
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 修正櫛 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

愛はひとつ ���(ｺs��"� �3S�胡�"�

いいかげん 田8��8ヲ� �#�X��8ヲ�

愚か者 鼎�胡��� 鼎�ｺx�｣���

夢絆（きずな） �3H���� �3H胡��

★北街角 ��C�ヲ� �#c����纈�

ギンギラギンにさりげなく �#���8��� �#ャ��

KINGandQUEEN �#�弌���� �3cxｺx�｣���

さすらい 鼎8���絣� 鼎8���絣�

純情物語 �33ィ� �33ィ�

青春 �3h��8ィ� �3cィ�

大将 鼎8����"� 鼎3�"�

泣いてみりゃいいじやん 鼎X��8ィ� 鼎X��8ィ�

★ミッドナイトシャッフル ��sH��8���� �33(��8����

MadeinJapan ���8胡��� �#�x�����

夕焼けの歌 鉄���8ビ� �#����8ビ�

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

近藤よし子・キング子場合 
☆月光仮面は誰でしょう～月光仮面～ ��#Cビ� �#Cャr�

☆七色仮面の歌～七色仮面～ ��sXｺx�｣�� �338胡��

COMPLEX 

1990　　　　　　　　　　　　　　71【］9　　　　215【］9 

恋をとめないで　　　　　　　　　66【∃4　　　　209tヨ4 

BEMYBABY　　　　　　　　　61画9　　　　203匡〕9 

ZARD 

変が見えない ��cH胡r� �3#(胡r�

新しいドア～冬のひまわり～ �#�����繧� 鼎�X��8モ�

あなたを感じていたい ��Sx胡�� �3�X胡��

息もできない～中華一番！～ �#�x胡�� �3cXｺx�｣��

痛いくらい署があふれているよ �#3����� 鼎�hｺx�｣��

INMYARMSTONIGHT 涛���8���� �#S���8����

運命のルーレット廻して～名探偵コナン～ �#�3ヲ� �3s�ヲ�

永遠 ��嶋ｺx�｣�� �3Shｺx�｣��

Ohmylove ��Cxｺx�｣r� �3�X��r�

風が通り抜ける街へ ��度胡�� �3SX����

きっと忘れない ��3塔r� �#cx��8ビ�

署がいない ��3�胡�� �#S仄x�｣��

君に逢いたくなったら… ���(���繧� �3S���8モ�

GOODDAY �#��ﾓ�� 鼎�H胡��

Good－byeMyLoneliness 塔���8ヲ� �##塔��

GetU．reDream �#CH胡��� 鼎3�胡���

心を開いて ��s�ﾓ�� �33xｺx�｣��

この愛に泳ぎ疲れても ��C�胡r� �#c�ﾓr�

この涙星になれ �#38ｺx�｣�� 鼎�仄x�｣��

こんなにそばに居るのに ��S���8ビ� �3�ャr�

サヨナラは今もこの胸に居ます ��c仄x�｣r� �3#xｺx�｣r�

Justbelieveinlove ��S弌�r� �3�x��r�

世界はきっと未来の中 �##X��8ビ� 鼎��ビ�

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

ハイヒール脱ぎ捨てて ��c�ｺx�｣r� �3�仄x�｣r�

不思議ね… 塔Y?｣�"� �#3Y?｣�"�

P「Omisedyou �#C亜��� 鼎3H����

マイフレンド～スラムダンク～ ��s8胡�� �33�����

MyBabyG「and～ぬくもりが欲しくて～ �#�8胡�� �3c�ｺx�｣��

MINDGAMES �##(胡��� 鼎�絢x�｣���

負けないで ��3�胡r� �#S亜�r�

もう探さない 涛�胡��� �#C�ｺx�｣���

もう少しあと少レ‥ ��3h��8ヲ� �#cCヲ�

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

歌手名・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N0．

THEYELLOWMONKEY
207回12 365回12

178匡）14

★SHOCKHEARTS 238回10

★SPARK 182匡）10 340匡110

★聖なる海とサンシャイン 234回11 420囲11

★SOYOUNG

★太陽が燃えている

242匡】10 428囲10

★離れるな

★バラ色の日々 233810 419【ヨ10

★プライマル。

★BRILLIANTWORLD 247囲10 433囲10

★MYWINDlNG ROAD

★LOVECOMMUN］CATlON 160【∃12 318【∃12

★LOVELOVESHOW 193回10 351画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匡】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 C109【ヨ11

西郷輝彦（D－NA）
★sora一空－

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

★追憶の障～L01a～

★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（S畠iz）

F「iends orLovers

財津一郎

財津和夫（原みどり）
償いの日々

斉藤和義
空に星が綺麗 173812 331812

157回12 315匡）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【ヨ11

斉藤由責



歌手名・タイトル 偃���'俾駢��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． 

THEWAVES 
☆腫購EⅧECH刷P～ⅧENAMEOFTH［GAME叫日本憶～ ��3絢x�｣R� �#chｺt迭�

★Baila旧aHa旧ailaトグッドモーニング～ ��S(胡�� �3��胡��

佐伯一郎 
★王将一代 �#�(ｺx�｣2� 鉄�h胡2�

★壷坂しぐれ �#����8コ� 鼎csコ�

酒井法子 
★害いうさぎ ��c#���� �3#��������

★鏡のドレス ��ツ��"� �3CH�����"�

★涙色 ��嶋胡��� �3Shｺx�｣���

★Herelam一泣きたい時は泣けばいい－ ��sx胡��� �33X�����

ホンキをだして 鉄�����2� 鉄���8�2�

★横顔 �#�(ｺx�｣��� �3s�胡���

堺　正章 

さらば恋人 都Hｺx�｣�B� �#��+ﾃ��B�

倖・せ・な・女 �3hｺx�｣"� �3hｺx�｣"�

二十三夜 鼎�胡�B� 鼎����B�

街の灯り ���H胡�B� �#�(t3�B�

坂上二郎 
★なあ・‥友よ �#Ch��8���� 鼎3(�������

坂本　九 

明日があるさ ��#(��"� �#s(��"�

上を向いて歩こう �#����ﾃ"� �#�ｺt�"�

見上げてごらん夜の星を 鉄8ｺx�｣�2� 鉄8胡�2�

坂本九＆パラダイス・キング 
悲しき60才（Mustafa） ��#h���ﾃ�� �#SC�8���

G⊥ブルース ��#hｺt迭� �#SI�ﾓR�

ステキなタイミングGoodTimin， ��#h胡�� �#SH胡��

坂本スミ子 
★たそがれの御堂筋 �#ツ�2� 鼎s(����2�

夜が明けて 鉄�ﾓ�2� 鉄亜��2�

坂本冬美 
★あばれ太鼓 鼎�胡B� 鼎�ｺx�｣B�

あばれ太鼓～無法一代入り～ �#S�胡r� 鼎3x胡r�

雨あがり 田�ﾓR� �#�8胡R�

祝い酒 鉄�胡�2� 鉄�胡�2�

★うずしお ��c8胡b� �3#�胡b�

うりずんの頃 �#sh胡B� 鼎c(胡B�

★男侠（おとこぎ） �#c8��B� 鼎C弌�B�

男の情話 田���2� �#�(��8��2�

男惚れ 涛X��8ィ� �#Ch���紕�

★風に立つ �#��ﾓB� 鼎�Xｺx�｣B�

★気まぐれ道中 �#ャィ� 鉄�)?｣B�

★恋は火の舞剣の舞 ��3�ｺx�｣R� �#S�ﾓR�

★大志（こころざし） �������絣� �3C����絣�

忍冬（すいかずら） �#�#ィ� 鉄�cィ�

能登はいらんかいね 都(胡r� �#�x胡r�

火の国の女 塔(胡�"� �#3�胡�"�

★風鈴（ふうりん） �#C8���絣� 鼎#����絣�

★ふたD【咲き �#�絢x�｣2� �3ch胡2�

★船で帰るあなた ��C���R� �#c�ﾓR�

★聾の提灯 ��shｺx�｣R� �33Hｺx�｣R�

★夜叉海峡 �#3i�ﾓB� 鼎#(ｺx�｣B�

★夜桜お七 ��S�胡2� �3�汚�2�

★凛として �#S(���絣� 鼎3���8コ�

坂本冬美・岡　千秋 

気まぐれ道中～二人旅～ �#�8ｺx�｣B� 鉄�x胡B�

佐良直美 
いいじやないの幸せならば ������8�"� 田�����"�

世界は二人のために �������ﾃ�B� 田������B�

喪章融 

☆・‥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�ﾂ�リクエスト肋・修正旧lリクエス川0． 剿ﾂ�

佐川ミツオ 

背広姿の渡り鳥 ����ｺx�｣�� �3C絢x�｣��

佐川満男 
今は幸せかい 鼎y+ﾈ�｣"� 鼎x胡"�

無情の夢 ����63R� 田����R�

佐川満男・永田カツコ 
かんにんしてや �#Ci63�� 鼎3(�����

崎谷健次郎 
もう一度夜を止めて 鼎欝3���� 鼎�#���

桜井妙子、ヤング・フレッシュ 
☆ミスター・アンデルセン～アンデルセン物語～ ��#Hｺx�ﾃ�R� �#C絢x�｣�R�

桜木健一 

☆柔道一直線～柔道一直線～ ����ｺx�｣"� �33仄x�｣"�

寧キン 
桜木健一・安倍里葎子 
誘惑 �#(ｺx�｣�� �#(����

佐倉さくら 
★霜の宿 �#ス胡�� 鼎s�ｺx�｣��

さくらと一郎 
☆かつおぶし 都Hｺs���� �#���ｸﾏ����

昭和枯れすすき ��H��b� ��H�ｸ謫b�

佐倉夏子 
☆黒髪みれん ��s�ｺx�｣2� �3#絢x�｣2�

☆浪花春秋 �#��胡�B� �3c弌��B�

☆母紅梅 ��C(胡"� �#s�ｺx�｣"�

母子杖（ははこづえ） �#C����� 鼎#x胡��

桜庭裕一郎 

お前やないとあかんねん �#ォｺx�｣�"� 鼎s����"�

ひとりばっちのハブラシ �#S�63�2� 鼎CH����2�

ザ・ゴールデンカップス 

長い髪の少女 ��8ｺx�｣2� ��8ｺx�｣2�

ささきいさお 
☆グックーロボトゲックーロボト ��sY63r� �338���r�

☆たたかえ拝ヤシヤーン～新造人間キヤシヤーン～ ��#H胡"� �#C絢x�｣"�

ささきいさお・こおろぎ，73 
☆ファイターズ讃歌～日本ハムファイターズ～ ��s絢x�｣b� �33h��b�

ささきいさお・コロムビアゆりかご会 
☆とべげレンタイザー～］FOロボグレンタイザー～ �������2� �33佶d�2�

☆不酢Dマシンゲックーロボ～ゲックーロボ6－ ����63"� �33�&3"�

ささきいさお・杉並児童合唱団 
☆銀河鉄道999－銀河鉄道999－ ����63R� �33�63R�

ささきいさお・堀江美都子・コロムビアゆりかご会 
☆進めロレンジャー～秘密戦隊ゴレンジャー～ ��sX胡r� �338ｺx�｣r�

佐々木新一 

あの娘たずねて ���i&3�"� 田YT3��"�

署が好きだよ ��ス胡�"� �3C8ｺx�｣�"�

夢街道 �#c�胡r� 鼎Cx胡r�

佐々木　勉 

あなたのすべてを 添63B� 添&3B�

ザ・サベージ 
いつまでもいつまでも �#y63R� �#x���R�

笹　みどり 
☆下町川 �3�&3R� �3�ﾉhｸﾂ�

下町育ち �3��963r� 田�63r�

★七里の渡し 塔X胡2� �#3Xｺx�｣2�

☆せきれいの宿 �#�����B� 鉄�Y63B�

☆夫婦（めおと）じゃんけん �#c�胡B� 鼎Cxｺx�｣B�

サザンオールスターズ 
逢いたくなった時に君はここにいない 都����ﾃr� �#�X胡r�

愛の言霊～SpiritualMessage～ ��s�ﾓr� �33xｺx�｣r�

あなただけを～SummerHeartb「eak～ ��ch胡r� �3#H��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��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�

雨上がりにもう一度キスをして �#ヨ���� 鉄�(胡��

イエローマン～星の王子様～ �##(ｺx�｣r� 鼎��ﾓr�

いとしのエリー �6ﾄ�胡B� 都�ｺx�｣B�

いなせなロコモーション 塔�������� �##��������

エロティかセブン～EROTICASEVEN～ ��38胡b� �#c�ｺx�｣b�

Oh！クラウデイア ���8胡R� �#�x胡R�

思い過ごしも恋のうち ���h��8��� �###���

女呼んでブギ ���Sビ� �#�cビ�

勝手にシンドバッド �38��8��B� �38��8��B�

希望の轍 都x��8モ� �##8��8モ�

著だけに夢をもう一度 涛���8ビ� �#S�#r�

CHRISTMASTlMEFOREVER ��#Sビ� �#S8��8ビ�

クリスマスラブ～涙のあとには白い雲が降る～ ��3弌�b� �#cxｺx�｣b�

恋のジャック・ナイフ ��s���8ビ� �33x���縒�

この乱1空、みどり～BLUEINGREEN～ �#Cx胡�� 鼎38����

さよならベイビー 田(���唐� �#�H���繧�

C調言葉に御用心 鉄�?｣2� 鉄���8�2�

莱（しおり）のテーマ ���H���纈� �#�(���纈�

シャ・ラ・ラ ���sビ� �##H���縒�

シュラ）（★ラ★J（ンJ（SHULABA－LA－BAMBA 涛h���縒� �#Cs�8ビ�

素敵なJT－ディー～NONOBIRDY～ ��38胡r� �#c�胡r�

素敵な夢を叶えましょう �##���8ビ� 鼎�h��8ビ�

OIMESSENGER～電子狂の詩～ ��嶋���繧� �3Sh���繧�

太陽は罪な奴 ����胡x��� �33�ﾓr�

チヤコの海岸物語 ��x胡�"� ��x胡�"�

TSUNAMl �#3xｺx�｣�� 鼎#8胡��

東京シャッフル 鼎������B� 鼎���B�

涙の海で抱かれたい～SEAOFLOVE～ �#ャヲ� 鉄�(��8ヲ�

涙のキッス 涛h��8モ� �#Cx��8モ�

匂丑THENIGHTCLUB 鼎8��8��B� 鼎8�����B�

ネオ・ブラボー日 塔h胡r� �#3xｺx�｣r�

ByeByeMyLove（UaretheOne） �#�ﾓ�� �#仄x�｣��

PARADISE �#�8��8モ� �3s���8モ�

ブリフリー65 田x��8ッ� �#�����綯�

BLUEHEAVEN �#�(��8ビ� �3c����縒�

平和の琉歌 ���(胡�� �3S�胡��

ボディ・スペシャルⅡ ���sヲ� 田Cヲ�

HOTELPACJFlC �#C(��8モ� 鼎#���8モ�

真夏の果実 都cヲ� �##���8ヲ�

マンピーのG★SPOT ��c8ｺx�｣�� �3#�胡��

ミス・ブランニュー・デイ ��ｺx�｣�2� ��ｺx�｣�2�

みんなのうた 鉄8���縒� 鉄8��8ビ�

女神達への借款（報道されないY型の彼方へ） 田�胡�� �#�)�ﾓ��

メロディ �3����ﾃ�"� �3���"�

YaYaあの時代を忘れない �3�ﾓ2� �3��ﾓ2�

YOU 都8���纈� �#�ャ��

LOVEAFFAlR～秘密のデート �#�X胡�� �3c8胡��

サザンクロス 

前橋ブルース �#S�ｺx�｣�� 鼎3xｺx�｣��

ザ・ジャガーズ 

署に会いたい �3(胡�"� �3(胡�"�

ザ・スパイダース 

夕陽が泣いている ��(��8�"� ��(����"�

ザ・タイガース 

花の首飾り �#Hｺx�｣2� �#H胡2�

モナリザの微笑 ��9?｣�B� ��8�����B�

ザ・タイマーズ 

67【ヨ1 ��210日1 

さだまさし 

関白失脚 ��S8��b� �3��胡b�
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★…本人出演映像　☆・‥オリジナル映像

歌手名・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Ho．

ザ・チャーブス
☆花の子ルンルン～花の子ルンルソー

五月みどり
熱海で逢ってね

おひまなら来てね 120【ヨ14 233814
★恋する蝶ちょ

★幸福芝居

NLGHTMARE 247【］12 433812
239【∃11 425811

ザ・テンブターズ
エメラルドの伝説

佐藤健太
☆恐竜戦隊ジュウレンジャー～恐竜戦隊ジュウレンジャー～

さとう宗幸
青葉城恋隕

SATOKO

BECAUSEILOVEYOU（THEPOSTMANSONG）

里見浩太朗
★愛の行方（ゆくえ）

★あじさいブルース

★雨の長崎

★男の心情

★おまえひとりさ

★花しぐれ

桜（はな）の紋章

★ものがたりは銀座

約束－forever－

里見浩太朗＆黒木瞳
北の都の物語

里見浩太朗・佐倉夏子
★華きずな

里見浩太朗・水口玲子
ラブ・ナイト・スポット

里見浩太朗・横内　正
あ）人生に涙あり 143【］13 301【∃13

里見要次郎
238回11

THE虎舞竜
★道化師～ピエロ～ 133囲14 261囲14

128囲11 256匡】11

★ロード～第二葦～

★⊂トード～第三章

ザ・ドリフターズ
いい湯だな（ビバノン・ロック）

誰かさんと誰かさん

ドリフのズンドコ節

佐野文香

★終着みなと

★なごり雨

佐野元春
アンジェリーナ 113【ヨ10 207【∃10

ガラスのジェネレーション 206画12

SOMEDAY



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�

楽しい時－FunTime ��s8胡��� �33������

約束の橋 ��#YYx,ﾒ� 乖���,y��5(ｨ��

ザ・ハイロウズ � ��

★ �5��ｸ7��ｸ5ﾈ6ｨ6(4�5x4h6(6x7ｸ�ｸ42�173圏廻 梭R�革斬帽的・空 

★ ��(��242威 兢��匹聖書∋遜回 

★ �7�5H488ｸ7ﾘ92�178日10 ��336810 

胸がドキドキー名探偵コナン～ ��sH�����"� �33(�����"�

T 昧U��6dd�5E6fV�GW&匁tｶV讎幡�ﾖﾖW"�

FJGHTFORAWIN～ジ＝フユナイテッド市原～ ��3亜���� �#chｺx�｣���

ザ・ピーナッツ 

ウナ・セラ・ディ東京 �#3��2� �#9?｣�2�

大阪の女 �3��H��8���� 田x��8����

銀色の道 鉄亜��B� 鉄�ﾓ�B�

恋のバカンス �#�ﾓ�B� �#�ﾓ�B�

恋のフーガ 鉄I+ﾈ�｣�� 鉄H枋��

T 売T$�ﾒ�

帰ろうかな ��Sx��8コ� �3�Sコ�

★ 兀x,�,�.�+ﾘ*"�161囲9 ��319回9 

★ �8x�8��4�8ｨ5x6�8ｸ�X9H4��ｸ5x8x98�｢�134匡】11 ��262囲11 

ザ・フォーク・クルセダース 

イムジン河 �#s���8���� 鼎Sx��8����

掃って来た］ツパライ～はじめ人間ギャートルズ～ ���X胡�"� �#�h胡�"�

悲しくてやりきれない 添�ｨ�b� 鉄C���

t 昧V(�V牝ｦ��蹤w&VV���� 

愛の▼愛の星 �#)¥y�迄檻�l琵琶鰐 �&9T9�ｸ���

TherewiJIbeIovethere一変のある場所－ �#�叝�m ������2�

そのスピードで �##�ｺx�｣�2� 鼎�x胡�2�

冷たい花 �#�8��8��"� �3s�?｣�"�

長いため息のように �##)?｣�2� 鼎����8��2�

BYE！MYBOY！ �#3(�����"� 鼎��?｣�"�

丁 売T$ﾅTTУ�%E2�

キスして欲しい（トウ一・トウ一・トウー） ���h������� �##(��8����

情熱の薔薇 都YzH�ﾃ��� �##������

TRAIN－TRAIN 田�胡�2� �#�(ｺx�｣�2�

人にやさしく ���s�"� �##H��8�"�

★ 儻��8偉ｲ�125囲4 ��253囲4 

ラブレター ��h8hﾛ�ﾓ�.b� �#�(x��"�

妙診汐妙診卵二ミ髄 凛x�(耳�)�ﾉXR�■‘二1．と二㌔十 塔i{ﾉ��2�
・　■　闇鼠～Ⅷ・狙 �� ��

＿」灯◎ ��淫��:ｨ���■l｛ �:ﾃ��

l問 �YOｶﾉyY�飃x�仄yU�� �� 

■l 倬~v���I(��)Iﾘ8�斡����h��刎�ﾉ:ﾈﾛ�8��‾‾℃；因 ��X�ﾈ耳�H���。。塾摩‾ 

☆ 僖ﾘ*ｹ��+ﾘ+�.h����VﾉW9{�5�5��ｸ5��ｲ�「ヲ翫郡7 ��罰硬調T 

ザ ��ﾃ��X7ﾘ484�6�6�5H�ｸ5��

いとしの海岸物語 都���8��B� �#�C��B�

二人でカンパイ！ 田x胡�2� �#�����2�

ブルー・シャトウを君だけに 都x���2� �##8胡�2�

ホンダラ・スータラ行進曲　l76【ヨ13 � �##���2�

わたしたちどうするの？ 鉄x�����B� 鉄x��8��B�

S 尾ﾖWF�誥Tﾇ6R�

あいのうた �##絢x�｣�2� 鼎�H���2�

幽■■ 假｢�■ii閂闊 囘Ynr�
郡参観穆・［雄二∴・：字∵－■ ��貶���姫戯 �=8�鞴��

紅二義漠二二＿＿＿　一一¶＿－▼一一一一一一「 �� 

l匿 ����Y�������,ｨ�������������■匠陸廻 ��]X8��こ叩一因讐】 

海関　▼コ▼1■■　閻 冲飄ｨ��9���琴顎監 仞hｹ���ｺx�8���

頭．白票＿壷′1‾褒頭顧恋 �48�"�重義覇 �&3��

‾葡享朗‾ 劔��

★‥・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��剪�リ　エスト0・修正柵 刄潟Nエスト伽． �+2� 

さやま友香（台詞）安部譲二 劔��

★伝説の赤い玉 塔�ｺx�｣2� �##仄x�｣2���

SAYURl（石川さゆり） 劔��

ウイスキーがお好きでしょ 塔�ｺx�｣b� �##弌�b���

ザ・ライターズ 劔��

青い三角関係 都�?｣B� �##X��8ィ���

Sa］afromVOCALAND 劔��

★SPLEND‖⊃LOVE ��sH胡��� �33(�������

SALLY 

バージンブルー �3��ャ�B� 田8�����B�

mコードにHeartbreak ��#�ｺx�｣�"� �#3hｺx�｣�"�

ザ・リガニーズ 

海は恋してる 鉄��� 店������

猿岩石 

★オエオ工オ！ ��祷胡�2� �3Sx胡�2�

★コンビニ ��鼎��2� �3S(��8��2�

★白い雲のように ��ン��2� �3Cy?｣�2�

★ツキ ���(胡�2� �3S�胡�2�

猿岩石Withバーサス 
★君の青空 ��店���2� �3S8胡�2�

ザ・ワイルド・ワンズ 
想い出の渚 滴胡"� 滴胡"�

沢木　柳 

しのび泣き �#������2� �#���2�

沢田あさらとハーバーナイツ 
TOKYOイレブン・ラブコール �3#ィ� �3(��8ィ�

沢田研二 

勝手にしやがれ 嶋������ 嶋������

危険なふたり ���x������� 田H��8����

きわどい季節 鼎�胡�"� 鼎�ｺx�｣�"�

ダーリング �#H胡��� �#H胡���

DOWN 田仄x�｣�2� �#�8胡�2�

時の過ぎゆくままに �3������ 都���8���

沢田研二メドレー 
シナリオのないラブ・ゲーム ��#3�"� �#s�����"�

沢田知可子 
会いたい 都�����2� �##s�2�

COMEJNTOMYLIFE 都����"� �#�H胡�"�

恋人と併せて壷tⅧ畑押r舗詑t血l戒簡鰯・死滅碩～ 都H����2� �#������2�

幸せになろう ��3H���纈� �#c(���纈�

Daybyday ��c�ｺx�｣�"� �3��ﾓ�"�

★ドアを開けたら �#�Cヲ� �3c(��8ヲ�

ふたり 涛X胡�� �#Chｺx�｣��

Melody 塔x���繧� �#3⑨�繧�

LIVEONTHETURF 塔�ｺx�｣�"� �##亜��"�

忘れられない ��#x��8��2� �#SS��2�

沢　たまき 
ベッドで煙草を吸わないで �#963��� �#8�������

沢　ひろし 

カジマオー（行かないで） �3��H胡�B� 田xｺx�ﾃ�B�

沢　ひろしとTOKYO99 

愛のふれあい ��仄x�｣r� ��弌�r�

三傑正人 

★小樽のめぐり逢い 鉄hｺx�｣B� 鉄hｺx�｣B�

★他人妻 �3�ｺx�｣r� �3�ｺt途�

★ひとりの札幌 鼎�胡�� 鼎�����

三條正人・美山絢子 
★北のふたり旅 都(��2� �#�xｺx�｣2�

三条町子 

かりそめの恋 ���h��b� 田Xｺx�｣b�

※手動式用リクエストナンバーの「C」はCPCシリーズです。 

7－ 



歌手名・タイトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

サンタクララ 

男と女 鼎������B�

サンディ・ラム 
だからって　　　　　　　l137回11 

し 

ZYYG 

署が欲しくてたまらない ��38ｺx�｣��

せったいに誰も～スラムダンク～ ��cャ��

ZYYG，REV，ZARD＆WANDS 

果てしない夢を ��3H��8ビ�

C．C．ガールズ 

★PartyTime ��CX胡�2�

C－C－B 

元気なブロークン・ハート �3H胡B�

スクール・ガール �#弌����

不自然な君が好き �3x��"�

LuckyChanceをもう一度 �3�ｺx�｣���

Romanticが止まらない �#������2�

椎名佐干子 
★海の男に惚れちやった �#�3ヲ�

★御意見無用の人生だ �#c����繧�

★泣きむし海峡 �#�����纈�

椎名　恵 

愛は眠らないHaveYouNeverBeenMe”ow ���xｺx�｣�2�

今夜はANGEL ���Cィ�

たぶん彼女も水の星座 鼎���8モ�

★PLeasedon7tyoucry 都�ﾓ���

LOVEISALL一堂を聴かせて－ 鉄���8モ�

椎名林檎 

ギプス �#3H胡���

ここでキスして。 �##h胡�2�

茎（STEM）～大名遊ビ編～ �#s�ﾓ���

本能 �#3�ｺt湯�

真夜中は純潔 �#S(ｺx�｣���

やっつけ仕事 �#CH�����"�

りんごのうた �#滴�����"�

しいの実 

高山の夜 ��#��"�

JAYWALK（J－WALK） 

★雨上がりの街 都C��"�

★雨にも風にも ��S3����

署にいて欲しい ��#X���纈�

JUSTBECA〕SE～大魔莞庸闘　鋼の鬼～ ������8��2�

勝利者（WINNER） 田���8ビ�

★それはジェラシー 都Xｺx�｣�"�

★誰よりも優しくて ��cC����

★遠すぎる日々 涛x��8����

★何も言えなくて…夏 塔x���絣�

RELAX ��38ｺx�｣���

J－FRIENDS 

JWILLGETTHERE �#C���8ヲ�

★明日が聴こえる �#�Xｺx�｣�"�

ALWAYS（ASONGFORLOVE） �#cH���纈�

NextlDOYears �#38���纈�

Shela 

★LoveAgain～永遠の世界～ �#C3����

jeHybeans 

★嘘も本気でピュアなハートで ���(��8��"�

ジェリー藤尾 

遠くへ行きたい ��X���"�

オートチェンジャー用
リクエストNo．

438匡】11

430【ヨ12

508812

★‥・本人出演映像　☆…オリジナル映像

－228－



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

浅草メロドラマ 鼎�ｺt牝�� 鼎�胡���

★空蜂 涛�ﾓB� �#S��#B�

★海かがみ �#�(������ 鼎c�������

襟裳岬 ��塗胡�2� �3SH���2�

思い出さん今日は �##h胡2� 鼎�(ｺx�｣2�

おんなの一生 田x胡b� �#��胡b�

★女の夢灯り ��3��2� �#S�?｣2�

★柿の実ひとつ �##���R� 鼎�h胡R�

★風のみち �#鉄��� 鉄����8���

★片瀬月 ��ch胡B� �3#H��B�

からたち日記 ��sャ"� �33c�"�

★北どまり �#C�ﾓr� 鼎3Hｺx�｣r�

★署 �#cX��8��� 鼎S����

今日も初恋 塔xｺx�｣�� �#3亜���

★くちべに挽歌 �3y63B� �3y?｣B�

恋しているんだもん ��#(ｺx�｣2� �#s(胡2�

心うきうき 鉄h��R� 鉄hｺx�｣R�

この世の花 ����胡r� 田�ｺx�｣r�

★人生いろいろ 鼎h���縒� 鼎cビ�

★人生はショータイム �#�絢x�｣B� 鼎�H胡B�

東京だ∃おっ母さん ��sャ�� �33c���

東京の人さようなら �#�h胡��� �3cH胡���

ときめきをさがしに ��ベ��8ッ� �3CX��8ッ�

★花なら花らしく �#�x胡B� �3cX胡B�

★火の酒 ��s(ｺx�｣R� �33�胡R�

鳳仙花 嶋胡��� 嶋胡���

ほんきかしら �#ch胡"� 鼎S(��"�

★三日月慕情 �#3X���絣� 鼎#����絣�

★夢おまもり ��S����紕� �3�ャB�

夢飾り �3���8ッ� �3�ッ�

★夢待人 都�ﾓ�� �##y����

りんどう峠 �#�h胡�"� �3cH���"�

★私って ��祷ｺx�｣B� �3Sxｺx�｣B�

島倉千代子メドレー 
あなたと咲く花 ����ﾓR� �##h胡R�

島倉千代子・石川さゆり 
浪花姉妹 鼎x胡�2� 鼎y���2�

島倉千代子・目黒祐樹 
★ちょっとだけ… ��Sh胡"� �3�Hｺx�｣"�

島貪千代子・守屋　浩 

星空に両手を ��塗胡�B� �3SHｺx�｣�B�

島　こうじ 

★人情のれん 鉄H胡�R� 鉄H胡�R�

しまざき由理 

面影 �#������2� �#塔�2�

☆ハクシヨン大魔王のうた～ハクション大魔王～ ��#H��2� �#C�c2�

島谷ひとみ 
赤い砂漠の伝説 �#�9?｣�"� 鼎c塔�"�

★亜麻色の髪の乙女 �#c仄x�｣��� 鼎SXｺx�｣���

★市場に行こう �#SXｺs��"� 鼎C�胡�"�

★いつの日にか・‥ �#sX���"� 鼎c�+ﾃ��"�

★大阪の女 �##xｺs��� 鼎�8ｺx�｣��

元気を出して �#ォｺx�｣�2� 鼎s�+ﾈ�｣�2�

★シャンテイ �#cXｺx�｣�"� 鼎S����"�

★パピヨン～PaPiHon～ �#SH��8��"� 鼎C������"�

Perseus－ベルセウスー �#������ 鉄�S����

★やさしいキスの見つけ方 �#c�#�"� 鼎Cs��"�

YUME日和（びより） �#�(ｺx�｣�"� 鉄�h���"�

島津亜矢 
★相生（凱構い）～ふたりの矧まほどけない～ �#3�?｣2� 鼎#GH8�2�

歌手別 

★…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��凾ｵき リクエストⅣ0． 做9�8ｿ��リクエストNo． 

★愛染かつらをもう一度 塔h��8�2� �#3x��8�2�

★愛・たそがれ ��Sh������ �3�H��8���

★葺き世春秋 �#��ｺx�｣B� �3c絢x�｣B�

★海で一生終わりたかった �#ヨ��8コ� 鉄�(��8コ�

★海鳴りの詩 ��cY63"� �3#8��8�"�

★梅川 �#s�63r� 鼎Sx��8ビ�

★お梅 �#sャr� 鼎cH��8ビ�

★お梶 �##������� 鼎�x������

★奥尻はいま ��度��8�"� �3SX����"�

★おさん近松門左衛門原作「大経師葺層」より �#CHｺx�｣B� 鼎3�胡B�

★お貢～泉鏡花原作「婦系図」より～ ��c�����2� �3#y?｣2�

★お初近松門左衛門原作憎楓埼心中」より ��ド胡"� �3CH胡"�

★おもいで宝箱 �#����R� 鉄�I+ﾄ迭�

★おりょう名作歌謡劇場シリーズ「坂本青躊」より �#��胡2� �3S亜�2�

★女にや年はいらないよ ���(��8�2� �3C���8�2�

★感謝状～母へのメッセージ～ �#����8コ� 鉄�X���絣�

★北海峡 �#S3�"� 鼎3���8�"�

出世坂 鼎X胡��� 鼎X胡���

★人生＝勝一敗 �##�胡B� 鼎�hｺs�B�

★道南夫婦船 �#C����紕� 鼎3H���紕�

★都会の雀 �##(��8�"� 鼎�����"�

★波 �#c���8コ� 鼎Ch���絣�

★母ごころ宅配便 ��3)63�� �#c����

★北海恋唄 �#�(胡r� 鼎c絢x*��

★桃色潰 ��C仄x�｣�� �3�y�ﾓ��

★夜桜挽花 �#c塔B� 鼎SSィ�

島津悦子 
★憂愁歌 ��3y?｣"� �#cX����"�

★安曇野（おずみの）の雨 �#CI?｣2� 鼎3���8�2�

★お墓勢 �#ォ胡R� 鼎s��ﾓR�

★紙の舟 塔ャ2� �#3���8�2�

★紀伊水道 �#店胡b� 鉄��ﾓb�

★こころ舟 涛X胡"� �#Ch胡"�

★時雨海峡 �#�x��8ィ� 鼎�8��8ィ�

★酔芙蓉 ��cX胡"� �3#8胡"�

★たそがれ酒場 �#3�胡R� 鼎�h胡R�

★津和野Jtl（つわのがわ） �#c8��8ィ� 鼎C���8ィ�

★人妻しぐれ ��S�?｣"� �3�ャ"�

★深川情話 �#s8胡B� 鼎S�ﾓB�

★蛍舞い �#SH胡B� 鼎C���B�

★蛍道 �#�X��8��� �3c8��8���

★潜のかもめ �#3x��8�2� 鼎#3�2�

★夫婦夢あかり ��s仄x�｣2� �33xt32�

★雲の舟 ������� �#S(��8���

宵化粧 �#����8ッ� 鼎csッ�

★酔月情話 ��ォ胡"� �3C(��"�

★酔花火 ��都�2� �3SS�2�

島津悦子＆夏木ゆたか 
★男と女の別れ道 �#s絢x�｣R� 鼎cHｾh�｣R�

島津ゆたか 
★愛・ケセラセラ 田H胡B� �#�h胡B�

★女のゆりかご 鼎�H8ビ� 鼎�ビ�

くせになりそう �38ｺx�｣b� �38ｺxuCb�

★竹馬の友よ �#SX��8ィ� 鼎C�?｣B�

つかれたわけじゃないわ ��wH8コ� ��sコ�

★デスク ��ド������ �3CH��8���

花から花へと ���ｺx�｣��� ��������

ひとり・‥憧れ �3絢x�｣B� �3絢x�｣B�

★ふたり道 鉄�胡�� 鉄�胡��

1★惚れた �#�H胡��1362回1 

※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�

島津ゆたか＆小宮恵子 
★すずらん連歌 �#39?｣2�

島津ゆたか・林　好子 
★いい男！いい女！ ��C���8�"�

嶋　三言夫 

★里がえり �#c�ビ�

★母恋峠 �#ヨｺx�｣R�

★見かえり峠 �#C�胡�2�

★潜のカナちゃん �#C(���紕�

★山里しぐれ �#�hｺt鳴�

★夕焼けわらベ �#sSビ�

清水健太郎 

失恋レストラン �3��8ｺx�｣�B�

清水宏次朗 
LoveBaHadeは歌えない 鼎����絣�

清水まりこ（清水まり子） 
★あなたに首ったけ �#c(胡B�

★今、ふたり �##�������

★父娘坂 �#����B�

★湯治場 �#����8ビ�

子門真人 
☆アマゾンライターここに机一仮面ライダーアマゾン～ ����胡���

およげ舵いやきくん～ひらけ捕ンキッ材ボン如キース～ ���X��8��R�

☆ガッチヤマンの歌～科学忍者膵ガッチヤマン～ ��#H���絣�

☆キカイダー01～キカイダー01－ ����胡R�

シャーリー・カン 
★あなたのために 田���8ヲ�

SHINE，S 

私の彼はサラリーマン 田亜����

私は課長（「三百六十五歩のマーチ」より） 都3��"�

SHAZNA 
★SWEETHEARTMEMORY �#�H胡�2�

則RENESS～頗クレ］ンしん如ん塀けタのひづめ大慨－ �#���������

Pink �#��ﾓ���

★MeItyLove �#�H�����2�

★LoveisA‖ve �#��&ﾄ��

ジャッキー吉川とブルー・コメッツ 
ブルーシャトウ ��H胡"�

ジャニーズ 

涙くんさよなら ��#(胡R�

シャネルズ 

街角トワイライト �3��H��8��2�

ランナウェイ ���������

CHAP，EULARANJA 

VIVA！S－P〕LSE～清水エスパルス～ ��3�ﾓ��

J．A．M．Cleam 

19番のタンゴ ��#S���

SlAMSHADE 

与の純情な感情～るろうに剣心一般剣客浪漫守一～ �#�s��2�

NEVEREND �#�x胡���

シャ乱Q 
★いいわrナ ��sxｺx�｣��

★恋をするだけ無駄なんて ��C�ﾓ���

こんなにあなたを愛しているのに ���(ｺx�｣��

★上・京・物・語 ��CSモ�

シソ列パット州・彪一触lで失くした凱lつのアイツ… ��SXｺx�｣���

ズルい女 ��c#��"�

★空を見なよ ��c�ﾓ��

★そんなもんだろう ���8胡��

★ためいき �#����8����

オートチェンジャー用
リクエストNo．

427囲13

42884

211匡】11

218【ヨ12

362回13

366【∃10

405囲10

362813

313回11

320【ヨ12

367【ヨ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 
修正欄 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

★都会のメロディー �#�Xｺx�｣��� �3c8ｺx�｣���

★NICEBOY！ ��ベ胡�� �3CX����

★涙の影 ���(ｺx�｣�� �3C�ｺx�｣��

パワーソング ��塔ビ� �3Scビ�

★MyBabe署が眠るまで ��s���8モ� �3#����唐�

Moving ���8胡�� �3C�ｺx�｣��

シャルダン責本 
★愛をありがとう �#ゴヲ� 鼎s���8ヲ�

姜　育恒 

月亮代表我的心 �#S���2� 鼎3x�����2�

19 

★足跡 �#S8��8���� 鼎3幽�����

★あの紙ヒコーキ　くもり空わって �#3����2� 鼎�xｺx�｣�2�

★水・陸・そら、無限大 �#C8胡�"� 鼎#�c�"�

★すべてへ �#3����2� 鼎�h胡�2�

★たいせつなひと �#S粟h�｣�"� 鼎CH胡�"�

★背景ロマン �#C絢x�｣��� 鼎3Hｺs����

★果てのない道 �#3������"� 鼎#C��"�

周　洲情 

★PassingLove ��3���8�"� �#S�����"�

シュー・ピンセイ 
★積木の都会 ��CX胡�� �3�8����

シュガー 
ウェディングベル ��s���8��B� �33h�����B�

JUDYANDMARY 
Ove「D「ive ��cX���� �3#8ｺx�｣��

くじら12号 ����ｺx�｣�2� �3C�ﾓ�2�

クラシック ��ヨ���2� �3Ch胡�2�

散歩道 �#�x胡��� �3cX胡���

そばかす～るろうに剣心一明治剣客浪漫澤－～ ��s���8コ� �33i?｣R�

手紙をかくよ �#�x��8モ� 鼎�8��8モ�

ドキドキ ��s�胡�2� �3#�ﾓ�2�

HelLo！OrangeSunshine ��S(��8��� �3�����

PEACE－St「ingsversion－ �#S(胡��� 鼎3�ﾓ���

B「andNewWaveUppe「G「ound �#3X胡��� 鼎#�胡���

ミュージックファイター �#��ﾓ�"� �3chｺt��"�

motヒ6 �#Cs���� 鼎33����

ラブリーベイベー ��鼎���� �3S(�������

ジュディ・オング 
ひとひらの雪 �3����� �3�����

魅せられて 田��� 田���

言葉（ロゴス） ��cX��8��� �3#3���

朱里エイコ 

北国行きで �#����8ビ� �3c塔r�

JUNSKYWALKER（S） 

歩いていこう 田Y?｣"� �#������"�

署が輝きつづけるように ��3�ｺx�｣��� �#S�ﾓ���

さらば愛しき危険たちよ ��c�ﾓR� �3#h枋R�

START 塔(��8�2� �#3�����2�

★メッセージ ����������� �#S#����

順　弘子 

★ふたりの別れ酒 田H������ �#�c���

障子久美 

あの頃のように 塔H����� �#3H胡���

東海林太郎 

赤城の子守口貝 ���X���纈� 田cヲ�

国境の田J �#X胡��� �#X�����

湖底の故郷 �##�ｺx�｣�� 鼎�xｺx�｣��

旅笠道中 度ｺx�｣��� 度胡���

野崎小唄 ���Xｺs�"� 田h��"�
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★‥・本人出演映像　☆…オリジナル映像 

・ル 偃�:韭駢�ﾂ�8ｨ4�4x5�6t���C��オートチェンジャー用 凾ｷし 
修正櫛lリクエストNo． 

144811 ��302【ヨ11 

6 

97囲11 ��249囲11 

131811 ��259【ヨ11 

245回14 ��431囲14 

三門篇～ �#S仄x�｣�"� 鼎CX胡�"�

122【∃10 ��272810 

33回8 ��33囲8 

99囲13 ��251回13 

280匡13 ��466囲3 

272匡）5 ��458囲5 

2782 ��27【∃2 

83囲9 ��232回9 

19384 ��35184 ��
244匡】5 ��430囲5 

17囲13 ��17匡）13 

171日4 ��329【ヨ4 

100囲4 ��252回4 

60812 ��202812 
33囲10 ��33囲10 

71【ヨ4 ��215【ヨ4 

66回13 ��209囲13 

156囲3 ��314囲3 

41匡】7 ��41囲7 

264囲4 ��450囲4 

144匡】3 ��302回3 

6囲11 ��6匡）11 

250田4 ��436【ヨ4 

235【ヨ2 ��42182 

51囲3 ��51囲3 

199【ヨ3 ��357【ヨ3 

96匡）3 ��247囲3 

22984 ��41584 

55囲8 ��55囲8 

208【∃3 ��366【ヨ3 

222匡】3 ��408囲3 

37匡16 ��37直16 

甘 �� ��

UG＋H 閥�%R�

LUVersion） ��csヲ� �3#X���纈�

207囲3 ��365回3 

40匡）21　l40回2 

主だめ夫～ �#ツッ� 鼎s(��8ッ�

C109813 ��62813 

85【∃4 ��23584 

247【ヨ4 ��433日4 

154囲10 ��312匡110 

160t∃11 ��318【∃11 

96匡】9 ��247囲9 

135813 ��263813 
92囲11 ��243匡111 

エストナンバーの「C」はCPCシリーズです。 

歌手名・タイ

★君の瞳の中から

SING UKE TALKfNG
WithYou

離れずに暖めて

慎吾ママ
慎吾ママのおはロック

慎吾ママの学園天国

新谷のり子
フランシーヌの場合

人　長作

★道頓堀人情（とんぼり）

陣内大蔵

神野美伽
★浮雲ふたり

★男夢まつり

★女もつらいよ

★帰れないんだよ

カモメお前なら

★恋隕流し

★春夏秋冬屋形船

じよっぼり船

★人生夜汽車

瀬戸内情歌
★なにわ撰歌

★浪花そだち

★浪花の春

★浪花八景

★波止場にて

★花ごころ

★釜山海峡

★北海まつり船

★無我夢中

★連絡船恋口貝

SWEETBEAT
★GDlP胴鵬e（SWE訂B［餌SWING†HIKAR

水前寺清子
★おんなの街道

★玄海恋歌

★三百六十五歩のマーチ～丸出

涙を抱いた渡り鳥
★豊陀羅華

水前寺清子＆武田鉄矢
いきてゆく物語

AngeLicDream

Carnival

Go「geous

SHY－SHY－SHINE

Choo ChooTRAIN

※手動式用リク
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歌手名・タイトル 

DingDongExpress 

ズ一・二一・ヴー 

白いサンゴ礁 

すがはらやすのり 
★雨一Rainystory－ 

菅原都々子 

憧れは馬車に乗って 

月がとっても青いから 

連結船の隕 

菅原文太・愛川鉄也 
一番星ブルース 

菅原洋一 

萱のフィナーレ’ 

風の盆 

今日でお別れ 

知りたくないの 

芽生えてそして 

菅原洋一・伊東ゆかり（競作二 
1990年 

菅原洋一＆園　まり 
★アマンⅡ（ドゥー） 

菅原洋一＆シルビア 

アマン 

杉田二郎 

再会 

★ふぞろいの人生 

★ふりむけば愛 

★夕暮れの女 

杉本真人 

センチメンタル・番外編 

杉山清責 

風のLONELYWAY 

最後のHoZyNight 

さよならのオーシャン 

和すぺこ¶mi喝nⅧ札鹿毎SⅧ～一派寝頚4－川ケーン・ライダーズ 

僕の腕の中で 

★僕のシャツを着てなさい 

水の中のAnswer 

★LIVINllNAPARADISE 

杉山清責メドレー 
透きとおった午後 

杉山清責＆オメガトライブ 
ガラスのPALMTREE 

署のハートはマリンブルー 

サイレンスがいっぱい 

ふたりの夏物語 

RIVERS‖⊃EHOTEL 

杉　良太郎 

明日の詩 

★いいってことよ 

江戸の黒豹 

男の人生 

男よ 

おまえとおれ 

★おもいでの神戸 

風が吹くまま 

風暦 

★北からの手紙 

北の女 

昭和残照 

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

手動式用lオートチェンジャー用 劔せす 
リクエストNo・l修正欄 刄潟Nエスト仙 

流れ星 �##3���� 鼎����8����

渚 ���3ッ� �3C���8ッ�

涙がキラリ☆ ��chｺx�｣�"� �3#H胡�"�

ハイファイ・ロープアイ �#�ャ��� 鼎�C����

ハネモノ �#sH胡�� 鼎c�ｺx�｣��

遥か �#SC���� 鼎C��������

放浪カモメはどこまでも �#C�ヲ� 鼎#h��8ヲ�

ホタル �#3�������� 鼎#H��8����

メモリーズ �#CH胡�"� 鼎3�胡�"�

夢追い虫 �#c����纈� 鼎Ch��8ヲ�

夢じゃない ���8���� �3S�����

★ロビンソン ��c8胡�"� �3#����"�

SMAP 

青いイナズマ ���8胡��� �3C�ｺx�｣���

朝日を見に行こうよ �##�ｺx�ﾃ��� 鼎�h�����

俺たちに明日はある ��s���8��"� �3#���8��"�

オレンジ �#��胡��� 鼎cxｺx�｣���

KANSHAして ��c������2� �3�������2�

がんばりましょう ��S�ｺx�｣�2� �3�亜��2�

SHAKE ��ャ���� �3Cc����

しようよ ��cS��"� �3#9?｣�"� 

Smac �#S絢x�｣��� 鼎CH胡���

世界に一つだけの花 �#s塔�� 鼎cSヲ�

セロリ ��滴胡�"� �3S(ｺt��"�

たいせつ �#��ﾓ��� �3cx�ｸﾏ����

ダイナマイト ���(����� �3S������

たぶんオーライ ��Sh��8��"� �3�H��8��"�

＄10 ��s���8��2� �33h�����2�

どんないいこと ��c�ﾓ��� �3#y�ﾓ���

はだかの王様～シブトクつよく～ ��s�ﾓ�"� �33y�ﾓ�"�

Peace！ �#��ｺx�｣�2� �3S�+ﾄ��2�

Fly �##x������� 鼎�8��8����

freebird �#s����� 鼎Sh��8����

胸さわざを頼むよ ��sH胡�"� �33(胡�"�

夜空ノムコウ �#�X��8��"� �3c3��"�

らいおんハート �#CX��8��"� 鼎3���"�

LetltBe �#3T&ﾄ�� 鼎#���8����

スリー・キャッツ 

黄色いさくらんぼ ��#(���綯� �#s(���澱�

スワローズ応援隊 
☆青春のダイヤモンド～ヤクルトスワローズ～】178囲101l336囲10 

l　　　　　　　　　　　せ 

瀬川瑛子 
★あなたが命 �#3�ﾓB� 鼎#H胡B�

★雨、降りやまず �#�����絣� �3ccコ�

居酒屋r藤乃」 塔���8コ� �#3����迭�

命くれない �3X�����"� �3Y?｣�"�

★命花 �#�(胡2� 鼎c�+ﾄ�2�

★重き世川 鼎絢x�｣r� 鼎��ｸﾏ途�

★海の城下町 都hｺx�｣r� �##�ｺx�｣r�

★おしどり春秋 �#sHｺx�｣2� 鼎c�胡2�

★おんなの忠臣蔵 塔X��8ッ� �#3Y?｣b�

★北物語 ��塔コ� �3Scコ�

懲りない私 �#C����綯� 鼎3H���綯�

潮騒の町 塔(ｺx�｣�� �#3�����

昭和の女 ��#絢x�｣B� �#Sh胡B�

★人生つづら坂 涛仄s�b� �#S��ｸ謫b�

★人生晴れたり量ったり 都���R� �#�H��R�

★東京はぐれ鳥 �#cH胡2� 鼎S�ｺx�｣2�

とんぼり 塔����綯� �##����綯�

※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�

長崎の夜はむらさき ��仄x�｣B�

★長崎夢情 �##ャR�

★涙は女の化粧水 都8��8ッ�

★春の海 田�胡b�

★ふるさと景色 ��Ch��8コ�

★まさかの女 �����8ッ�

むすめ上州濃 �#3c�2�

夫婦つづり ��c(���紕�

★夢仕度 ��3X胡R�

★連理（れんり）の枝 �#S(ｺx�｣R�

わすれ宿 �#H����"�

★笑いじわ ��c���8コ�

瀬川瑛子メドレー 
情歌 ��#8��r�

関　敬六 

浅草の唄 �#3h��r�

★商売繁昌 鉄8���R�

瀬口楕希 
★女優 �#scヲ�

瀬戸朝香 
★夏色の「永遠」 ��c��������

世良公則 

鼓動 ��S���8ビ�

CelineDion 

タイタニック優のテーマMyHeartWilEGoOn �##X��8��2�

CeHneDionWithSpecialGuestsKryz 

トウ・ラヴ・ユー・モアToLoveYouMore �#c���2�

芹　洋子 

四季の歌 �3��"�

坊がつる讃歌 ��#�胡�B�

ZERO 

★素顔のままで ��ド�������

★ゼロから歩きだそう・ ���(�����

せんだみつお 
★こんな会社やめちやおう！ ��#x��8���

センチメンタル・パス 
WEEDCROWN �#3�?｣�2�

SunnyDaySunday �##���8��2�

干堂あきほ 
★切ない勇気 ��S�ｺx�｣���

干　昌夫 

アケ三という名で十八で 店胡��

あんた �#�ﾓ2�

おやじ先生 塔(胡b�

北国の春 �8��r�

君がすべてさ �3x��R�

★人生ふたり旅 �#�8��8���

津軽平野 �(���綯�

ふるさとの四季をうたう ��cC�2�

望郷酒場 ��(胡���

望郷旅濃 �3X����

星影のワルツ �#�胡r�

味噌汁の詩 ���?｣�2�

やいま（八重山） �#Ch胡r�

屋台 �#S�?｣��

夕焼け雲 ��#コ�

★夢追い人 ��Chｺx�｣R�

★夢のしずく～俺だって宕だって �#CY?｣r�

干昌夫メドレー 
望郷哀歌 ���仄x�｣2�

オートチェンジャー用
リクエストNo．

411【］13

ler＆Kompany

447【∃13

233囲14

344【ヨ10

340囲11

－234－


