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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 偃�:韭駢�ﾈ4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw�ﾂ�劔 リクエスト侮り修正櫛Jリクエス川0． 剪���

MYuTTLELOVERfeaturingAKKO 劔� 
ANIMALLrFE ��店���途� �3S3ビ�� 

前川　清 劔� 

★愛がほしい 鉄h���綯� 鉄h��8ッ�� 

★萱愁路 �33モ� �33モ�� 

明日に �##x胡R� 鼎�8胡R�� 

大阪 �#SC�"� 鼎C��"�� 

★男と女の破片 塔h��8コ� �#3x��8コ�� 

★悲しみの恋世界 ��C�胡B� �#c仄x�｣B�� 

★枯葉小僧の子守唄 �3������ �3�ｺx�｣���

★恋するお店 ��S9?｣R� �3��コ�

神戸 �#�(���紕� �3s�?｣B�

終着駅・長崎 ��cS�2� �3#3�2�

抱きしめて ��sx���紕� �33Y?｣B�

天使のえくぼ �#�(��8コ� �3c����迭�

涙 都�胡2� �#�H胡2�

★花の時・愛の時 鼎(胡�� 鼎(ｺx�｣��

流行歌（はやりうた） �##3�ﾓb� 鼎#X��b�

薔薇のオルゴール ���)?｣b� �3S����綯�

★ひまわり �#s����紕� 鼎Sh��8ィ�

★フィクションのように 田(ｺx�｣�� �#�H胡��

★故郷（ふるさと）の花のように �#�ｺx�｣"� 鉄�8胡"�

★夜間飛行 �#��ィ� 鼎ch���紕�

雪列車 �3���ﾓ2� 田8ｺt�2�

夢一秒 涛xｺx�｣B� �#C�ﾓB�

需需（りんりん）と �#C仄x�｣r� 鼎3Xｺx�｣r�

別れ曲でも唄って ��38胡B� �#c�ｺx�｣B�

前川　清＆チェウニ 
★スロー・グッドナイト �#s仄x�｣2� 鼎cXｺx�｣2�

前川　清・梅沢書美男 
★言えないグッパイ �#�(������ 鉄�i?｣��

前川陽子 
☆キューティtハニー～キューティ一八二一一 ��sX胡��� �339T8�ﾃ���

☆ひょっこりひょうたん島～ひょっこりひょうたん島～ ��#H枋R� �#C汚�R�

☆魔女っ子メグちゃん～魔女っ子メグちゃん～ �������繧� �33�?｣��

前田卓司 劔��

★男度胸船 �#ス��8モ� 鼎s���8モ�

東京めぐり逢い 塔�ﾓ�� �#3弌���

★とまり木の女 �#Sx���縒� 鼎C8��8ビ�

前田亘輝 

署だlナのTomo「row ��祷胡�� �3Sx胡��

CHRISTMASFORYOU ��#Xｺs�r� �#S8胡r�

そばにいるよ ��C����綯� �#c⑨8ッ�

D・A・M・E 都����綯� �##x��8ッ�

TryBoy．T「yGi「l ��C�ｺx�｣�� �#c�ﾓ��

前田有紀 
★さらさらのJtl �#塗胡���鉄������

★東京きりぎりす �#�ｺx�｣�� 鉄�8胡��

★東京、再訂草。 �#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�

★いのち川 �#��ッ� 鉄�H���綯�

★片恋岬 �#C�����2� 鼎3H��8�2�

★北の一番船 �#c絢x�｣r� 鼎SHｺx�｣r�

★恋満月 ��cH��8��� �3#(��8���

★極楽とんぼ ��ョH8�"� �3Cc�"�

★こころ舟 �#�C��� �3s(��8���

★酒情歌 ��S���� �3��������

★十年坂 �#��モ� 鼎ch���唐�

※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 修正棚 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

★橋 ��3��2� �#S�����2�

★陽だまり �##s�"� 鼎�8��8�"�

★惚れ化粧 �#�C��� �3c#���

★まこと酒 �#3���8�"� 鼎#C�"�

牧瀬里穂 
★誰にも明日はやって来る ��c(��8��2� �3#���2�

まきのめぐみ 
★つぐみ �#�(ｺx�｣r� 鉄�hｺx�｣r�

横原敬之 

彼女の恋人 ��38��8��"� �#c���"�

北風～君にとどきますように～ ��#X��8コ� �#S8���絣�

君の名前を呼んだ後に �#ベ��8���� 鉄������

素直 ��涛��"� �3Sy?｣�"�

SPY ��S����� �3�絢x�｣��

どうしようもない僕に天使が降りてきた ��ォ������� �3C(���ﾃ���

どんなときも。 塔c��"� �#3x�����"�

N0．1 ��3���8ビ� �#ch��8ビ�

HAPPYDANCE �#�8���� �3s�ｺx�｣��

2つの願い ��Cx������� �3�X��8����

冬がはじまるよ 涛����� �#C(��8����

★まだ生きてるよ ��ドｺx�｣��� �3CH胡���

もう恋なんてしない 涛xｺx�｣�2� �#C弌��2�

モンタージュ �#������ �3S���8����

雪に願いを ��3�?｣��� �#cx��8����

真木ひでと 
雨の東京 �#H���縒� �#H��8ビ�

★元気の星 涛�H8��"� �#C������"�

牧村三枝子 

赤提灯の女 �#8ｺx�｣b� �#8胡b�

明日川 鉄H��b� 鉄Hｺx�｣b�

あなたの妻と呼ばれたい ��3ィ� ��8��8ィ�

★－ぱいのお酒 ��sx胡B� �33Xｺx�｣B�

駅前カフェ 鉄�ﾓ��� 鉄絢t牝��

おんなみれん �3(胡�� �3(ｺx�｣��

★悲しい歌のくりかえし �#c���2� 鼎Chｺx�｣2�

★爽竹桃 �#亜��� �#絢x�｣��

樹氷の宿 ��S�"� ��X����"�

★月洩るる窓の下で ��店ｺx�｣2� �3S8ｺx�｣2�

夫婦きどり ��Xｺx�｣b� ��X��b�

冬仕度 ��ャ�"� ��ャ�"�

★北越雪譜～雪のロマンを歌うまえに～ �#3塔b� 鼎#Y?｣b�

室生寺 ��3Cコ� �#c#コ�

友禅流し 田xｺx�｣�� �#��胡��

若狭の宿 塔hｺt釘� �#3xｺx�｣B�

牧村三枝子・岩渕守志 
想い出づくり �3x����2� �3s�2�

真木由布子 
★いのち花 都�胡2� �#�Xｺx�｣2�

★えにし川 ��ch���釘� �3#H���紕�

★大阪マンボ �#�Sィ� 鼎��ィ�

★海峡かもめ ��ピィ� �3CX���紕�

★月夜舟 ��C(ｺx�｣2� �#s�ｺx�｣2�

★涙化粧 ��#x���紕� �#SX���紕�

★なみだ雪 都絢x�｣2� �##X�刎�2�

★花友禅 涛�ｺx�｣"� �#C�ｺx�｣"�

★冬桜 �#�x���絣� 鼎�8���絣�

★ほろ酔い酒 ��3仄x�｣2� �#cx��2�

★港町ひとり ��店����"� �3S8��8�"�

★雪の華 ��S�?｣"� �3����8�"�



笥手別　‾1

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． 

増田恵子 
すずめ �3�����B� 都���8��B�

★FU・R卜NE �3(ｺx�｣"� �3(ｺx�｣"�

松井久とシルバースターズ 
悲しくないわ 鉄�胡"� 鉄�胡"�

松浦亜弥 
YeaHめっちやホリディ �#s�63�2� 鼎Sc��2�

GOODBYE夏男 �#ス����� 鼎s�胡���

The美学 �#sH胡�"� 鼎c����"�

THELASTNlGHT �#��ｺx�｣�2� 鉄�H���2�

草原の人 �#s亜��2� 鼎cHｺx�｣�2�

ね～え？ �#�8ｺx�｣�"� 鼎c�ﾓ�"�

▽桃色片想い▽ �#s�ｺx�｣�B� 鼎Sxｺx�｣�B�

松尾和子 

再会 �3��8胡�� 田絢x�｣��

★酒よお前は �3H胡��� �3H�����

松尾和子・フランク永井 
東京ナイト・クラブ �3��H��r� 田x枋r�

松尾和子・和田弘とマヒナスターズ 
お座敷小唄 �3��仄x�｣r� 田(ｺx�｣r�

銀座ブルース �#(ｺx�｣�� �#(ｺx�｣��

グッドナイト �3��H胡�� 田x胡��

誰よりも著を愛す �3��8ｺx�｣�� 田�ﾓ��

松方弘樹 

華（はな）のうちに �#��ィ� 鼎csィ�

松方弘樹・安倍里葎子 
★時計を見ないで �38��8コ� �33コ�

MAX 

★あの夏へと �##Sヲ� 鼎�����纈�

★alwayslove �#S(���"� 鼎3亜��"�

★GivemeaShake ���9?｣��� �3S�����

★銀河の誓い �##����纈� 鼎�H��8ヲ�

Graceofmyheart �#�H胡�� �3s(ｺx�｣��

Shinin，on－ShininllDVe �#�(胡�� �3c�ｺxｸﾂ�

★Seventies ���3��"� �3C���"�

★Nevergonnastopit �#3x������� 鼎#8��8����

★バラ色の日々 �#CC���� 鼎3�����

閃光－ひかり－のVEIL �#��ﾓ��� �3ch胡���

★MAGIC �#C�胡��� 鼎#h�����

★m00nlight �#c�������� 鼎Ci?｣���

★Rideont盲me �#�)?｣�� �3s���8ヲ�

★LoveisDreaming ��嶋胡��� �3Shｺx�｣���

★Loveimpact �##(��8���� 鼎����8����

松坂慶子 

愛の水中花 ��仄x�｣�� ��仄t鳴�

夜明けのタンゴ �#Cィ� �#Cィ�

松阪晶子 
★一粒のダイヤを探して ��SH��8���� �3�#����

★満月 ��CXｺx�｣��� �3�8ｺx�｣���

松崎しげる 
愛のメモリー �3����"� 都���8�"�

Mylovesong ��s8��8ッ� �33���8ッ�

松島アキラ 

湖愁 �3��絢x�｣��� 田8ｺx�｣���

松島詩子 

喫茶店の片隅で �#����8ィ� �3S���8ィ�

マロニエの木蔭 ��ス��8コ� �3C8��8ス�����

マロニエの並木路 �#��H8コ� �3S塔R�

松平　晃 

サーカスのロ貝 ���Xｺx�｣B� 田h胡B�

★・‥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�6x�hｷx�9�8ﾟ$ｨ8ｨ4�4x5�6y�R�

人妻椿 ���X��8���� 田gH8����

松平　健 

千代紙 ��祷������ �3Sx��8���

★やじろべえ ��S�?｣B� �3�sィ�

★夢灯り ��#仄x�｣B� �#Sxｺx�｣B�

松平健・真木由布子 
次郎長・お蝶ふたり笠 ��s#ィ� �33����釘�

松　たか子 

Clove「 �#s����"� 鼎Shｺx�｣�"�

Staywithme �##����B� 鼎�x���B�

真冬のメモリーズ �#�)?｣�2� �3c������2�

松田樹利亜 
★だまってないで ��C�胡��� �#c亜����

★FlySoHigh ��cSヲ� �3#8��8ヲ�

★負けないBrokenHe∈＝1 ��SX��b� �3�8胡b�

松田聖子 

青い珊瑚礁 店ｺx�｣�� 店ｺx�｣��

赤いスイートピー �#������B� �#���8��B�

あなたに逢いたくて～MissingYou～ ��sxｺx�｣�"� �33X���"�

あなたのその胸に �#�h������� 鼎�#����

WeAreLove 都�?｣��� �##S����

輝いた季節へ旅立とう ��SX���� �3�8����

風立ちぬ ���xｺx�｣B� �##H��B�

きっと、また逢える… 涛(��8モ� �#C3モ�

恋する想い～Fa＝irHove～ �#�sモ� �3cY?｣��

Gonewiththerain �#�8���� �3c�ｺx�｣��

さよならの瞬間 ��ピヲ� �3CX��8ヲ�

Shfnin，Sh盲nin． 涛�������� �#S�����

SWEETMEMORIES～ペンギンズメモリー輔物語～ �3�����"� �3�����"�

素敵にOnceAgain ��c(胡�� �3#�ｺx�｣��

St「awberryTime 鼎H��8��2� 鼎C��2�

制服 ���x胡��� �##Hｺx�｣���

続・赤いスイートピー ���h胡"� �##(胡"�

大切なあなた ��3���8��2� �#S塔�2�

抱いて‥・ 鉄X��8ヲ� 鉄X��8ヲ�

旅立ちはフリージア 鉄hｺx�｣�� 鉄hｺxｸﾂ�

天使のウインク �3��(��8�"� 田�����"�

夏の扉 �3(ｺx�｣B� �3(胡B�

ハートのイアリング ��ｺx�｣�� ������

Pearl－WhiteEve 鼎c���� 鼎c����

P「eciousHeart 田x��8���� �#������

ボーイの季節～ペンギンズメモリー幸福物語～ �#�ﾓB� �#弌�B�

Ma「「akech～マラケツシュ～ 鉄����� 鉄��8����

瑠璃色の地球 ���h胡B� �##(ｺx�｣B�

Rock，nRougeくロックン・ルージュ〉 ��8��"� ��8ｺx�｣"�

私だけの天使～Angeト ���8��8ビ� �3S�ビ�

松田聖子メドレー 
恋するハートをつかまえて ��#3コ� �#s�コ�

松田聖子Withロビー・ネヴイル 
J，llBeThereForYou ��s弌���ﾂ��33x胡���

松田博幸 
★愛してる ��S������ �3�仄t免ﾂ�

★いつでもFACETOFACE ��CH��8モ� �3�#モ�

★君の素敵にHALLELUJAH ��3�モ� �#S���8モ�

★署をもう一度愛したいから ��3X��8ヲ� �#c3ヲ�

★ときめきからBEGIN ��C�胡��� �#c�ﾓ���

松任谷由実（荒井由実） 
ANNIVERSARY～無限にCALLINGYOU～ 田Cヲ� �#�h��8ヲ�

あの日にかえりたい �3��8胡2� 田絢x�｣2�

命の花 ��S�?｣R� �3�h��8コ�

※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 偃飲���w��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���B�

海を見ていた午後 鉄��"� 鉄��"�

翳りゆく部屋 ���h胡2� �##(ｺx�｣2�

KATHMANDU ��s(�ｸﾏ唐� �33�ｺx�｣��

GETAWAY ��S���8ッ� �3�h���澱�

恋人がサンタクロース ���Cビ� �#�(���縒�

告白 �����8モ� �3Cx���繧�

サーフ天国、スキー天国 塔h���2� �#3x���2�

最後の嘘 ��ド��r� �3CH胡r�

★SunnydayHo＝day �#�(ｺs�r� �3c�ｺx*��

幸せになるために �#C塔�� 鼎3X��8モ�

11月のエイプリルフール ��C������ �#c�ﾓ���

情熱に届かない～Don，tLetMeGo～ 涛���8ヲ� �#C(���纈�

SWEETDREAMS 鼎x���紕� 鼎t#B�

砂の惑星 ��SH枋r� �3�(胡r�

青春のリグレット ���x��8ッ� �##H��8ッ�

雪月花 �#��胡�� 鼎ch胡��

TrRUTHS7LIES～ヴァージンロードの召妨で～ �#S8ｺx�｣�� 鼎3�ﾓ��

中央フリーウェイ 鉄(��8��� 鉄#���

DESTlNY ���x胡r� �##Hｺs�r�

天国のドア 塔�胡�� �##�ﾓ��

PARTNERSHIP �#CHｺs���� 鼎3�ｺt免ﾂ�

春よ、来い ��S8胡�� �3������

Hell0，myfriend ��C塔b� �3�sッ�

ひこうき雲 鼎���8�2� 鼎塔2�

埠頭を渡る風 ���3ビ� �#�sビ�

BLIZZARD 都������� �##s���

★まちぶせ ���(���縒� �3C���8ビ�

真夏の夜の夢 ��3H��r� �#c(胡r�

守ってあげたい～ねらわれた学園† 鼎s��"� 鼎x��8��"�

満月のフォーチュン 塔����縒� �##���8ビ�

MoonIightLegend ����胡�� �3C仄x�｣��

無限の中の一度 ��#x胡r� �#SXｺx�｣r�

メトロポリスの片隅で �3������� �3���8���

雲だより 塔塔�"� �#C�?｣�"�

リフレインが叫んでる 鉄ャr� 鉄����途�

ルージュの伝言～魔女の宅急便～ �3c��2� �3h�����2�

LostHighway �#3(胡r� 鼎�絢x�｣r�

ロツヂで待つクリスマス �#���8���� �#C���8����

輪舞曲（ロンド） ��s�胡�� �3#絢x�｣��

WANDERERS 田y63�� �#��H8ヲ�

松任谷由実メドレー 
全天候に恋をして ���ャb� �##cッ�

松任谷由実・小田和正・財津和夫 
今だから �#�������� �#塔���

松長恵子 
★島の花嫁 �3���B� �3���8��B�

★北海ながれ節 �3h��8��"� �3c��"�

松永ひとみ 
★おしどり街道 ��c��2� �3��632�

★おんな街道 �#SCビ� 鼎C�ビ�

★海峡平野 涛3�2� �#CC�2�

★霧雨港 �##�����"� 鼎�S�"�

★ネオン海峡たすけ舟（ネオン海峡） �#3ャ�� 鼎#H��8���

★ねぶた風恋歌 �#�8��8�"� �3s�?｣"�

★夢海峡 ���8��"� �3S�枋"�

松永ひとみ＆弦　哲也 
★天城流転笠 �#c�+ﾈ�｣b� 鼎Chｺx�｣b�

麻波25 

SONSOFTHESUN �#s����2� 鼎Sh胡�2�

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Ho． 

松原のぶえ 
★愛冠岬 涛(胡2� �#C8ｺx�｣2�

★奮い月 �#ォｺx�｣B� 鼎s���B�

★朝顔 ��3�ｺx�｣B� �#S仄x�｣B�

★あさきゆめみし �#c�?｣B� 鼎SH��8ィ�

★奄りんこ ��祷��2� �3Sxｺx�｣2�

★維新のおんな 田���8ッ� �#�3ッ�

★祖谷の恋隕 ��c(胡2� �3#�+ﾈ�｣2�

★浮華 �#C#ッ� 鼎#����綯�

★海燕 ��Cx胡2� �3�X��2�

★越前風舞い �#sX枋2� 鼎c�+ﾄ�2�

★演歌みち �3(��8�2� �3(��8�2�

★男なら 鉄8胡R� 鉄8胡R�

おんなの出船 ��X��8ッ� ��Sッ�

風みなと 涛���� 灯S����

★さよなら薄 �#���8ビ� �#塔r�

★不知火挽歌 ���)�ﾓb� �3S�胡b�

涙の海峡 �3h胡b� �3h胡b�

★なみだの桟橋 鼎(��b� 鼎(ｺs�b�

★にごり川 �#��胡b� �3c�ﾓb�

波止場 �3��8���纈� 田���8ヲ�

★母と娘 ��������2� �33���8�2�

★ほおずき �##x胡B� 鼎�8ｺx�｣B�

★蛍 都H胡R� �#��ﾓR�

★惚れとったんや �#S�����"� 鼎CS�"�

★無情の海 ����ィ� �#S'H8ィ�

★宿り木みたいな人だけど �#3Sィ� 鼎#�ィ�

★夕霧岬 鼎仄x�｣��� 鼎仄x�｣���

★雪割草（ゆきわりそう） �#店���紕� 鉄�塔B�

★夢見葦 �#C塔R� 鼎3Y?｣R�

★離愁…秋から冬へ 塔H胡2� �#3H��2�

松前ひろ子 
★あなたのみなと～いい夫婦～ �#S3�2� 鼎3�����2�

祝いしぐれ 塔S��� �#3X��8���

★酒場情話 �#ゴィ� 鼎s�H8ィ�

★人生ふたり旅 �#�8胡"� �3s���"�

★花街一代 �##絢x�｣"� 鼎�H胡"�

★はなむlナ祝い隕 �#s8��8ィ� 鼎S塔B�

★夫婦章 ��s(���ﾃ2� �33��2�

★夢追いそらし ��祷胡"� �3Sx��"�

松村和子 

帰ってこいよ 店胡B� 店胡B�

松本明子 
★この恋いけませんか 田���8��� �#����8���

Matsuyakko 

かこわれて、愛jing ��3���8コ� �#cx��8コ�

松山恵子 
★色去灯（いさりぴ） �#c��"� 鼎Ci?｣"�

お別れ公衆電話 �3��ャR� 田3コ�

十九の浮草 �#3���"� 鼎�xｺt�"�

バックナンバー1050 �#��胡B� 鉄�Xｺx�｣B�

★紅（べに）とんぼ �#塗ｺx�｣2� 鉄��胡2�

未練の波止場 ���h枋�B� 田X胡�B�

別れの入場券 �#�h��8ヲ� �3cH���湯�

松山千春 
大空と大地の中で �#����� �3c�?｣��

季節の中で �#x�����B� �#x�����B�

君を忘れない ��sxｺx�｣b� �33X胡b�

銀の雨 鉄ャ�B� 鉄ャ�B�

pk ′亡lヽ �38胡�� �38胡��
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‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾領事訂【 

★…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�ﾂ�リクエスト〃〇・l修正細lリクエス州ol 

丸山みゆき　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

TOKYO　　　　　　　】728131l217813 劔みま 

′′ 

MIE 
★おとなどうし 都���2� �#�H�����2�

Misia 

Eve「ything �#C�63��� 鼎3I?｣���

心ひとつ �#ヨｺx�｣��� 鉄�(�����

つつみ込むように… �#�h胡�"� 鼎�(ｺx�｣�"�

眠れぬ夜は君のせい �#sh��8���� 鼎c(��8����

BACKBLOCKS �#sxｺt唐� 鼎c8ｺx�｣��

果てなく続くストーリー �#��胡�"� 鼎cx���"�

★陽のあたる場所 �#����"� �3cャ�"�

BEuEVE �##8ｺx�｣��� 鼎��ﾓ���

MISIA＋DCT 

Jmissyou～時を越えて～ �#C塔��� 鼎3X��8����

三浦胱－ 
落葉しぐれ ����胡r� 田�胡r�

靖子 �3��塔B� 田(���釘�

釧路の駅でさようなら �#����8ッ� �3S����綯�

弁天小僧 ������8ビ� �3C����縒�

三浦弘とハニー・シックス 
愛の果てまで �3��H������� 田y?｣���

オールナイトで朝帰り ��胡"� ��胡"�

お嫁にゆけないわたし ��H胡B� ��Hｺt釘�

今夜はオールナイトで 塗����� 塗胡���

しかたないさ �3��Cィ� 田x���釘�

女性は愛に生きる 度��8モ� 度��8モ�

三笠優子 
★お菊残照～吉良の仁吉の妻～ �#s8��8�"� 鼎S�����"�

★送り酒 ��ォｺx�｣2� �3C(ｺx�｣2�

★男の援歌 �#3���8�2� 鼎#S�2�

女の一生 鼎8ｺx�｣�� 鼎8ｺx�｣��

女町エレジー 店��8ヲ� 典#��

★木曽恋い潰 ��C���8�"� �#c�����"�

★心意気 �)e#x��2� 鼎�8胡2�

★これからも夫婦舟 �#S�#2� 鼎CX胡2�

人生 ��(ｺx�｣�� ��(ｺx�｣��

★人生船 �3�ｺx�｣B� �3�胡B�

★大器晩成 塔�ｺx�｣��� �##�ﾓ���

樟散る宿 ��絢x�｣B� ��亜�B�

★どっこい演歌は生きている �#ベ胡b� 鉄����b�

★浪花の夢 鉄�胡2� 鉄�ｺx�｣2�

★母ごころ �3H胡�� �3Hｺx�｣��

★ひとり娘 �#C亜�R� 鼎3H��R�

ふたり坂 �#$#r� �##ビ�

冬から春へ ��弌�2� ��仄x�｣2�

望郷千里 ��SX胡"� �3�8胡"�

夫婦川 展H�澱� 鉄ッ�

★夫婦徳利 �#�(��2� �3s�ｺx�｣2�

夫婦橋 ��Xｺx�｣�� ��X����

夫婦舟 �8���纈� �8���纈�

★屋台ばなし 田仄x�｣b� �#�8胡b�

夜寒洒 ��#ャB� �#Scィ�

三門志郎・玉城百合子 
大阪ナイトクラブ �#8胡"� �#9�ﾓ"�

三門忠司 

天城慕情 鼎h胡B� 鼎h胡B�

雨の大阪 涛(胡�� �#C8����

★大阪かたぎ �#S仄x�｣B� 鼎CX胡B�

※手動式用リクエストナンバーのrC」はCPCシリーズです。 劔 
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歌手名・タイトル 偃��傚X�w��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

★大阪無情 ��嶋��B�

★大阪夜曲 ��C����釘�

★男の居酒屋 ��ド���紕�

★俺の花 �#�����絣�

★河内の次郎長 �#鼎�"�

★上州しぐれ ��s�胡B�

★曽根崎そだち �##塔2�

★浪花のギター �#�8���ﾃB�

★流転川 �#c�ﾓ"�

美川憲一 

★永遠にバラの時を �##����綯�

★おだまり ��C�ﾓB�

おんなの朝 ���ｺx�｣��

★女の翼 �##(胡R�

★女のひとりごと �#cxｺx�｣"�

★北国夜曲 ��sHｺx�｣B�

釧路の夜 ��)?｣b�

★恋女（こいおんな） �#Ss�"�

さそり座の女 ��8胡b�

幸せになりたい ��c���2�

大変ね �#3X������

駄目な時やタメよ 塔ャB�

★てんで話にならないわ 田(����"�

★東京ホテル �#3x���ﾃR�

★時という名の岸辺で �#塗胡R�

★泣かんとこ �#ォ胡"�

★納沙布みれん �#店����"�

★花 塔C�"�

★双子座生まれ �#C���8ビ�

HUN！ �#�8��8コ�

★慕情 ������2�

★苦あなたを愛した ��CX���紕�

柳ケ瀬ブルース �3��Cモ�

★湯沢の女（ひと） �#s8胡"�

★よせよ 鉄H胡B�

★別れの川 都�ﾓB�

★別れの旅路 �#�X胡R�

美川憲一＆瀬川瑛子 
★ふたりが－寄 ��C�コ�

美川憲一・小林幸子 

待ちわびて～華王（はなおう）～ �#ss���

美川憲一・水前寺清子 
女と男 �������絣�

美樹克彦 

回転禁止の青春さ �#��ビ�

花はおそかった ��#(���纈�

美樹克彦・広野ゆき 
★ふられ同志 田�ｺx�｣"�

美景じゆん子 
★咲いて花になる �#3h��8�"�

★潮騒－しおさい－ ���(ｺx�｣��

★バラの香水 �#S��������

★姫折鶴 �#sh��b�

三木道三 

★LifetimeRespect �#S�ﾓ�2�

美木良介 
★一秒の…刻 ���(胡��

MトKe 

想い出の九十九里浜 塔#����

好きさ好きさ好きさ 塔X�����



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． 

Mr．Children 

ドLLBE �##H��8ヲ� 鼎�����纈�

★イノセントワールド ��Cx��8���� �3�X�������

eS～Themeofes～ ��c(��8ビ� �3#���8ビ�

Any �#s#ヲ� 鼎Sャ��

Everythhlg（It，syou） ��ンヲ� �3Cy?｣��

everybodygDeS－秩序のない椚こ和ップキックー ��Shｺx�｣R� �3�Hｺx�｣R�

Ove「 ��SX�刎途� �3�8ｺx�｣r�

終わりなき旅 �#�Y63�� 鼎����8モ�

★君がいた夏 涛弌��"� �#S�ｺx�｣�"�

署が好き �#c8ｺx�｣�� 鼎C�+ﾈ�｣��

口笛 �#3X���縒� 鼎#����縒�

★CROSSROAD ��C�胡�"� �#c亜��"�

シーソーゲーム～勇敢な恋の歌～ ��ch���縒� �3#Cビ�

蘇生 �#s�胡�� 鼎Sh胡��

★抱きしめたい ��3���"� �#S���8��"�

掌 �#�8ｺx�｣�� 鉄�x����

Tomorrowneverknows ��Sh胡b� �3�Hｺx�｣b�

名もなき詩 ��s3モ� �33�モ�

二シエヒガシエ �#�X���縒� �3c8��8ビ�

NOTFOUND �#C3モ� 鼎#���8モ�

花－M占mento－MD「ト ��sh胡�� �33Hｺx�｣��

HERO ��C#s���8ヲ� 鼎cH���纈�

光の射す方へ �#�塔r� 鼎�X���縒�

マシンガンをぶっ放せ ���8��8ビ� �3C���8ビ�

優しい歌 �#Sャ�� 鼎CCヲ�

youthfuldays �#c(��8モ� 鼎C���8モ�

★Replay ��3H胡�"� �#c(胡�"�

水田達巳 
★泣かんといてくれ ��CH胡�"� �3�(胡�"�

水谷　豊 

カリフォルニア・コネクション ���C�2� �#�#�2�

水田竜子 
★哀しみのエアポート �#C8���ﾃ2� 鼎#�����2�

★ご機嫌ななめ ���(胡"� �3C�胡"�

★酒に書いた詫び状 �#38����"� 鼎�塔"�

★じょんがら恋唄 �#��ｺx�｣�2� �3c仄x�｣�2�

★天までとどけ御柱（おんばしら） �#ヨ��8ッ� 鉄�(��8ッ�

★トーキョー舞踏曲（タンゴ） �#sHｺx�｣�� 鼎c�胡��

★土佐のおんな節 ��C(胡�� �#s�����

★北海一番船 ��Sャ"� �3�h����"�

★夢宵酔 �#3�������� 鼎�s����

★酔っぱらっちやった �#Sx��b� 鼎C8��b�

ミス花子 

河内のオツサンのロ貝 ���Xｺx�｣�R� �#�hｺs��R�

水原遠矢 
★北故郷 田x����� �#���ﾓ���

★日本海，88 鉄�ﾓR� 鉄�ﾓR�

水原　弘 

男なら 店ｺx�｣��� 店胡���

君こそわが命 �(胡��� �(胡���

黒い花びら 都ッ� 度��8ッ�

水元やよい 
★浪花ちんどん‥ �#ツ���� 鼎s#����

水森かおり 
★いのち花 �#����B� �3S�cB�

★おしろい花 ��c�ﾓ2� �3#x胡2�

★尾道水道 �#CHｺx�｣"� 鼎3�胡"�

哀愁（かなしみ）紀行 �#��胡r� 鼎cx��r�

★かりそめの花 �#����8��� �3cs���

‾‾‾‾‾‾‾‾奇手訂‾ 劔��

★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

歌手名・タイトル　リ漂流。． 刄Iートチェンジャー用 凾ﾝ ��
修正樵＝リクエスト伽． 

★北夜行 ���(��8�"� �3S���8�"�

★心う・ら・は・ら �#S亜��� 鼎CH����

★竜飛岬（たっぴみさき） �#3���8�"� 鼎�h����"�

★乗尋坊（とうじんぽう） �#c���8コ� 鼎SCコ�

★鳥取砂丘 �#�)?｣b� 鼎c����綯�

★ひとり泣き �#�ャ�� 鼎�I63��

★よりそい花 ���(��8�"� �3C��"�

水森英夫 

たった二年と二ケ月で 涛ッ� 祷��8ッ�

美空ひばり 
愛燦燦 鼎(胡2� 鼎(ｺx�｣2�

哀愁出船 �##���8���� 鼎�y?｣���

哀愁波止場 ��#�枋�� �#38ｺx�｣��

あの丘越えて ��ス���綯� �3C8���綯�

あの日の船はもう来ない �#������ 鼎cx胡��

ある女の詩 ��Hｺx�｣R� ��H胡R�

★ある波止場の物語 �##H���綯� 鼎�����綯�

いつか ��#弌�"� �#Sxｺx�｣"�

一本の鉛筆 �#��胡�� 鉄�X胡��

裏町酒場 塔ヲ� 嶋��8ヲ�

裏窓 �#Sh胡�� 鼎C(枋��

越後獅子の唄 ��#���8ビ� �#33ビ�

越前岬 �#Sxｺx�｣�� 鼎C9+ﾃ���

江戸の闇太郎 �#c���8��� 鼎Cs���

大川ながし �#�h��8���� �3cH��8����

お島干太郎 �##hｺx�｣�� 鼎�(ｺx�｣��

男 ������"� 田���8��"�

おまえに惚れた �(ｺx�｣B� �(胡B�

お祭りマンボ 涛�ｺx�｣B� �#C(��B�

おんな道 ��3X������ �#c8������

鏡 �#c仄x�｣�� 鼎SX����

悲しい酒 ��ｺx�｣b� ��胡b�

悲しき口笛 ��#����繧� �#38���繧�

★川の流れのように 鉄�ﾓ�� 鉄絢x�｣��

関東春雨傘 ��妬?｣r� �3SH���縒�

著はマドⅢス海つばめ �#ch胡�� 鼎S(ｺx�｣��

草屋さん ��#�胡R� �#3h��R�

芸道一代 �#C�ｺx�｣�� 鼎#y�ﾓ��

剣ひとすじ ��C8��8��� �3��������

恋女房 涛D&ﾂ� �#CX��8���

恋潜 �3x胡��� �3x胡���

雑草の歌 �#��ｺx�｣�� �3c仄x�｣��

残侠子守隕 ��(�����2� ��#��2�

★塩屋崎 �#�h��8���� �3cH�������

しのぶ �3(ｺx�｣�� �3(胡��

三味線マドロス �#C������ 鼎#x������

真珠の涙 �#ベ胡�� 鉄������

人生一路 ��田モ� �3SH��8モ�

好きなのき 鼎�H8コ� 鼎��8コ�

素連なランデブー �#c����� 鼎Cx胡��

★津軽のふるさと ��塗��8ヲ� �3SCヲ�

東京キッド ��#���8ッ��#3h���綯�

長崎の蝶々さん �#3i?｣�� 鼎##ヲ�

★流れ人 �##3ッ� 鼎�塔b�

涙 �#����"� 鼎cx��"�

花笠道中 ��ス���途� �3C8���縒�

母 �#��ビ� 鉄�S���

浜っ子マドロス �#塗ｺx�｣�� 鉄��胡��

人恋酒 ��c��"� ��h�����"�

ひとりばっち ��xｺx�｣��� ��y�ﾓ���

※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�+�+�5�6t蹂�B�オートチェンジャー用 修正柵 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

ひばりの佐渡情話 ��#���2� �#33��2�

ひばりの花売娘 �#S�胡�� 鼎3xｺx�｣��

★ひばりのマドロスさん ��ゴモ� �3C8��8モ�

★ひばりの渡り鳥だよ �#�h��8��"� �3cH��8��"�

坊やの終列宰 ��祷��r� �3Sx胡r�

真赤な太陽 ���Xｺx�｣�� 田i�ﾓ��

みだれ髪 鼎x胡r� 鼎xｺx�｣r�

港町十三番地 滴枋�� 滴胡��

武蔵流転 �#スｺx�｣�� 鼎s�胡��

柔 度胡�� 度ｺx�｣��

龍馬残影 ��#���8コ� �#3h��8コ�

リンゴ追分 ��ｺx�｣�� ��胡��

別れてもありがとう �#c3��� 鼎C幽8���

別れの宿 ����������� 田���8����

私は街の子 ��#�胡b� �#38胡b�

美空ひばりメドレー 
愛唱人生 ������8コ� �#3�コ�

三田　明 

アイビー東京 �#��モ� �3S塔��

★アカシアは朕いた 都x胡b� �##8胡b�

美しい十代 ��C8ｺx�｣b� �3��胡b�

恋人ジュリー �#��?｣�� �3S幽�纈�

夕子の涙 �#������ �3S���8����

水田かおり 
★哀愁雲港 �#�3ビ� 鉄�y?｣r�

★忍冬（すいかずら） �#sx��8ビ� 鼎c8��8ビ�

三田りょう 
★哀愁フェリー �#Shｺx�｣�"� 鼎C(ｺx�｣�"�

★めぐり逢い �#スｺx�｣�� 鼎s�ｺx�｣��

みち乃く兄弟 
★なお…じょんがら節よ �#��ｺx�｣�� 鼎cx胡��

★日本全国しあわせに �#Ch���B� 鼎3(胡�B�

★ふるさとの風はやさしかった �#フX*�� 鉄��ビ�

美ち奴 

ああそれなのに �#�h�����2� �3cH�����2�

三石琴乃（asセーラームーン） 

☆Iamセうームーン～美少女戦士セうームーンR～ ������8���� �33塔���

三石琴乃・富沢美智悪・久川綾 ��X�(ﾋHﾆ)Oﾈ�Y�ｸﾊ凉ﾈ���
☆舛シード・ミラージュ～美少女戦士セーラームーンS～ ������2� �33���8��2�

MITSUO 
★夏のRevolution ��CHｺx�｣��� �3�(ｺx�｣���

観月ありき 
あなたの世代へくちづけを ��S�ﾓ�"� �3�xｺx�｣�"�

エデンの都市 塔絢x�｣��� �#3仄x�｣���

抱卑しめて！ ��c8ｺx�｣��� �3#�ｺx�｣���

伝説の少女 塔Sヲ� �#3Sヲ�

★Don，tBeShy ��s)?｣��� �33�����

HAPPYWAKEUP！ ��SX��8コ� �3�8��8コ�

★ForeverLove ���3��"� �3S���"�

★PROMtSEtoPROMlSE ���(胡�"� �3C�ｺx�｣�"�

ミッキー・カーチス 
おお！キャロル ��#h���2� �#SH胡�2�

小熊のテデイ ��#hｺx�｣"� �#SH胡"�

MICKBRONSNAN 
CO－COLO上天気 田亜��2� �#��胡�2�

ミツチーとチャクラーズ 
☆緑の陽だまり一山ねずみロッキーチャック～ ��#H胡�B� �#C絢x�｣�B�

三吉英二 

釜ケ崎人情 滴ｺx�｣�"� 滴胡�"�

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

≡ツ橋けんじ 
カラオケ流し ���ﾓ�"� ���ﾓ�"�

緑の戦士たち（グリーンエンジェルス） 
★こころの扉～百万人の天使たちより～ ��Sxｺx�｣"� �3�Xｺx�｣"�

南　かなこ 

★居酒屋サンバ �#sャ�� 鼎cH��8モ�

★風枕 �#ベ��8ヲ� 鉄����8ヲ�

★人恋岬 �#塗����� 鉄�������

南　こうせつ 

愛を宿して ��S⑨8ィ� �3�h���紕�

★満天の星 �#3h��8��2� 鼎#'H8��2�

夢一夜 �3��亜�"� 田8胡"�

南こうせつとかぐや姫 
神田川 �#(���"� �#(ｺx�｣�"�

僕の胸でおやすみ 鉄(��8��2� 鉄(�����2�

かぐや姫 

赤ちょうちん �3H��8�"� �3H��8�"�

妹 鼎x��8��2� 鼎s��2�

置手紙 塔絢x�｣�2� �#3�ﾓ�2�

南野陽子 

あなたを愛したい 鉄3�2� 鉄3�8�2�

ダブル・ゲーム 都H��8�"� �#������"�

涙はどこへいったの 田����� �#�(胡��

三波春夫 
一本刀土俵入り ��ズ?｣�� �3C7H8ヲ�

大利根無情 �3���������� 田(�������

俵星玄薯 �##h����2� 鼎�(��8�2�

チャンチキおけさ �3��幽8モ� 田(��8モ�

船方さんよ ���(胡R� 鉄�ﾓR�

南　有二とフル・セイルズ 
おんな占い ��田���� �3SC����

南　佳孝 

モンロー・ウオーク ���x��8�2� 田C�2�

峰　竜太＆松本明子 
★ざけんじゃねえぞ ��#亜�"� �#Sh胡"�

三橋美智也 

あ）新撰組 �#�i?｣�B� �3cH�����B�

哀愁列事 ���h胡��� 田X胡���

赤い夕陽の故郷 �#C�ｺx�｣B� 鼎#x胡B�

あの娘が泣いてる波止場 ���h胡"� 田X胡"�

石狩川悲歌 ��塗������� �3SC����

★一本刀土俵入り ��田��"� �3SC��"�

岩手の和尚さん �#S�?｣�� 鼎3s���

江差恋しや �#������ �3S��������

俺ら炭坑夫 �#Ch胡2� 鼎3(胡2�

おきげと花と地蔵さんと �#����"� �3S������"�

おさらば東京 �#c��"� 鼎Cs�"�

おんな船頭唄 ���hｺx�｣2� 田X胡2�

☆快傑ハリマオの歌～快傑ハリマオ～ ��#C�2� �#Cャ2�

ギター障 �#s�胡�� 鼎Sx枋��

君は海鳥渡り鳥 �#s������� 鼎SwH����

古城 ��h���� ��hｺx�｣��

武田節 鼎弌��� 鼎仄x�｣��

達者でナ ��ス��8���� �3C3����

母恋【吹雪 ��塗�����2�】354【ヨ13 

星屑の町 ����ｺx�｣��� 田�ｺx�｣���

夕焼けとんび ��ゴ���� �3C3����

リンゴ村から ���h���繧� 田Sモ�

三橋美智也・斉藤京子 
お花ちゃん �#�gH8��R� �3cC��R�
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歌手名・タイトル 偃�:韭駢��｢�8ｨ4�4x5�6t蹂�Vﾂ�オートチェンジャー用 修正聞lリクエス州0． 

三船和子 
★愛別離 �#��ﾓ"� 鼎�H胡"�

★あなた様 �#C8��8ィ� 鼎#塔B�

いで湯炎歌 鼎仄x�｣�� 鼎�ﾓ��

命のきずな 鉄H胡�� 鉄H胡��

おかみさん 涛�胡�� �#C(胡��

★おじいちゃん �#3sィ� 鼎#3ィ�

★おつかれ様 �#ヨ����2� 鉄�(��8�2�

★おとうさん �#����8ィ� �3cd#B�

★想い酒 ��C�胡2� �#c絢x�｣2�

★おんなのカン �#s���� 鼎Sc���

★女の劇場 �#sャB� 鼎cCィ�

女のさだめ 鼎(胡�"� 鼎(���"�

女の始発駅 �3����縒� �3ャr�

★女の日本海 �#�(胡R� �3c�胡R�

北時刻 鼎���8ッ� 鼎����綯�

北港 涛x胡"� �#C�ﾓ"�

★午前さま ��S8胡B� �3��ｺx�｣B�

★来不彼雨 ��ベ��8コ� �3CY?｣R�

★この冬すぎれば春が来る �#�9+ﾈ�｣2� 鉄�x��2�

★残雪の駅． ��sh��8コ� �33I?｣R�

人生渡し舟 田hｺx�｣b� �#�仄xuCb�

他人船 �#���b� �#�枋b�

だんな様 ��x��8ィ� ��t#B�

★契り川 �##s�2� 鼎�9?｣2�

★なごり酒 �#S塔�� 鼎CX������

★母ざくら �#S�胡r� 鼎3hｺx�｣r�

夫婦（みようと） �#���8�"� �#���8�"�

夫婦緑歌 塔�胡�� �##仄x�｣��

三船　浩 

小樽の赤い灯が見える ��田��B� �3SH�����B�

男のブルース ���h��8ィ� 田Y?｣B�

サワーグラスの哀愁 �#����8��2� �3S����ﾃ�2�

☆豹（ジャガー）の眼～豹（ジャガー）の眼～ ��#H��8�"� �#C���8�"�

宮内タカユキ 
☆緬ライダーBLACKRX～師ライダーBLACKRX～ �������B� �33仄x�｣�B�

宮内洋、ザ・スウインガーズ 
☆戦えl仮面ライダーV3～仮面ライダーV3－ ��sX胡�2� �338胡�2�

宮城県民謡 
お立ち酒 �#Y�ﾓ�2� �#X胡�2�

斉太郎節 �#X��8ヲ� �#Sヲ�

宮城まり子 
ガード下の靴みがき �������ﾃ�� �3Cャ��

都川弥生 
★明日天気になアれ 田)?｣2� �#�C�2�

都　はるみ 

愛は花、署はその種子～おもひでぽろぽろ～ 塔cビ� �#3sビ�

貴方の命 �#����8�"� 鼎cs�"�

あなたの隣りを歩きたい ��#仄x�｣b� �#Sx��b�

アンコ椿は恋の花 ���Xｺx�｣�"� 田hｺx�｣�"�

今ひとたびの～VayaConDios～ �#�8��"� 鼎c仄x�｣"�

浮華ぐらし �)?｣��� �#����

裏町ごころ 塗���纈� 堵H�纈�

運否天賦（うんぶてんぶ） �#ベ��8��� 鉄����8���

大阪しぐれ ���ﾓ�� ��仄x�｣��

大原絶唱 �##仄x�｣b� 鼎�X胡b�

小樽運河 都Hｺx�｣b� �#�仄x�｣b�

おんなの海峡 �3i?｣�� �3h���纈�

海峡の宿 �#��?｣R� �3SャR�

北の宿から 滴胡b� 滴��b�

‾‾‾【▼‾1‾奇手酎‾‾‾‾‾ 

★…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��凾ﾝ リクエスト仙）． 做9�8ｿ��リクエストNo． 

草枕 ��c�コ� �3�����絣�

古都道道 ��C���8コ� �3�y?｣R�

桜時雨 �#ド胡B� 鼎s(胡B�

さよなら列車 ��#���8���� �#38��8����

散華 �#CH��8ビ� 鼎3����縒�

深夜劇場 �#�sッ� 鼎�8���綯�

好きになった人～おもひでぽろぽろ～ ��#���r� �#38��r�

千年の古都 都Hｺx�｣r� �#��ﾓr�

たそがれの橋 �#c���8��� 鼎Ch��8���

つくしんぽ 涛Cッ� �#CY?｣b�

東京セレナーデ ��H胡�� ��H����

道頓堀川 店ｺx�｣�2� 店胡�2�

DreamingOnMyLife ��ォ���絣� �3C(���絣�

涙の連結船 度���� 度ｺx�｣��

★BlRTHDAY 塔�ｺx�｣�� �##仄x�｣��

晩秋の駅 �#c亜��� 鼎SH����

氷雪原野 �#3x枋b� 鼎#8胡b�

ふたりの夫婦星 �##(��8ビ� 鼎�ャr�

ふるさとよ ��sCコ� �33(���絣�

惚れちやったんだヨ �#3cコ� 鼎#(���絣�

みちのく風の宿 店������� 店��8����

ムカシ �#sャ"� 鼎cC�"�

夫婦坂 度��8ビ� 都ビ�

もういちど ��ベｺx�｣b� �3CX胡b�

夕陽坂 �#S8ｺx*�� 鼎3�cr�

夢でもいいから 塔���8コ� �#C����絣�

幻夢のえれじい ���8胡R� �3S���R�

渡り鳥仁義 �����8���� �������

都はるみメドレー 
浪花みれん ������8ィ� �##h���紕�

都はるみ・五木ひろし 
ふたりのラブソング �#x������� �#x��8����

都はるみ・岡　千秋 
浪花恋しぐれ ����8ビ� ����8ビ�

都はるみ・渕野忠明 
札幌ふたりづれ 塗ｺx�｣B�l6匡）4 

都はるみ・宮崎　雅 
ふたりの大阪 ���?｣b� ���?｣b�

宮崎県民謡 
ひえつき節 �#Xｺx�｣�B� �#Xｺx�｣�B�

宮沢和史with久石　讃 劔 

旅立ちの時～AsianDreamSong～ ��祷��8���� �3Sx��8����

宮沢りえ 
赤い花 ��3H�����2� �#c'H8��2�

心から好き 涛9?｣�"� �#CH��8��"�

NOTITuST ���y?｣�B� �##C��B�

宮路オサム 
★あなたが命 �#滴胡�� 鉄�亜���

★一世一代 都X���� �##��ﾓ��

★男と男 �#Ch�3��� 鼎3(����

★おもかげ情話 �#��H8�2� 鼎ci?｣2�

★おんなのシャボン玉 �#c塔"� 鼎SS�"�

★木村三郎51才 �#S�����2� 鼎CI?｣2�

★洒二合 ��鼎�2� �3S(��8�2�

★土 �#3Y+ﾃ�B� 鼎#�胡B�

★縄のれん ��c���8�2� �3#c�2�

★根室の辰 �#�(��8�"� �3s��"�

★バカな奴 �##H胡B�410回4 

★夢情話 ��ォ��B� �3C(ｺx�｣B�

※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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★…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�Vﾂ�オートチェンジャー用 修正贈lリクエス川0． 

村田英雄 
あ）万次郎 ��#�?｣B� �#3cィ�

祝い節 ����ｺx�｣��� 田�ｺt牝��

王将 ����r� ��胡r�

男吉良常 �3X����� �3X胡���

男三代 鼎�ｺx�｣�� 鼎�����

男伊運 都���8�2� �#�I?｣2�

男の一生 �#x���縒� �#x���縒�

★男の祈り ��3X胡b� �#c8胡b�

男のしるベ 鼎Xｺx�｣��� 鼎X�����

男の土俵 �(���� �(胡��

男の花吹雪 鼎8ｺx�｣�"� 鼎8ｺx�｣�"�

男の友情 ��ヨ��b� �3Chｺx�｣b�

父子船 塔8胡��� �#3(�����

蟹工船 鼎xｺx�｣R� 鼎x�ｸﾏ迭�

侍ニッポン �#C�����"� 鼎#x���ﾃ"�

山頭火 都x�ｸﾏ��� �##8胡��

白常の城 �#ツ�"� 鼎s(����"�

★心機一天 ��c塔b� �3#x���綯�

人生太毒支 涛�?｣r� �#C�H8ビ�

人生峠 �##モ� �#(��8モ�

嫁ぐ日よ 鼎仄x�｣r� 鼎�ﾓr�

浪花の女 �������ﾃr� 田����途�

なみだ坂 ��塔�"� �����8��"�

二代目無法松 鉄xｺx�｣r� 鉄xｺx�｣r�

花と竜 �(胡r� �(胡r�

皆の衆 ����ｺx�｣�� 田�胡��

夫婦（みょうと）酒 �8ｺs��� �9+ﾈ�｣��

無法松の一生〈度胸千両入り〉 ���胡r� ���+ﾈ�｣r�

夫婦春秋 滴胡r� 滴胡r�

村田英雄メドレー 
一世一代、おとこ節 ������8コ� �##cコ�

村田英雄・春日八郎・三橋美智也 
哀愁 �#c�胡"� 鼎Cx胡"�

村田英雄・坂本冬美 
平成5・5音頭　　　　　　162匡）6ll204回6 

l　　　　　　　　　　　め 

MAKE－UP 

☆ペガサス幻想～聖闘士星矢～l175【∃121】333【∋12 

l　　　　　　　　　　　も 

モーニング娘。 

愛あらばIT，SALLRIGHT �#店������� 鉄����8����

lWトSH �#CH胡�2� 鼎3�ｺx�｣�2�

ASFORONEDAY �#�8胡��� 鼎c仄x�｣���

恋のダンスサイト �#3H�����"� 鼎#���"�

GoGirト恋のヴィクトリー～ �#�#���� 鉄�c����

ここにいるぜえ！ �#ss���� 鼎c3����

ザ☆ピ～ス！ �#S�#�B� 鼎CH�����B�

サマーナイトタウン �##���"� 鼎�x��8��"�

シャボン玉 �#ヨ��8���� 鉄�#����

そうだ！We■reALIVE �#cX����� 鼎S�ｺx�｣���

抱いてHOLDONME！ �#�s��2� 鼎�3��2�

Do圧！Now �#s8���"� 鼎S弌��"�

ハッピーサマーウェディング �#3�ﾓ��� 鼎#Xｺx�｣���

ふるさと �##s��"� 鼎�9?｣�"�

真夏の光線 �##I?｣�2� 鼎��H8��2�

Mr．MoonIfght～愛のビッグバンド～ �#c)?｣��� 鼎Cャ���

Memory青春の光 �##h�����B� 鼎�#��B�

モーニング軌のひょっこりひょうたん島 �#��胡��� 鼎chｺx�｣���

LOVEマシーン �##��佰��"� 鼎�Xｺt��"�

－　268－



‾‾」‾軒宇部‾‾

★・‥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 
リクエスト仙つ． 做9�8ﾟ(8ｨ4�4x5�6y�R�

★女恋潜 ��cI?｣B� �3#(���紕�

★女心 �#�sッ� �3cX��8ッ�

★女の愛 �#��cR� 鼎�X��R�

女のためいき ����モ� 田�モ�

女の波止場 �#3���2� 鼎�xｺx�｣2�

女もよう �3�ｺx�｣b� �3���b�

★風のエレジー 都Hｺx�｣�� �#�仄x�｣��

★悲しい歌が流行ります 涛X胡b� �#Ch胡b�

悲しいけれど 鼎8胡B� 鼎8胡B�

★悲しみの器 ��c仄x�｣b� �3#xｺx�｣b�

★北のふるさと ����胡R� �3C仄t迭�

北の蛍 滴ｺx�｣2� 滴胡2�

京都去りがたし 鉄�ｺx�｣�� 鉄��ｸ謫��

恋月夜 ��3��2� ��8��8��2�

盛り場ブルース �3��#��"� 田塔�"�

★酒無情 都�ﾓr� �##x胡r�

さざんか �#chｺx�｣2� 鼎S(ｺx�｣2�

★終列車 �#CH���� 鼎3�胡��

昭和最後の秋のこと �##x���縒� 鼎�9?｣r�

昭和流れうた �#�ﾓb� �#絢x�｣b�

新宿・みなと町 ��H��8���� ��D&ﾆﾂ�

★セピアの雨 �#cHｺx�｣�� 鼎S�胡��

東京みなと ���������� �����8����

東京物語 ��X胡��� ��Y�ﾓ���

年上の女 滴���ﾃ��� 鼎����

★泣かせ雨 塔H��8ビ� �#3Cビ�

★泣きむし東京 ��Sh胡B� �3�H��B�

紐育物語〈ニューヨーク・ストーリー〉 �#(������� �#(�������

花と煤 祷ｺx�｣�� 祷ｺt唐�

挽歌の街から 鼎�ﾓb� 鼎絢x�｣b�

ひとり酒場で ��8胡R� ��8胡R�

人を恋うる唄 ��絢x�｣�B� ��絢x�｣�B�

冬桜 ��Hｺx�｣�� ��I���ﾃ��

★冬の桑潜 鉄絢s�r� 鉄絢x�｣r�

冬の旅 涛�ィ� �#C(��8ィ�

冬のリヴィエラ ��(ｺx�｣"� ��(ｺx�｣"�

望郷 �#S��"� 鼎3x��8�"�

待たせたね ��hｺx�｣"� ��hｺx�｣"�

港町ブルース 店枋R� 店胡R�

ゆうすげの恋 �3Y63�� �3X���繧�

★指輪 田(��r� �#�H��r�

夢をかざって ��3Sコ� �#c3コ�

夢をつづけて 田hｺx�｣�� �#��ﾓ��

夜の無言 ���8��R� �3C�胡R�

★ライラライ ��祷ｺx�｣b� �3Sx胡b�

わが故郷は心のふるさと �3(ｺx�｣R� �3(��R�

わるいひと ��3H���綯� �#c(���綯�

森　進一メドレー 
時の河 ��#8��c���#s�ｺyU��

森　進一・森　昌子 

しあわせのうた～釣りバカ日誌～ �#ド胡2� 鼎s(胡2�

森高千里 

雨 都Y?｣��� �##�&ﾄ��

海まで5分 �#�(��8��"� �3s���8��"�

風に吹かれて ��3x���� �#cXｺx�｣��

気分爽快 ��C����縒� �#c塔r�

銀色の夢 ��ピビ� �3CX���縒�

臭いものにはフタをしろ日 都4#�2�218813 

この街（HOMEMIX） 塔8������ �#3(������

コンサートの夜 涛X��8���� �#Ch�������

※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 修正柵 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

禁じられた恋 �#�h���紕� 鼎�#ィ�

この広い野原いっぱい �(���B� �(���B�

森雄二とサザンクロス 
足手まとい �6ﾄ�ｺx�｣��� 都������

★足手まとい，92 ��#X��8ィ� �#S8��8ィ�

意気地なし �(���途� �(���縒�

札幌の星の下で �#Shｺx�｣B� 鼎C(ｺx�｣B�

三の苦ブルース �#S�コ� 鼎3x��8コ�

好きですサッポロ 鉄X胡�2� 鉄Xｺx�｣�2�

ひとり占め �(����2� �#�2�

母性本能 �3xｺx�｣�B� �3x胡�B�

夜の甲府 �#C���8ッ� 鼎#y?｣b�

森雄二とサザンクロス＆真貴子 
★ふたりのシュビドゥバ 鼎h���ﾃR� 鼎cコ�

森看里子 
★憂愁岬 ��ォ胡R� �3C(胡R�

★浮草情話 �3(��8ビ� �3(���途�

★浮雲 ��嶋���ﾃ"� �3Sc�"�

★浮舟の宿 �#����"� �3c�ﾓ"�

★おしろい舟 ��Ch��8ィ� �3�H��8ィ�

★思い川 ��SH��8�"� �3�#�"�

★女の川 涛����紕� �#S�H8ィ�

★女の酒 鼎(胡B� 鼎(��B�

★女の春秋 �#ch��b� 鼎S(ｺx�｣b�

★女の旅立ち �#ォ���絣� 鼎s�?｣R�

★恋情話 都�ッ� �#�H���綯�

★嵯峨野の女 塔H��B� �#3I��B�

★すみだ川雨情 �##X���� 鼎��胡��

★鳩のいる港町 �#C�胡R� 鼎#h胡R�

★母衣（ははごろも） �#S�胡R� 鼎3h胡R�

★雪の華 鉄cビ� 鉄h��8ビ�

MONGOL800 
あなたに �#c仄x�｣�2� 鼎SX���2�

小さな恋のうた �#c�?｣�2� 鼎SX��8��2�

琉球愛歌 �#sc��2� 鼎c(��8��2�

もんた＆ブラザーズ 
ダンシング・オールナイト ��仄x�｣"� ���ﾓ"�

門田頼命 
お前が好きやねん　　　　l33【］121l33812 

矢井田　瞳 

★l’mHe「eSayingNothing �#C�ﾓ�B� 鼎3X���B�

★アンダンテ �#s(��8���� 鼎Sャ���

★OverTheDistance �#Sx��8��2� 鼎C8��8��2�

★チェイン �#�8胡�"� 鉄�x胡�"�

★BuzzstyJe �#S弌��2� 鼎CXｺx�｣�2�

★一人ジェンガ �#��胡�"� 鉄�H胡�"�

★my■SWeetdarlin， �#Cx�����2� 鼎38�����2�

★未完成のメロディ �#s��ﾓ�"� 鼎cHｺx�｣�"�

★Ringmybe” �#cx����� 鼎S8胡���

★L00kBackAgain �#SX�����2� 鼎C������2�

野猿 

Selfish �##�?｣�2� 鼎�H�����2�

Bec001！ �##gH8��"� 鼎�(��8��"�

★FishFight！ �#S(���纈� 鼎3���8ヲ�

yaenfront4menfeat，Saki 

Sta「 �#C������"� 鼎3S��"�

八神純子 

思い出は美しすぎて �38���B� �38���B�

J 
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