� �34#B�

青春 �3h���紕� �3i?｣B�

大将 鼎8����"� 鼎3�"�

泣いてみりやいいじやん 鼎X��8ィ� 鼎X��8ィ�

★ミッドナイト・シャッフル ��sC���� �33(�������

MadeinJapan ���8ｺx�｣��� �#�x�����

夕焼けの歌 鉄����縒� �#��ビ�

近藤真彦メドレー 
おまえにコンプレックス ���ャ��� �##c����

近藤よし子・キング子鳩会 
☆月光仮面は誰でしょう～月光仮面～ ��#H���縒� �#C����縒�

☆七色仮面の歌～七色仮面～ ��sXｺx�｣�� �338胡��

COMPLEX 

1990　　　　　　　　　　　71【ヨ9l　21589 

恋をとめないで　　　　　　　66日4l　209【］4 

BEMYBABY　　　　　　　61回91　203囲9 

ZARD 

愛が見えない ��cH胡r� �3#(ｺx�｣r�

新しいドア～冬のひまわり～ �#�塔�� 鼎�Y?｣��

あなたを感じていたい ��Sx胡�� �3�X����

息もできない～中華一番星～ �#�x胡�� �3cXｺt唐�

痛いくらい君があふれているよ �#3�ｺx�｣�� 鼎�hｺx�｣��

lNMYARMSTONIGHT 涛���8���� �#S�H�����

運命のルーレット廻して～名探偵コナン～ �#�8���纈� �3s�ヲ�

永遠 ��嶋���� �3Sh����

Ohmylove ��Cx胡r� �3�Xｺx�｣r�

風が通り抜ける街へ ��度胡�� �3SX胡��

きっと忘れない ��3���8ビ� �#csビ�

著がいない ��3�胡�� �#S弌���

署に逢いたくなったら… ���(��8モ� �3S���8モ�

GOODDAY �#�絢x�｣�� 鼎�Hｺx�｣��

Good－byeMyLoneliness 塔�ヲ� �##���8ヲ�

GetU，reDream �#CH胡��� 鼎3�胡���

心を開いて ��s�ﾓ�� �33x����

この愛に泳ぎ疲れても ��C�ｺx�｣r� �#c仄x�｣r�

この涙星になれ �#38枋�� 鼎��+ﾈ�｣��

こんなにそばに居るのに ��S�ビ� �3����8ビ�

サヨナラは今もこの胸に居ます ��c�ﾓr� �3#x胡r�

JustbeHeveinJove ��S�ﾓr� �3�x胡r�

世界はきっと未来の中 �##X��8ビ� 鼎����8ビ�

Don’tyouseeトドラゴンボールGT～ ������� �3Cxｺx�｣��

ハイヒール脱ぎ捨てて ��c���r� �3�仄x�｣r�

不思議ね・‥ 塔X��8��"� �#3X�����"�

PrOmisedyou �#C絢x�｣�� 鼎3H胡��

マイフレンド～スラムタ■ンクー ��s8ｺxｸﾂ� �33�ｺx�｣��

MyBabyGrand～ぬくもt）が欲しくて～ �#�8���� �3c�胡��

MJNDGAMES �##(����� 鼎��ﾓ���

負けないで ��3�胡r� �#S亜�r�

もう探さない 涛�ｺx�｣��� �#C������

もう少しあと少し… ��3i?｣�� �#cI?｣��

揺れる想い ��3(ｺxｸﾂ� �#c�ｺx�｣��
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★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

歌手名1タイトル
手動式用

リクエストNo．

オートチェンジャー用
リクエストNo．

THEYELLOWMONKEY
207匡）12 365囲12

178匡】14 336囲14

★SHOCKHEARTS 238匡110 424〔勾10

★SPARK 182囲10 340回10

★聖なる海とサンシャイン 234囲11 420匡】11

★SOYOUNG

★太陽が燃えている

242回10 428囲10

★離れるな

★バラ色の日々 233tヨ10 419【∃10

★プライマル。

★BRILLIANTWORLD 247回10 433囲10

★MYWINDLNG ROAD

★LOVECOMMUNICATl0N 160【］12 318812
★LOVELOVESHOW 193回10 351囲10

西郷輝彦

十七才のこの胸に

チャペルに続く白い道 185囲11 343画11

涙をありがとう

願い星叶い星 196囲12 354図12

初恋によろしく

星空のあいつ 201囲12 359囲12

星のフラメンコ C109811

西郷輝彦（D－NA）
★sora一空一

斉条史朗

西城秀樹
ギャランドゥ

★心で聞いたバラード

抱きしめてジルバ
★黄昏よ、そばにいて

★追憶の瞳～Lo18～

★バイラモス～Tonightwedance～

走れ正直者～ちびまる子ちゃん～

BlueSky

ヤングマン（Y・M・C・A）

PSY・S（saiz）

FriendsorLovers

財津一郎

財津和夫（原みどり）
償いの日々

斉藤和義
空に星が締貰 173t∃12 331【ヨ12

157匡】12 315囲12

斉藤恵子
★女の出発

★とまどい

斉藤哲夫
★されど私の人生 236【ヨ11 422日11

斉藤由責


