
レ‾ザ‾カラオケディスク　F　　　　　　㈹鮎 

5。昔順見娩7㌢ズ棚瑠 
歌手名・タ　イト　ル 偃⑦����冽��8ｨ4�+�+�5�6t蹂�B�綿4��ｸ�X6x6��ﾉﾊy�9n&ﾂ�エンジャー用】 リクエストNo． 

あ � �� ��

RCサクセシヨ：ノ 剪�

雨上がりの夜空に ����x��R���209匡】5 

67【∃3 � �#�h����2�

おい＆慣 剪�

★六本木あたり　　　　　　l39囲14 剴�3仞h�｣�B�

相内意、ヤング・フレッシュ 
☆とんちんかんちん一休さん～一休さん～l240【∃71　l324【∃7 

相川七瀬　　　　　　　　　　　　l 

★彼女と私の酔情 �#cH��8ヲ���348【∃9 

245匡】11 � �3#�+ﾈ�｣���

281【∃ 湯� �3cX��8ヲ�

Jealousy �#ヤVﾂ�0 ��372【∃ ���

2538 唐� �33x�����8 

世界はこの事の中に �#ナ?｢� ��370【ヨ 湯�

★SEVENSEAS �3�(�������414回11 

292日8 � 鼎�H���唐�

★トラブルメイカー �#S����縒���334【∋7 

268回8 � �3S(�ｸﾏ唐�

★BadGiHs �#c������ ��3458 湯�

239［】 �2� �3#3����3 

★m盲dnightb山e �#嶋��8�� ��410【∋ 湯�

★夢見る少女じゃいられない �#3������3 ��3148 �2�

236∈】 �"� �3#������2 

Lov軒you �#sx����� ��361【∃ ��

atko　　　　　　　　　　　　　　　l 

桜の時 �#滴���2���406【亙13 

初恋 �3��?｣�2���421【］13 

アイ・ジョージ 
★硝子のジョニー　　　　　126【∃8 剿ﾃ#cモ�

アイ・ジョージ、志摩ちなみ　　　　l 
★赤いグラス　　　　　　　】2689日　l26【］9 

CEBOX 

冷たいキス　　　　　　　l2061ヨ6 剿ﾃ#c����澱�

愛田健二　　　　　　　　　　　　l 

★京都の夜　　　　　　　　L　4【∃2Jl　l4【∃2 

アイドル・フォー 
☆天才バカボン～天才バカボン～JP1248121　！234812 

アイランド　　　　　　　　　　　　l 

STAYWlTHME　　　　　l55回12L　　l55匡】12 

アイリー：ノ 

未練ね　　　　　　　　　l61tヨ4 剿ﾃ#�x���紕�

胃い三角定規　　　　　　　　　　l 

太陽がくれた季節　　　　l237匡】151　L321回15 

あおい輝彦 
センチメンタル・カーニバル　IP115匡】3Fl　l56〔司3 

胃江≡票　　　　　　　　　　　l 

★池袋の夜 �#�V�����20直1 

★伊勢佐木町ブルース �#���R���20図5 

★恍惚のブルース �#�?8�ﾃB���20回4 

】－1 

※手動式用リクエストナンバーの「PJはPLPシリーズです。



★…本人出演映像　☆…オリジナル映像
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喜7’ 

歌手名・　イトノ �8ｨ4�4x5�6x�c��B�做9�9ﾎ��lリクエスト恥． 

286匡】8 � �3s�ｺs���

★Don’twannac「y �#3Xｺx�ﾃ����319匡）9 

NEVEREND �3�����������413【ヨ10 

253匹〕8 � �33x����

304 唐� 鼎�b�8 

★BodyFeeIsEXlT �##��9 ��313 湯�

239 唐� �3#2�8 

LOVE2000 �#�8ｾh�｣����405匡】8 

282匡〕8 � �3ch����

安室奈美恵withSUPERMONKEY，S 
★TRYME～弘を信じて～　　l219匡）101　1303〔司10 

AYAKO 
★夜の数だlナ愛しているから　l79【司12l　l230匡）12 

．綾世一美 

★菖簸川 鼎Xｺx�｣"���45匡12 

★陽炎 田x�俶������216回11 

★霞見坂 鉄�����2���204【∃3 

★木尾町の女 鉄(ｺx�｣B���52回4 

丹波越え 塔dS�2���238EI3 

★みちのく挽歌 都ャB���229【∃4 

鮎川ゆき 
★恋みなと　　　　　　　　l63【ヨ21　l210【∋2 

荒木一郎 

44匡】13 � 鼎Hｺx�｣�2�

★今夜は踊ろう 鼎Hｾh�｣�"���44【司12 

44回11 � 鼎H�����

嵐（アラシ） 
A・RA・SHl　　　　　　l291813i　l403【∋13 

■アラジン 

完全無欠のロックンローラーIP116区】14l　l203匡！14 

アリス 

16〔司1 � ��h�ｹ^���

★帰らざる日々 ��hﾔﾈ�｣�����16区）10 

★才王った果実 ��h��8��"���161ヨ12 

★さらば胃害の時 ��h�����B���16日14 

★秋止符 ��hｺx�｣2���16匡】3 

16匡】5 � ��h��R�

★チャンピオン ��h���綯���1686 

★遠くで汽笛を聞きながら ��h������16匹）9 

★涙の誓い ��b�9 ��16 湯�

★冬の稲空 ��b�1 ��16 ���

★BURAl �#2�9 ��23 湯�

★夢去りし街角 ��b�5 ��16 迭�

アリスメドレー 
彷復える矧七　　　　　　】P120〔司10】　1217〔召10 

阿里耶～a「iya～ 

★ともだち　　　　　　　　l311【∃13†　】423813 

＠littlebit 

★グアムdeラブ三一 �#涛��B���411EH4 

302【∃13 � 鼎�H�����2�

アルフィー（THEALFEE） 

太陽は沈まない �33(���纈���444【ヨ9 

Victory～横浜フリューゲルス～ ���#h��8�����252日1 

57厨11 � �#�(ｺt免ﾂ�

79 ���� �#3��10 

星空のディスタンス ����2�9 ��58 湯�

メリー・アン ����2�10 ��58 ����

233 湯� �3�r�9 

アローナイツ 
★ぬれて大阪　　　　　　　　　　　29A9　　　　　29A9 

1－ 



★…本人出演映像　☆…オリジナル映像
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歌手名・タイトルlリ要望羞謁。．ト忘講話室策定 劔剪� 劔封1 

石上久美子 劔劔いしだあゆみ 

★海峡千里 �#c"�1 � �3Cb�1 � ���##ビ� �#s(���途�

★北の国から2001 �3���1 � 鼎#��1 剄ｻ浜のような東京で ���##�8��2� �#s(��8��2�

★こころ揺れて �3#r�6 � 鼎3��6 凵噬uルーライトヨコハマ 鼎(������� 鼎(�������

★津軽のおとこ前 �3�b�6 � 鼎#��6 凾｢しだ壱成 

★北海暴れん坊 �3�?8�ﾃ�B�� �3欝4��B�儻ARNlNG　　　　　　　l204屈8l　l258〔司8 

石Jtlさゆり 剪� 劔石田よう子 

合緑坂 涛"�5 � �#CR�5 凵刮ｳ女のポリシー～美少女敗土セーラームーンR～【240【∃12r　l324【∃12 

★天城越え �3R�7 � �3R�7 剞ﾎ橋正次 

★命燃やして �3R�12 � �3R�12 凵囁ｶ明【ナの停季場　　　　　l31【ヨ111　131【ヨ11 

うたかた 田(�ｸ謫��� �#�亜���剞ﾎ原絢子 

★歌麿－UTAMARO－ �#S8�ｸ謫R�� �33x�ｹ�R�凵嘯｠なたと生きる �3#H�俶釘� 鼎3h�俶釘�

日本海の語 �##����紕�� �3�8��8ィ�� 鉄(���B� 鉄(ｺx�｣�B�

越前竹舞い 田仄x�｣���� �#�弌����� �#度ｺx�｣2� 鼎����2�

大阪のおんな �##H��2�� �3�絢x�｣2�凵嘯ｫずな洒 �33(��ﾓR� 鼎CHｺx�ﾃR�

風の盆恋歌 鼎仄x�｣B�� 鼎��ｸﾏ釘�凵囑kしぐれ 涛X��B� �#C絢x�｣B�

飢餓海峡 �##�ｾh�｣"�� �3�Hｺs�"�剽�ｦ 鉄x�ｸﾏ�"� �#�(�ｸ謫"�

★北の女房 �#�X���絣�� �#c����絣�凵囓l閥 �#CX��2� �3#仞h�｣2�

恋路 �#S�縦R�� �33Xｺx�｣R�凵嚴闍ｾ �#Sh���紕� �3C���8ィ�

73〔司8 � ��224回8 劍�ｩVﾈ�2�309回6 ��421匡】6 

恋は天下のまわり屯の 鉄��ｸ謫b��� �#�X�8�｣b�凵嚼l恋しぐれ �#c�����2� �3S(����2�

心の酒 �##��2 � �3�B�2 凵嚴O日月情話 �#��ｺx�｣"� �#cHｺx�｣"�

★転がる石 �3#b�1 � 鼎3��1 凵嘯ﾝれん三百 �#ォ��"� �3c絢x�｣"�

35 澱���35 澱���ｩuｹkh､8ｺﾂ�228回4 ��312匡〕4 

★純・情歌 涛��5 � �#S��5 剞ﾎ原慎一 

★昭和名勝負炎の村山実情（ロングJトジョン） �#�(��R�� �3ch�ｸ謫R�刮ｼ面ライターAGITO～仮面ライターアギトl3258121　【437812 

昭和夢つばめ �#3R�6 � �3���6 剞ﾎ原裕次郎 

★人生情け舟 �3�B�6！ � 鼎�b�6 凵囃驍｢滑走路 �#C��B� �#DTィ�

★滴の白糸 �3R�10 � �3R�10 剞ﾂい満月 �#c�ｺx�｣2� �3CH��2�

★津軽海峡・冬景色 �3R�8 �� �3R�8 � �#H�ｸ謫R� �#C�盲R�

月の盃 �#cx�ｸﾏ澱��� �3S�T8�｣b�凵囑ｾ日は明日の風が吹く �#Hｺx�ﾃ�B� �#Hｺx�｣�B�

最良の常サ �#s8胡b�� �3Sxｺx�｣b�剪W雪のワルツ �#c�ｺx�｣B� �3CH�ｸ謫B�

★涙つづり �3�(���縒�� 鼎#Cビ�凵嚼�ﾈ別れ �#H�����"� �#H�����"�

★能蔓半島 �3X�������� �3X�������凵嚔､将・夫婦駒 �#I?｣R� �#I?｣R�

13凶10： 剪�13匹】10 劔&ｨ,ﾉth�飄yMHﾘh�S8��7�8ﾈ6ｨ4�8�6��ｸ5x8x98���304匡け ��416匡17 

春夏秋秋 塔��ｸ謫"��� �#3��ｸ謫"�凵嚔ｴはお前に弱いんだ �#C���� �#H�������

★晋の彗 �3R�14 � �3R�14 凵囈獅ﾍ待ってるぜ �#H����� �#Hｺx�｣���

ほたる �#���7 � 鼎�"�7 剿k国の空は燃えている �33�ｺx�｣"� 鼎C(ｺx�｣"�

85 迭� ��237 迭���ｩfｸ,ﾉ{y�ﾂ�24【∃7 ��241∃7 

★みちゆき博多発 �3R�13 �� �3R�13 凵嚮茁Jが聞こえる港町 �#DS��� �#I?｣��

★…割月 都hｺx�｣B�� �##x�佰釘�凵嚥ｶった果実 �#Hｺx�｣"� �#H縦"�

★夫婦善哉 �3X���纈�� �3X��8ヲ�凵嚶gの汽 �#H胡�2� �#H���2�

★夢の浮梧 �33�����"�� 鼎C3�"�剄浮｢海峡 �#CHｺx�｣"� �3#�ﾓ"�

★酔って候 �#�8ｾh�ﾃb�� �3cy+ﾈ�｣b�凵囓�ﾌ町札幌 �#H���繧� �#GH8モ�

SAYURl（石川さゆり）　　　　　l 劔劔★こぼれ花 �#Hｺx�｣2� �#H胡2�

ウイスキーがお好きでしょ　l67匡）6 剪�】216囲6 劔ささやき �3�X���� 鼎�xｺs���

石川さゆりメドレー 剪� 劔 �#SS���� �33仄s���

恋化粧　　　　　　　　　　JP120回4 剪�l217匡】4 劔★謂びたナイフ �#H�刎c�"� �#Hｺs��"�

石川さゆりwithカフカフドゴシコ 剪�劔★サヨナラ横浜 �#H���紕� �#H���紕�

北ものがたり　　　　　　　l247【∋6 剪�L331【ヨ6 劔★地獄花 �#GH���2� �#D#�2�

石川進・荒川少年少女合唱隊 剪�劔★白い往‡ �#�絢x�ﾃR� �#c(縦R�

☆ど根性ガ工ルーと棉性ガエル～lP124（司1 剪�l234匡】13 劔 �#SYT8�ﾃ"� �33儺8�｣"�

石川セリ 剪� 劔露子に通いたい �#cX胡"� �3C��ｸﾏ�"�

MoonLightSurfer　　　　lP121匡】l 剪�l222回10 劔★時間よお前は �#H������� �#H�������

石川ひとみ　　　　　　　　　　　l 劔劔★泣かせるぜ �#H����� �#H�����

★まちぶせ　　　　　　　　121【∃14l　l21【∋14 劔劔★遥かなる愛 涛Hｺx�｣�� �#Cx�8�｣��

石川優子＆チャゲ 剪�劔引き潮 �#����b� 鼎�8�ｸﾏ澱�

ふたりの変ランド　　　　　IP105【∃3 剪�166【ヨ3 劔風速四十米 �#C儺8�ﾃR� �338ｺt迭�

石川よしひろ　　　　　　　　　　　　巳 剪� 劔★二人の世界 �#H�ｸ謫b� �#Hｺs�b�

二十歳の夜　　　　　　　l91回9 剪�1244匡】9 劔 �#H���綯� �#Cッ�

－1 劔��

3　－ 劔 



★…本人出演映像　☆・・・オリジナル映像

歌手名・タ　イトル ��

市原真紀 
夜が明けたら　　　　　　l216【∃131　1270【∃13 

市丸 

≡喋繰ブギウギ �#����8�"���402【∃2 

天竜下れば �#��ｺx�｣2���364匹】3 

一文字辰也 

★上州子守口貝　　　　　　　l335t司8l　l447匡】8 

五木ひろし 
2810 � �(�������

317回2 � 鼎#仄x�｣"�

★変の始発 �"�5 ��2 迭�

224 迭� �3���5 

愛別 塔��5 ��242 迭�

★灯りが欲しい �(ｺx�｣R���2回5 

★紫陽花 �#S(��b���336囲6 

★おしたも小雨 �(����2���283 

★あなた ��X����2���15【∃3 

★あなたの灯 �(���"���2（司12 

★両市がり �)?｣�B���2【∃14 

おしどり 都H��b���225回6 

★おほん ��R�10 ��15 ����

★おふくろの子守歌 �3�"�8 ��424 唐�

2 唐� �"�8 

面影の射 鼎x��B���47匡】4 

★女の酒場 �#3hｺx�｣R���320匡）5 

★女・ひとり �#�h��R���260匡】5 

★傘ん中 �3#儺8�ﾃ����441匡】1 

風雪（かせ）に吹かれて聞こえる唄は‥・ �3�hｺx�ﾃb���418t司6 

★汽笛 �#�(ｺx�ﾃR���266（司5 

京都恋歌 �#�8���縒���40587 

霜の出船 �#�iT8�ﾃ����270回1 

心 田�S�b���20786 

杯に歌のせて 都亜�R���229回5 

★洒尽尽 �##iT8�ﾃB���310匡）4 

★洒ひとり �#s8��R���357【司5 

★細雪 �(������2匡）9 

雑草 �#S����綯���34386 

山河 �#努H�縒���40987 

★倖せきがして �(ｺx�｣2���2匡）3 

終着駅 塔n?8�ﾃR���238匡】5 

★人生かくれんぽ �(�ｸﾏ��2���2〔勾13 

★干日章 �#ch��8ビ���3501ヨ7 

2【司8 � �(����

★旅鵠 �'H8������2【〕11 

★ダブルベッド �3�H�ｸ謫����426匡Il 

★契り �(ｺs������2〔勾10 

★千曲川 �(�����"���2【∃12 

★追憶 ��X�ｹ�b���15匡】6 

★罪と罰 �#S���b���334匹〕6 

70〔司5 �220匡】5 

★長崎から船に乗って　　　　J　2 �2 ����"��"�

★長良川艶歌 �"�7 ��2 途�

流れ星 �#コ�2 ��369 �"�

渚の女 鉄(�������52【亙10 

★ラ良花盃 �(ｺx�｣�����2圧111 

202匡】5 � �#Shｺx�｣R�

★熱愛 ��X��8��2���15tヨ13 

暖師 鉄�T8�｣b���51匹〕6 

所の花郷（さと） �#ss�8ッ���361【∃6 

★パパとあそばう �#�仄x�｣H�h����3�9�紕�

ー184－



修正棚 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�歌手名・タイトル �8ｨ4�4x5�6xx���B�做9�9y2�リクエスト仙 � 

218囲9 �4�8ｨ5�7ﾘ5�4ﾈ888ﾘ8ｸ,ﾉL�,�,ﾒ�87匡）8 � �#3弌���

2【∃1 ��59【ヨ11 � �#�X��8����

2【∃4 ��PlO7囲6 � 田Hｺx�｣b�

2〔司14 ��田�,ﾉ]��ｨ*"�60【ヨ1 � �#�h��8���

337匡）6 �6�6�4h8��ｸ�X4ｸ�ｸ8ｲ�P107匡】4 � 田H��B�

24986 冉ﾈ,�.x,�+�+�,�*(.��91匡18 � �#CH����

2囲1 �8�8ｨ�ｸ4�8ｨ5�7ﾘ5�*ｨﾋ�*h,�*"�63匹〕11 � �#���#���

36回4 ��P107凰7 �64亘17 

2【ヨ9 �iJh��ﾕr�

366〔勾6 僖Y7���+x*(*�+�.x�｢�P117底10 � �#�仄x�｣���

245囲6 冰ｸ防*h/��(+�,�*ｨ.r�P114匡】11 � 鉄x�����

2匡】6 ��ｨ.ﾘ*�,�,H岑+8*"�36【∃10 � �3h�������

437【ヨ2 ��ｩ¥ｩ}ﾂ�36【∃11 � �3h�������

2【ヨ13 �駢Hﾕ�R�

286 �8*ﾘ-ﾈ,X����������������ﾃ#sxｺx�｣vﾈ��ﾃ3c���r�

2回4 �H�8����

なんとなくなんとなく　　l221【ヨ14l　l305【∋14 

l21383 刪苡繽ｹ己 

恋が素敵な理由　　　　　l91匡】11l　L244凰11 

l355【ヨ5 刪苡繿蝠� 

】FEELCOKE　　　　　IP117回131　【209回13 

l258【∋5 刪苡繧ﾐろし 

★雨に咲く花　　　　　　　l34回12】　134回12 

15【∃11 �H�9wｩ�R�

15【∃5 ��h+X*(8�7h5ﾈ6h4(�ｲ�P104【∃7 � 田y?｣r�

いっそセレナーデ ����Cッ���67【〕6 

12匡）7 刪ﾚ動電話 �#�(ｾh�｣�����266区‡10 

傘がない �������8ィ���2111ヨ4 

407囲12 �4ｨ6�6h4(4�984�5(�ｸ6h4�92�P12688 � �#S(���唐�

359【∃3 店ﾈ�,ﾉ¥ｨ.｢�92図10 � �#CY}X�ﾃ���

心もよう ����B�10 ��67 ����

63【ヨ14 �+�,ﾉ�(,ﾉ.�-��322 唐� 鼎3B�8 

317匡】1 ��P104 唐� 田r�8 

63日13 傅ﾙD韜��2�64 ���� �#�"�10 

66匡】14 ��ﾉ�h*ｩ?�7�*�.ｨ,��295 ��B� 鼎�r�14 

花の首飾り �3�b�8 ��428 唐�

l272日15 � �3#r�9 ��439 湯�

96匡）12 � �#C�#�"�

349回4 �Yn�,ﾈﾙ�*�.r�P104 ���� 田r�11 

38813 冖(,ﾉ(h-b�P104 湯� 田r�9 

41回7 ��45 �2� 鼎R�3 

36487 �H�9wｩ�X8�6�8ﾈ�ｲ�

心気楼　　　　　　　　　IP123【∃81　1271田8 

l442【∃5 刪苡纓z水・安全地帯 

夏の終りのハーモニー　　　IP104白121　l671ヨ12 

43日12 �H�9wｩ�X卷69j��b�

43【］13 �*�.�*ｨ,h*H��������������ﾃ#S��������33H�������

34【司3 �H�8.�,(���

240〔司11 ��ｨｸ8*(,I?ｩgｸ､2�213回1 � �#cy�ﾓ��

240屈8 ��ｨ.ﾘ+ﾘ+X,ﾈﾔH*ｸ,��ﾂ�20581 � �#S�������

240【∋11 �489H�X8(985�92�

240〔亙15 犯W4fWV綿�觚4ﾖ�'FW8ﾌﾙwD��ﾃ#X����(��ﾈ����ﾃ#C�X�｣"�

今井絵理子 

l263【∃5 冓dentity �3���10 ��423 ����

308 ��2� 鼎#��13 

231B8 ��､DF��gG7F��F�ﾗW6�2�323 ���� 鼎3R�10 

64〔司5 俑�鯖Oﾈ��

209【∃10 �ｨ,�4ﾈ6(5�,ﾈ扞��/�����t�$�6r�65EH3 � �#�I?｣�2�

261【ヨ6 儁顋x,eD���ET��P113回4 � 鉄亜�B�

47回10 敗��F'剖妨7FX�VDVﾇ��299直）12 � 鼎��ｺs��"������

－185－ 

歌手名・タイトル

★ふたりの旅路

★ふたりの夜明【ナ

★待っている女

★港・ひとりロ貝

★再（めぐ）り会い

★よこはまたそがれ

★別れの錘の苦

五木ひろしメドレー

五木ひろし＆天蓋よしみ

五木ひろし＆中村美律子

五木ひろレ叶和貴子
★できごころからまごころまで

五木ひろし・木の実ナナ

五つの赤い風船
★悲しみが時を刻んでいる

お島干太郎旅順

あなたしか見えない

★小指の想い出

ジョニーエンジェルJDhnnyAngel

ボーイリ＼ント

夢みる想いNonHoL’eta

ロコ・モーションTheLoco－Motion

いつかもしかまさか

あなたがすべて



歌手名・タイト　ル 偃���5ﾘ+iw��8ｨ4�+�+�5�6t蹂�B���修正瑚 �8ｨ4�4x5�6y�R�

氷のように微笑んで �#sx������361回9 

74811 � �##X�������

幸せになりたし1 田(���迭���208【〕5 

283回12 � �3cx���"�

月夜の恋人たち �#嶋������410匡】9 

254回10 � �33絢x�｣���

75 ���� �##b�10 

膿がほほえむから 鉄2�2 ��53 �"�

BDOgfe・W□□gieLonesロmeHigh－Hee 鼎r�10 ��47 ����

PRIDE �#CR�13 ��329 ��2�

flowers �#sB�9 ��358 湯�

Blueb盲rd 涛hｺx�｣�2���249匹】13 

87匡）9 � �#3仄x�｣��

微笑みのひと �3#r�10 ��439 ����

MTssYou �#���4 ��265 釘�

Ruby �##R�13 ��309 ��2�

私はあなたの空になりたい �#c(胡�"���346匡〕12 

忌野清志郎 

パパの歌　　　　　　　　l69【ヨ2l　l219【∃2 

イルカ 
★雨の物語 �#������2���29【ヨ13 

★海岸通 �#������B���29【∋14 

29匡I13 � �#弌��2�

★F0日ovuMe �#仞h�｣�B���29園14 

★夢ひとり �33S�2���44783 

岩城漢一 

雨の匂い署の香り　　　　　IP11482l　l5782 

岩崎宏美 
★家路 鼎9.｣�����43固10 

★決心 鼎8胡�����43匡】11 

★すみれ色の涙 鼎8胡�B���43回14 

★梧 鼎8胡�2���43匡】13 

★聖母たちのララバイ 鼎8ｺx�｣����43回9 

★ロマンス 鼎8�ｹGS�"���43回12 

岩崎良美 
タッチータッチ～　　　　　ド113【∃111　l58【ヨ11 

岩出和也 
266囲1 � �3S�ｺx�｣��

★おまえに雨宿り �#S(��������33681 

★風の街 �#ベ��8�2���37183 

304匡）3 � 鼎�i�ﾓ2�

★トウキョウみなと �3�¥ｨ8ビ���430【∋7 

★なかせ船 �33(������444回8 

281〔或2 � �3cX��"�

岩本公水 
★一生一度 �3#����綯���441【ヨ6 

★えんか坂 �3��胡"���423匡）2 

★演歌はいいね �3#(ｺx�｣r���434匡）7 

★恋燦華（こいさんか） �#ヨ��"���372回2 

★千年桜 �#s絢x�｣"���362匡】2 

★鶴への祈り �#�2�1 ��367 ���

★花汚 �#3��1 ��315 ���

★火の舞、北の盆 �3#��5 ��440 迭�

★ふたり丹 �#c(胡B���346騒〕4 

271【∃1 � �3SX��8���

★岬 �#度�8�｣"���409匡〕2 

★系工葉伝説 ��S#Sb�1 ��340 ���

★夜崇り �3�2�2 ��415 �"�

★涙唱 �#S��1 ��335 ���

l　l 

≧71 

－18 



歌手名・タイトルlリ男君乱．■ 剪�� ��剪� ノ ��

歌川二三子 劔劍�ｩ(h,ﾎ:�7X8ｸ�ｸ5��3匡）10 畔��8ｺx�｣���

★江戸の華～野狐三次（のぎつねさんじ）～ �3�R�10 ��417 ������ｨ-8+ﾘ+ﾘ-�+xﾞ��227匡】3 ��311回3 

★男意地～田原坂～ �3#"�5 ��434 迭��?��ﾈ,ﾈ､8ｺﾂ�67囲14 ��216薗14 

★父娘鷹（台詞入り） �#3"�1 ��316 ���犯�7E6�r�72【ヨ1 ��223【ヨ1 

★河内 �#ヲ�4 ��401 釘��>��)69vﾘ,h4��ｸ8ｸ�X7H4�487X8�6�8ﾈ�ｲ�

★女傑一島村ギン物語－ �#c9+ﾈ�ﾃ"���347回2 劍�hｸ�����������������������#8ｺx�｣�ﾈ��ﾃ#s�胡��

★鶴と亀 �33)+ﾈ�｣b���444回6 劔>�､9Oﾈﾔｲ�

★華があっての人生さ �#C絢x�｣2���332回3 劍�ｩ�ﾈ,�,�.x,�+�.(,�+ﾘ��������ﾃ#����繙ﾈ��ﾃ#У唐�

★二三子の鉄砲節 �3�h��8�2���428【ヨ3 劍琶;�育��

★北冬挽歌 �#S8��8�"���337【ヨ2 剪�207【ヨ3 ��261日3 

歌日に三子・白川裕子 劔剪�209回12 ��263匡）12 

★姉妹～ジ工メイ～　　　　l276囲3l　l360回3 劔劔W8輊ｶ8,��(､R�227810 ��3��&ﾄ��

宇多川　部 劔劍琶;�育��Xｽ�:�eｹEh��

92【ヨ1 � �#CX������僭oDd－bymorning　　　　l89【∃7l　l24287 

211〔或13 � �#cX�ｸ謫�2�刳C原千里・万里 

★運命－さだめ－ �3#�S�b���432【〕6 劔�Xﾞ88�7h5ﾈ6h4(�ｸ��������ﾃ3������Fﾈ��ﾃ3���8��B�

宇多田ヒカル 劔劔G��)W碓ﾉ&｢�

291回8 � 鼎�9.ｨ�｣��凵嚼Sゆくまで 塔�����"� �#C)?｣"�

297 ���� 鼎���10 凵嚔ﾘざかり 鉄H��8�2� 鉄H��8�2�

Automatic �#s��13 ��363 ��2���ｨ扞Y��64〔盃6 ��212回6 

CanYouKeepASec「et？ �3���10 ��421 ������ｩk(�ｸ��14【ヨ12 ��14812 

SAKURAドロップス �3#xｺx�｣�����439囲10 劔G霍ｹ$9Wh�Y-�68+8.(*��

284 唐� �3c��8 凵囎ヶｺで乾杯　　　　　　　l225【∃3l　r309日3 

302 ���� 鼎�B�10 剩~宮辰夫・村上幸子 

t「aveling �3#"�13 ��434 ��2���ｨ�8�饂夷ｨ����������������ﾃSH胡3���ﾃSH��2�

光 �3#h�������438風10 剳TﾅE$��d苺����

FirstLOVe �#�(���������366【∃11 剩4�ﾕ�､�T貲���自?ｩgｹ�9Uﾈ��ﾅ��#h��h�ｨ��c#S(��b�

317匡）11 � 鼎#弌����刄Eルトラマン・ブラザーズ・バンド 

Fo「You �#祷���繧���411【∃8 劍��4X8ｸ6x8�7ﾘ996�����¥�,i�8ｯH,itXｴ8,ﾈ8�6�8ﾈ��ﾃ##�T�3����3�C��2�

281回13 � �3cY���2�刄Eルフルズ 

内田明里（内田あかり） 劔劍�ｩk�?ｨ*ｨ*�.�+8��5x8x�ｸ5x4�,Xﾗ8*ｸ-ﾈ+X.X*I](�｢�309【∃9 ��42189 

★好色一代女 鼎X�俶��B���45匡I14 剪�237【］6 ��321【ヨ6 

★三色幻燈 田�ﾓ2���219囲3 剪�246回10 ��330匡】10 

★つぶやき �3#�#B���43284 劍�ｨ+X*�.ﾘ+�,X+x*��263【ヨ11 ��347811 

内田有紀 劔劍�ｨ+ｸ.x��4ｸ8�8�(��8ﾈ4ﾘ4�99x員������24289 ��326日9 

★「アイシテル」 �#S���"���334【∋12 剪�250匡】10 ��334匡】10 

幸せになりたい �#38�����2���317【∃13 劍�ｨ684ﾘ6�4ﾘ7X4ﾘ4X4ﾒ�239【∃6 ��323【∃6 

253囲13 � �33xｺx�ﾃ�2�凵噬oンザイ～好きでよかった～ �#3X���2� �3���ﾓ�2�

★TENCAを取ろう1－内田の野望一 �#�8胡����267匡】9 劍-ﾈ*�+�,�+8*"�267且11 ��351【勾11 

226画12 � �3��ｺx�｣�"�凵囂ﾎえれば �3#H����� 鼎3h胡���

内田有紀＆m．C．A・T 劔剪�

EVER＆EVER　　　　　l241【∋12l　l325【∃12 劔剩�W&�6ﾖ友��

内EB有紀suppo「tedbyチューヤン 劔劍7�5�5H5h5ﾈ4�F�勇v�蹙F��W74�F�誚ﾃ3#����3���ﾃC3(胡�2�

★楽園　　　　　　　　　l289日121　l401田12 劔剩�$"�

内山田洋とクール・ファイブ 劔劍5�6h48�ｸ5��X5h8X�ｸ5�����������x�����&ﾈ��ﾃ#��63�"�

愛の旅路を 都弌�����230匡】1 剩�ﾒ�

★逢わずに愛して 度���綯���7【ヨ6 剩蔬ﾔ�$Tｶﾅ58�4蔬ﾔ�$T5%姪##tX�｣s����3�ﾄX�｣r�

★曙の女 �8��8ッ���31ヨ6 剩┤V誥VUv友③�

★おんなの愛はブルース 度��R���7〔或5 劍�･t�t�%D�杯�6yHｨ+�,ﾘｴ�+�+�.h8��ｸ9H8�6(6r�220回12 ��304回12 

★女のくやしさ 度ｺx�｣b���7回6 剪�225810 ��309【∋10 

★風空港 �3(��"���32囲2 剪�238tヨ6 ��322【∃6 

★恋唄 �8��R���3匡】5 剩�#��

★恋さくり夢さくり �8���纈���3【∋9 劔�ｨ*(�*ｨ*(,�,�*(��-ﾘ.H*ｸ����ﾅ�ﾄ�������cHｺt鳴�

★この愛に生きて �8���紕���3【∃4 剩U�ﾄR�

★西海ブルース 度胡����7匡】9 劍�･忍W&W剖6ﾖﾇ����)hh,�-ｨ*ﾘ,ﾉ}hｧ8���33������Fﾈ��ﾃCC#��B�

酒場の花 �3��+ﾈ�｣����412図8 劍ﾕﾘﾏｹvﾘ樞�

★そして神戸 �8胡����3匹〕8 劔¥�,ﾘ芥,R�207【ヨ1 ��261【ヨ1 

★東京砂漠 �8��8モ���3【∃8 剿ﾈ,W4f匁UF����220810 ��304【∋10 

★都会の隅で 田�ｺx�｣�����206匡】10 劔�h/�+X+ﾙn�,ﾒ�89【ヨ10 ��242【∋10 

★長崎は今日も雨だった �8ｺx�｣r���3風7 劔:h+�.x.ｨ+ﾙ5h諄���誚X�ｨ�｢�227〔或13 ��311直13 �����

－1 劔剴x�ﾂ�



★…本人出演映像　☆‥・オリジナル映像
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歌手名・タイト　ル 偃�:韭駢�ﾈ4��ｸ6x6�4h985x88�ｹw��

大川栄策 
★哀愁平野 �3#��ｸ謫2���440回3 

★あなたに生きる ��x��8ッ���17【］6 

★雨の…壱 ��xｺy?｣����17囲11 

★雨の永栗橋 鉄��ｸﾏ�"���50囲2 

★出で湯稽 �#�YT8�ﾃB���259匡】4 

17【∃9 � ��x���湯�

おけさ宿 都(��R���223回5 

★男春秋 �3#��2 ��433 �"�

★男って宇いよな ��"�12 ��12 ��"�

★男の昭栄 �#�"�4 ��366 釘�

★想い定めて �#C2�2 ��327 �"�

★女のグラス ��r�5 ��17 迭�

★海峡酒場 �3�B�5 ��416 迭�

★海峡ふたりばっち �3�B�3 ��426 �2�

★風の宿 �#モ�5 ��372 迭�

★絆川 塔��5 ��231 迭�

★北の慕情 �#38ｺx�｣R���317匡】5 

★恋の細道 �#SCィ���338t∃4 

★恋吹雪 ��x��8������17【ヨ10 

★小諸情歌 塔h��2���238匡】3 

★盛り場おんな洒 ��x�傅#"���17匡】2 

★さざんかの宿 ��x���繧���1788 

★能登の恋歌 �#s9?｣B���35784 

★炎（ひ）の塑 �#度ｾh�｣R���409（司5 

★冬花火　′ ��xｺt��"���17【司12 

★舞酔い雪 ��S�xｺx�｣����17匡】1 

★みれん雨・ 田絢x�ﾃ�����218匡）10 

★目ン無い千鳥 ��x��8ビ���1787 

★夢一天 �#c4S�B���347【∃4 

★夢の露 涛儺8�ﾃB���253回4 

夢ひと夜 鉄(�������52匡Ill 

★夢もどき 鼎hｺx�｣2���46回3 

★酔いぐれすずめ 涛��佰迭���244匹】5 

路傍の花 �#�����絣���36485 

★わかれ恋歌 �#�亜�2���302（司3 

★わかれ港町 ��y�ﾓ�2���17直）13 

61匡】4 � �#�x��B�

大川栄策メドレー 
面影慕情　　　　　　　　ド120直】2l　l217囲2 

大川栄第・岡本　麗 
★タメな男に乾杯　　　　　l61EI21　l20782 

大木伸夫 
★男の履歴 ���胡"���10回2 

★独航船 �����8コ���1085 

★涙の洒 ���ｺx�｣R���10直】5 

大木英夫・津山洋子 
★新宿そだち　　　　　　　l15国71　l15回7 

大木英夫・二宮善子 
★万なた家かせの夜だから　　l15【∃61　】1586 

大黒摩季 
ああ �#3X�佰������319匡）10 

愛してます �#3��9 ��314 湯�

熱くなれ �#C��9 ��325 湯�

あなただけ見つめてる～スラムダンク～ �����8 ��254 唐�

247 途� �33��7 

いちばん近くにいてね �##(�������306直IlO 

永遠の夢に向かって �#�(��8ヲ���26689 

ゲンキクシテ �#S(��8������336日10 

白いGradation �#�(ｺs�b���256囲6 

－189　－



★・・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��4��ｸ6x6��L�X軍�エンジャー用 リクエストHo． 

習字のパラダイス �#c���b���344匡）6 

東京の花売娘 �3幽�縒���39t∃7 

★瞬くな小鳩よ 鼎(�ｸﾏ澱���42〔或6 

岡村孝子 

壁を急がないで 塔����������232【∃11 

WFnte「Sto「y �#3(�������316〔司11 

89圧】7 � �#C)��r�

TODAY 田b�12 ��215 ��"�

山あり谷おり �#���6 ��265 澱�

53 ��B� 鉄2�14 

岡本敦郎 
あこがれの郵便馬軍 �#��ｺx�｣r���364匡）7 

★有原列車は行く ��(���繧���12t∃8 

★さくら貝の歌 ��8�ｸ謫2���13匡〕3 

★白い花の朕く頃 �����8コ���1185 

岡本真夜 
★AlOne �#Chｺx�｣�2���330匡）13 

★想い出にできなくて �#cr�11 ��351 ����

★この星空の彼方 �#ィ�10 ��368 ����

★サヨナラ �#c��10 ��345 ����

248 ���� �33"�10 

★大丈夫だよ �#cb�12 ��350 ��"�

宝物 �#s��10 ��362 ����

★TOMORROW �##H�ｸ謫�����308匹〕11 

★泣けちゃうほとせつ机1けど～和一ティーハニート �#S��ｸ欣�����335匡】11 

322【ヨ12 � 鼎3H��8��"�

★FOREVER �#3)?｣�����316【∃10 

岡　ゆう子 
★合わせ鏡 �#3(ｺx�｣"���316匡】2 

★浮草 都H��8�"���225【ヨ2 

★浮華の宿 �3�x���｣R���419【ヨ5 

★うちの亭主（ひと） �3#亜�b���440囲6 

★想い洒 �3�亜�b���430囲6 

★おんなの罪 田���"���207匡〕2 

★恋・恋恋一山の辺の道～ �#sH��2���358因3 

寿酒 涛���8�����244【］1 

★幸せさがし夢さがし �#ドｺx�ﾃ"���370匡）2 

★花ふたり �#c(��8�2���346田3 

★夢盃 �3��ｺx�｣B���413匡】4 

★夢ざくら �#C亜�B���332匡）4 

小川知子 

初恋のひと　　　　　　　IP122囲12l　l272直）12 

小川知子・谷村新司 
★忘れていいの　　　　　　l16〔或7l　l16回7 

小川範子 
ひとみしりA［geト天使たちのLesson～l57匡】9　L　l202回9 

荻野目洋子 
明日は晴れる！ �##����ﾃ�3���312【∃13 

北風のキャロル ����x���"���64匡）12 

P107回13 � 田H�俶��2�

湘南ハートブレイク　　　　　　　48（司9 剪�48t互19 

少年の瞳に… 田h���������215E111 

ストレンジャーTonight ����xｺx�｣�B���64〔勾14 

ダンシング・ヒーロー（EATYOUUP） ����xｺx�｣�����64（勾11 

ユア・マイ・ライフ（YDU．REMYLJFE） 鉄����繧���51EI8 

六本木純情派 ����������B���62814 

湾岸太陽族 ����x�ｸ謫�����64〔司10 

荻野目洋子メドレー 
P120回9 � �#�x胡��

－190　－



★…本人出沸映像　☆…オリジナル映像

※手動式用リクエストナンバーのrP」はPLPシリーズです。



★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

－192－


