
★…本人出演映像　☆…オリジナル映像



ノ ���8ｨ4�4x5�6yJx�B� 

★昭和情け川 �#�(��2� 鼎�H胡2�

★人情つれづれ �3#H��8�2� 鼎3h��8�2�

★波止場シャンソン �8�����"� �3��"�

★一夜丹 涛X���釘� �#C��8ィ�

★船宿 �#ベｿﾃ2� �3s�ｺx�｣2�

★彗駅 �#c��ﾓ2� �3S(t32�

★夢情話 �3(��2� �3(ｺx�｣2�

★許してください �9}X�ﾃ"� �9��"�

★夜明け川 田�ｺx�｣�� �#�h�ｸ�S��

★ヨコハマ…書物語 鼎X胡��� 鼎X�ｸ謫���

★別れたけれど �#SH����2� �33�?｣8�����

角川博＆島津悦子 
キ・ラ・ラ　　　　　　　　l304回5　L　l416回5 

門含有希 
312【ヨ4 ��424田4 

★変に疲れて～ラフィズ・ブラインド～ �3�h��8�2� 鼎������2�

★おんなの望郷歌 �#Sx�ｸ欣"� �3C���"�

241回4 ��325回4 

★躁・・・カモメ �#�(��8�"� �#Sh��8�"�

★北の駅 �#S���2� �33XﾌS2�

★こぼれ花 �3#hｺx�｣�� 鼎3亜���

★どうせ東京の片隅に �##(����"� �3�h��8�"�

★どん底 �#38��8�"� �3�y?｣"�

★ナザレの舟唄 �#cC�2� �3C���8�2�

★眠っちまった恋人は �#塗ｺx�｣"� 鼎��#"�

★ノラ �#si+ﾈ�｣B� �3c�ﾌSB�

★ひまわり �#s������ �3SH�����

★幕間一まくあい－ �338���紕� 鼎CY?｣B�

角松敏生 
】仙STC目測馴YU托GLOVEFORME州訂訓19－l59回10l　l205囲10 

門脇陸男 
★祝い船 塗��8��� 塗������

★父・娘（おやこ） 田(�ｸ欣b� �#�絢x�ﾃb�

★俺（オラ）はみちのく色男 �33�^�� 鼎C).｣R�

金井克子 

他人の関係　　　　　　　IP122回9l　L272固9 

金田たつえ 
★赤ちょうちん �#塗��R� 鼎���ｸﾏ迭�

★あかね空 ������B� ���ｺs��B�

★命みちづれ ����ｾh�｣B� �#SH��B�

大張情話 田粟h�｣�B� �#�偉S�B�

★おまえさん ���c"� �������"�

271【∃3 ��355【ヨ3 

★女の暦 鼎X��b� 鼎X�ｸ謫b�

★かくれ傘 涛XｺxuCR� �#C�ﾓR�

★風の追分みなと町 �#sX����"� �3S塔"�

★金沢情話～泉鏡花原作情の白糸」より～ �#C(�"� �3#hｺx�｣"�

12B3 ��12【∃3 

★黒髪ざんげ �#3����絣� �3�H���絣�

★しのび恋 ��8胡b� ��8胡b�

★ソーラン挽歌 �3#h��8�"� 鼎3���8�"�

★他人要 涛Cコ� �#Cx���絣�

★つれおい 鉄X�俶釘� 鉄X��B�

★情無川（つれながわ） �#ベ���紕� �3s�ィ�

★博多恋ごよみ 塔H���澱� �#3cッ�

★花街の母 ��(ｺx�｣�� ��(����

★母恋巡拝L �#sxｺx�｣6ﾂ��3c�ｺt�2�

★飛車角太鼓 �#s���r� �3SH��r�

★人妻 ����2� ����2�

★望郷江差 �3��?｣B� 鼎3�ィ� 

≡7’ 
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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�畔4��ｸ6x6���9�9y2�エンジャー用 リクエストNo． 

★道導（みちしるべ） �3#�3�2���441回3 

★娘の金屏風 都H���綯���22586 

★夫婦駒 �����2���11813 

★夕顔 �#�儺8�ﾃR���263回5 

★湯の町樗 �3�3コ���41585 

★夢花火 �#x��"���27匡）2 

★夢塑 田Hｺx�｣r���212匡）7 

★夜の蝉 �3����b���423回6 

加納歌佳 
★ピエロの涙　　　　　　　l305回12l　l417匡）12 

加納ひろし（嘉納ひろし） 
★変に背かれて �#��������264直）1 

★風の撃 �33cィ���448【∋4 

銀座 都(ｺs�����223回1 

★襟明けの前に �3�����唐���412【∋8 

葦原的美 
lBELIEVE �#3x���2���321匡）13 

★l’mproud �#3X�������319画11 

lWANNAGO �#cB�10 ��348 ����

329 ���� 鼎C��11 

asApe「SOn �#モ�12 ��372 ��"�

★saveyourdream �#CR�9 ��329 湯�

258園10 � �3C(ｺs����

269【勾9 � �3S8胡��

dailynews �#sh������360屈9 

he「ewea「e �#sX�������359回11 

behonest �#ヲ�9 ��401 湯�

Bel加elnFuture～真夜中のシンデレラ～ �#釘�13 ��406 ��2�

252 唐� �33b�8 

268 ���� �3S"�10 

256 途� �3C��7 

LOVEBRACE �#C��6 ��325 澱�

カブキロックス 
★お江戸　　　　　　　　　l58匡】10l　l204蘭10 

かまやつひろし 
★我が良き友よ　　　　　　l42回131　142〔勾13 

上高田少年合唱団 
☆宇百少年ソラン一宇富少年ソラン～ ���#H�������234回11 

P124囲6 � �#3H��b�

☆ビッグ×主題歌～ビッグX（エックス）～ ���#H��8ッ���234【ヨ6 

上沼恵美子 

大阪ひとり　　　　　　　l223囲11　l307回1 

雅夢 

愛はかげろう　　　　　　IP104囲1剖　l67匡）13 

宗門達夫 
小市民2 ����b�3 ��203 �2�

P116 釘� �#�2�4 

ゆけ！ゆけ日工＝コ浩lj ����b�5 ��203 迭�

加門　亮 
★男のグラス �#�(���紕���256【ヨ4 

★男の慕情 �##8��2���307囲3 

★黒のララバイ �#�����紕���365【ヨ4 

★神戸北クラブ �#�����纈���402【∃9 

★旅人（たぴぴと） �3�hｺx�ﾃ2���428匡〕3 

★東京もどり雨 �#cCィ���34884 

東京夜霧 �3�Xｺx�ﾃ����427画8 

293匡）1 � 鼎�X�ｸ謫��

★撫子～なでしこ～ �33xｺx�｣r���449〔司7 

★霜情のブルース �#3h����2���320【ヨ3 

★夜霧　　　　　　　　　　　　326回7 剪�438回7 

－194－



歌手名・タ　イト　ル 剋闢ｮ式用 リクコニストND． ���� 修正欄 �8ｨ4�4x5�6t腥�B��ﾈ詹kﾈ�X5�486x8ｲ�リクエストNo． 剌C正欄 �8ｨ4�4x5�6y�R���

★旅的途上 �241【∃1 ��325【ヨ1 凵嚼ﾃかな夜は二人でいよう �3�H�������426匡〕10 

★野風増 �28直〕5 ��28匡〕5 � �3�x���������429【∃10 

川島だりあ 劔凵哢看 �3�(�ｸ�#�����424図10 

悲しき自由の果てに・・・　　l90匡）11　l243回1 劔凵咤EAT �#Sh�������340囲11 

川中美幸 劔� �#S弌������343④11 

★変は別離 �18【］14 ��18【∃14 剞�{真琴 

18匡）3 ��18匡〕3 刪､の才能 �#C����2���325回13 

★雨の街恋の街 �44〔或2 ��44匡）2 刧T～るろうに剣心一明治剣幕浪漫渾－～ �#S(��8��2���336【ヨ13 

衣〉んたの春 �68回4 ��218回4 僵AN 

★いとしい人へ �212【］3 ��266【∋3 刪､は勝つ 田Hｺx�ﾃ�"���212匡】12 

★越前岬 �18【ヨ1 ��18【∋1 刄Cン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ 都��������220匡）10 

★炎情歎 �69匡】5 ��219匡〕5 凾ｱつぼみじかい恋 都亜�����229回8 

★忍路海岸わかれ彗 �18【〕2 ��18【∃2 刄vロポーズ 都8���纈���224【∃9 

★男じゃないか �44〔勾1 ��44匡】1 凾ｩんコーラ 

★北山しくれ �215【∃3 ��269【ヨ3 凵嘯｠なただrナを　　　　　　l73【∃11ト　l224【ヨ11 

★罠船の宿 �332回1 ��444〔萄1 刳ﾘ国歌謡 

282回4 ��366〔司4 剋рﾉは昌男だけ　Lm閏月紀娼川 �3�S��#����C#x��8��"�

ぐい呑み酒 �60囲3 ��206【或3 剞_崎まき 

★恋歌ふたたび �239【ヨ4 ��323【∃4 僭OODDAYl・N・G～ツ］シしっかりしな乱トl207匡）2l　l261匡】2 

零花秋灯 �97【∃3 ��2501ヨ3 剞_戸一郎 

★大河の流れ �318回2 ��430匡】2 凵嚥竝ﾀ九丁目水の上 塗�����2���6【〕13 

蛸焼き人生 �56【ヨ7 ��201【］7 凵囂¥代の恋よさようなら ���ｺx�｣�����11④10 

★ちようちんの花 �232匡）5 ��316匡】5 凵囀結档宴vソディー 妬+ﾈ�｣R���6回5 

★月の砂漠 �90【∃2 ��243【〕2 刳･　二郎 

月夜だね �49匡〕5 ��49匡】5 凵嚮Z責 �3�x��B���419（司4 

★浪花灯り �18囲14 ��18回14 凵囎ﾏしき人よ �#s��3 ��363 �2�

★なにわの女 �293回4 ��405〔司4 凵囃jの錦 �#c��4 ��353 釘�

★二輪章 �262回6 ��346囲6 凵嚴vい出川 �#3��5 ��315 迭�

★花咲港 �18回13 ��18匡】13 凵嘯ｱころ花 �#S��2 ��342 �"�

★零ふたD �309【ヨ7 ��421【〕7 凵嚴�� 田X������214〔司8 

★ふたり酒 �26直〕2 ��26回2 剋�ﾉ酔いたい �3�8��"���425〔司2 

★ふたりの絆 �18【∃13 ��18【∃13 凵嘯ｵのび酒 鼎Xｺx�ﾃ�"���45区‡12 

★ふたりの春 �26回13 ��26囲13 凵囁蝠ｶ字 �#S(���綯���336【∃6 

★豊後水道 �26回3 ��26囲3 凵囓ｷの終りに ��(���紕���12【∃4 

★南へ旅しませんか �254匡）4 ��338〔司4 凵囀V命 �#�hｺx�ﾃ"���260匡）2 

昔のように港町 �99【ヨ2 ��253【ヨ2 凵嚼l情酒場 涛h��2���249回3 

★遣らずの雨 �18回4 ��18回4 凵嘯ﾊくもり 都塔R���2301ヨ5 

★夢追い女 �80日3 ��231【∃3 凵嘯ﾋぶた男肌 �#xｺs��"���27回12 

★宵持しぐれ �326回1 ��438図1 凵嘯ﾌぼり竜 鉄����紕���205【∋4 

★麗人貰歌 �248田5 ��33285 � �#ch胡"���350囲2 

川中美幸メドレー 劔凵囈g濡万里 �##x��8�"���311【∃2 

恋時雨　　　　　　　　IP123回9l　l271図9 劔凵夐S（はなむけ） �#x���2���27囲13 

川中美幸・弦　哲也 劔凵嘯ﾓたりの止まり木 �#澱�6 ��408 澱�

★今夜は乾杯 �26回12 ��26回12 凵囑]楼の果て �#C"�2 ��326 �"�

★二輪筆 �280【］6 ��36486 凵嚴O宅 塔R�2 ��237 �"�

川中美事・吉幾≡ 劔凵嘯ﾜごころ �#�b�3 ��270 �2�

★出張物語　　　　　　　l302囲7l　l414回7 劔凵囀s忘れの花のように �3#b�3 ��438 �2�

川野蔓美 劔凵嘯ﾝれん酒 ��8ｺx�｣"���13匡〕2 

★あばれ海峡 �285匡）10 ��369匡）10 刳･　二郎・北見恭子 

★サヨナラ桟橋 �327【∃7 ��439【∋7 剿ﾘ曽路わかれ雨　　　　　l62〔勾111　l208囲11 

★出世太鼓 �309【∃2 ��42182 刳･二郎・宅山かずさ 

★じよっぼり �336回6 ��448匡）6 凵嘯ﾓたり舟 �#�(�ｸ謫2���266囲3 

★白いフェリーの船長さん �300回14 ��412匡〕14 � 

★博多つ娘（こ）純情 �302【∃2 �414日2 冤菊池章子 

川村かおり 劔凵嚏ﾝ壁の母 �#hｺx�｣b���26直I6 

見つめていたい　　　　　179【∃11l　l230Bll 劔� �#h･��ﾃr���26回7 

河村隆一 劔刹e池祐子 

K　SEKl �#SФ�� �3C(���縒���ｩ�ﾈ*)�(+�+X*�.ｨ����������ﾃc(��������ﾃ#��ﾓ��

★Glass �254回7 ��338匡】7 刳ﾝ田智史 

322回10 ��434囲10 凾｠んたの純情　　　　　　　145851　　L　45【ヨ5 
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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� �9 �ﾈ詹kﾈ�X5���486x8ｲ�手l肋式用 リクエストNo． ��鳴��"�ﾂ�ﾂ���ﾌ���｢�������ﾒ�ｹ��修正欄 �8ｨ4�4x5�6t蹂�B�劍�9�8ｼ"�リクエスト仙 

★きみの朝 �#8�����"� �#8�����"�亰���*�*ｨ.(*ｸ�｢�317回1 ��429【丞1 

★黄昏 �#8�����2� �#8�����2���r�84回6 ��236匡】6 

岸田智史・生田智子 劔��ｩ��=��ﾉ�Y5ｸ編�5［司4 ��5回4 

★今夜は秘密の…　　　　　l58【〕5l　l204【〕5 劔��ｩ�ﾂ�29【∃8 ��29【∃8 

素志園 劔亅H�2�319匡】1 ��431回1 

OneNightCarnival（2002．5。29）E332E）12L　　l444E）12 劔��5【∃13 ��5【∃13 

岸　千恵子 劔��ｩfｸ,ﾉ&ｩ�B�33781 ��44981 

男の拳 �3�����綯� 鼎##ッ���ｩfｸ,ﾉ�Y&��67回7 ��216回7 

★干恵っ子よされ 鼎���8ヲ� 鼎�ヲ���ｩfｸ,ﾈ-8.�+8,b�297回7 ��409匡】7 

売島サリオ 劔��ｩfｸ,ﾈｹ��｢�5【∋12 ��5【ヨ12 

】nSalah－赤い砂－ �#�x��8��"� �#c������"���ｨﾅｩ.ﾙ�ﾙY2�5【∃5 ��5【ヨ5 

211回2 ��265回2 � �#CXｺx�｣b� �3#�ﾓb�

★私からKiss �#��������� �3�(���������ｨﾈ8ﾏｸ葈���)I�6x986ﾈ8ｸ���5回1 ��5陸〕1 

岸　洋子 劔��ｨ��+ﾈ數$2�5〔司5 ��5匡〕5 

★希望 ��H����2� ��H��8�2���ｨﾛ���+�+�.ｸ�｢�50【∃7 ��50【∃7 

★恋心 祷��2� 祷胡2����97回6 ��250匡】6 

9【∃12 ��9【ヨ12 凵囗c 店���2� 店ｺx�｣�2�

★酔いしれて ��H����� ��H�������ｨ臺h�,ﾈ��5【∃10 ��5【］10 

来生たかお 劔��ｨ+8-B�70囲6 ��220〔或6 

★浅い夢 �##x���� �3������倅����<X轤�260回9 ��344医）9 

★GoDdbyeDay �3y.｣�� �3xｺx�｣����ｨ�(X踊,ﾘ跌Jﾘ羊�5囲2 ��5〔司2 

263【∃8 ��347【〕8 凵囂C羅の川 �33(��8��� 鼎CD&ﾂ�

★夢の途中（セーラー服と機関銃） �3y�ﾓ�� �3x胡������320匡）3 ��432底3 

夢より遠くへ 田X���繧� �#�H���繧�倬��+yW域ﾒ�71匡】6 ��221〔或6 

北川大介 劔��ｩ�ﾘｶ��5【ヨ8 ��5【］8 

301E11 ��413【ヨ1 凵嚼l生道 �3�sビ� 鼎����8ビ�

★北に生まれたその女（ひと）は �3#H��r� 鼎3h胡r���ｨ5ﾈ�ｸ8�98,兀2�5回14 ��5囲14 

★北の終着駅 �3�9?｣�� 鼎#X���繧���ｩ'ﾂ�254回6 ��338匡】6 

334回8 ��446匡】8 凵嚠ﾇ �##8ｺx�ﾃR� �3�x��R�

北川裕二 劔��ｩX8,ﾙ�(,"�330【］6 ��442【ヨ6 

★男のまごころ　　　　　　l32688l　l438【∃8 劔冽i�i�B�77区】7 ��228匡】7 

北神田≡郎 劔��ｨﾜ�.b�314【∃1 ��426【ヨ1 

★涙の停車場　　　　　　　l86回2l　l238〔惑2 劔���.ｸ*H+(+H/�+x-�,h.閲r�297直】6 ��409因6 

キクキマユ 劔��ｨ���68ﾌ��278〔司6 ��362〔勾6 

ドゥ一・ユー・リメンバー・三一l312回13l　l424回13 劔�����,�+8��6��｢�331図1 ��443回1 

北沢麻衣 劔�,�-ﾘ+��B�86〔司1 ��238匡】1 

★重民次－GINJl－ 鉄8ｺx�｣�� 鉄8ｺx�｣���#����D��9:｢�303【〕8 ��415日8 

★潜のセレナーデ 都X���� �##hｺx�｣����ｩ?ｩgｸ､2�Slヨ3 ��5【∋3 

北島三郎 劔��ｨﾚｨ,�+��263匡）5 ��347図5 

★愛の道 添?｣"� 店����"���ｩD驀b�29【ヨ9 ��29【］9 

あじさい情話 鼎X��B� 鼎X胡B���ｨ,ﾈ-ｨ.萎"�293匡Ⅰ6 ��405匡〕6 

おぼれ松 �#����b� �3cX胡b���ｩH��ﾘ,ﾈ��5【∃14 ��5【∃14 

★石狩川よ �#38ｺx�｣b� �3�x胡b���ｩI��,ﾈ��5【∃9 ��5【∃9 

★命 �33H���� 鼎Ch������ｩJ�ﾚｨ,ﾈ*�/�,��5【∃11 ��5【∃11 

★宴 涛Xｺx�｣b� �#C亜�b���ｨｻB�304匡）8 ��416回8 

詠人～おじやる丸～ �#ス������ �3c���������ｨ扎,iH"�5匡〕6 ��5回6 

★海はいま �#C�胡R� �3#X�ｸ謫R�冽ｨ+�-ﾈ.��ﾈ���257匡旧 ��341（司6 

★狽 �#C�ﾓb� �33(��b���ｩ^��5回7 ��5匡け 

★男 �3�hｺx�｣"� 鼎#��ｸ謫"���ｩYy��,�*ｨ.ｩ{r�5圧】10 ��5【司10 

★男一代 �#3仄x�ﾃR� �3#8��R���ｩ[ﾙ�ﾈ尸:｢�47囲6 ��47〔司6 

★男の精神（こころ） �3�亜��� 鼎3��刎���冉ｹ72�76i互）7 ��227匡け 

★男の涙 店ｾh�｣�� 店������ｨ乖,ﾉ&｢�5【∃1 ��5日1 

男の虫工 �#S仄x�ﾃb� �3C8��b���ｨ-ﾈ,(.��5匹】8 ��5匡）8 

男幡随院 �#ch胡r� �3S�胡r���ｩ|��301（司7 ��413凰7 

男達 涛H胡R� �#Cx胡R���h���286匡16 ��370協6 

★尾道の女 店ｺx�｣�"� 顛?8�ﾃ�"�冕)x���������������������������#sH���ﾃR���358t∋5 

★父親（おやじ） �3#H･��｣�� 鼎3h������ｨﾆ(���29【ヨ10 ��29【∋10 

★おやじの背中 �#�����絣� �#SSコ���ｩWiWy�(Ⅸ�5匡）3 ��5回3 

★帰ろかな 店���ﾃr� 鉄ビ���､ﾅR�57匡）13 ��202回13 

★加賀の女 店ｺx�｣��� 店�3�����ｨ.(/��M(慊�219回6 �#3�8ｺxuCb�

．？ ��ﾃ��劔6－ 



喜7’ 

ノ ���8ｨ4�4x5�6~v��

！ラ・ヴイアンローズ ����儺8�ﾃ�"� 田(ｺx�｣�"�
■★RUNAWAY �#c(ｺx�｣��� �3Chｺx�ﾃ���

★RamblingRose �#�8���綯� �#Sx���綯�

lRAlN－DANCEがきこえる ������俶���� 田)T8�ﾃ���

KIX・S 

：★自由に歩いて愛して �##亜��"� �3�(胡�"�
：抱いて・・・抱きしめて �#�(���2� �#ch�ｸ謫�2�

MYL】FE �#�H���紕� �#c���8ィ�

84匡】9 ��236回9 

LOVJN■YOU �#�8����� �#Sxｾh�｣���

書納昌吉＆チャンプルーズ 
ハイサイおじさん　　　　l310匡〕5l　l422固5 

木下結子 
ノラ　　　　　　　　　　l270【∋101　1354【∃10 

！木の実ナナ 

21【∃12 ��21【∃12 

★おまえさん �#�������� �#�����

．君　夕子 

★艶歌 ���?｣"� �������"�

★昭和任侠伝 ��������� ���������

★悲願花 鉄H��B� 鉄I.ｨ�｣B�

★夢ワルツ 都H��"� �##Xｺx�｣"�

キム・チ■ヨンチャン 
ごめんネYuji　　　　　l63【ヨ51　1210【ヨ5 

キム・ヨンジャ 

愛☆アリガトウ �3�絢x�｣R� 鼎3�ｺx�｣R�

★変の伝説 都����紕� �##�?｣B�

★哀恋歌 塔(����2� �#33�2�

★熱い河 �#C(胡�� �3#h�ｸ謫��

★暗夜航路 鉄8ｺx�ﾃB� 鉄8�ｸ謫B�

335匡〕3 ��447匡】3 

★北の海明け 涛Hｺx�｣"� �#Cx�ｸ謫"�

★北の雪虫 �33hｺx�｣2� 鼎C�ﾓ2�

★人生海峡 �#�(ｺx�｣2� �3ch胡2�

★東京運河 �#c��ｸ�ﾃR� �3S(･��ﾃR�

東京の径は短くて �#cx��8�"� �3S�����"�

★涙の鎖 �##����紕� �3�#ィ�

★涙のしずく �#S�T8�ﾃB� �33Xｺx�｣B�

★寄告鳥 �#�8胡"� �#cx胡"�

ひとり居酒屋 �##)?｣B� �3�h��8ィ�

★陽は昇る �#嶋��8ィ� 鼎�����紕�

★道しるべ �#�ャ"� �#c#�"�

★湯情の宿 �3�����絣� 鼎#���8コ�

★夢千里 �3#H��2� 鼎3h�ｸﾏ�2�

キム・ヨンジャ＆浜　圭介 
★北の法害寺 �#S�#b� �3C(���澱�

★北の迷い子 �#CSコ� �3#����迭�

木村隆衛 
★筑豊一代　　　　　　　　　l2982l　　f　2982 

木村友衛 
男の手締め 涛�ｺx�ﾃ2� �#C8ｺt�2�

★浪花節だよ人生は �3絢x�｣�2� �3絢x�｣�2�

至木村優希 
★月下美人は恋の花　　　　　l50【ヨ4】＋15084 

木村悠希 
★心宿　　　　　　　　　　l231回2l　I315回2 

．木村　弓 

lいつも何度でも一千と千尋の神隠し～1323t勾81　1435囲8 

キム・ランヒ 
★アモーレ・アモーレ　　　　　　　262【∃4　　　　　346【∋4 

7－ 



★・・・不人出沸映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タ　イトル 偃�:韭駢��8ｨ4�4x5�6t蹂�B��4��ｸ6x6���9�>�2�エンジャー用 リクエストN0． 

硝子の少年 �#Sx�����2���341日13 

ジェットコースター・ロマンス �#cx�����"���351【∋12 

情熱 �3�8�ｸﾏ������425匡IlO 

好きになってく愛してく �#塗���������408811 

全部だきしめて �#s�ｺx�｣�����355回11 

SOlitude～真実のサヨナラ～ �32�日11 ��446 ����

夏の王様 �#��【∃10 ��411 ����

HappyHappyG「eeting �#r�日13 ��361 ��2�

フラワー �#�9+ﾃ�2���367区）13 

Hey旦みんな元気かい？ �3#�ｺx�｣�"���433t司12 

ボクの背中には羽根がある �3�儺8�ﾃ�����421匡）11 

もう君以外愛せない �33X縦�����447底）11 

279810 � �3c8��8����

KINGTONES 
★グッド・ナイトベイビー �2�【∃12 ��31 ��"�

★暗い潜のブルース �2�tヨ13 ��31 ��2�

★100万の想い出 澱�日5 ��215 迭�

キンモクセイ 
★二人のアカボシ　　　　　l328〔司12l　l440回12 

く �� �� ��

クール・ボナール
☆近射てフアローズの歌～大阪近針ロァローズ～

☆宇宙刑軍ギヤパン～宇宙刑事ギヤバン～

☆キン肉マンGoF厄htトヰン肉マン～

署と歩きたい～ヨーヨーの描つ家み～

★しあわせまだかい

とっておきの季節

あなたしかいないでしょ

★カーマスートラの伝説

くちびるから娠藁

抱いてくれたらいいのに

BlueVeIvet～ドラゴンボールGT～

ぼやぼやできない

－198－



★…本人出演映像　☆…オリジナル映像

リクエスト〃叫輝正仰lリクエスト伽． 

久美京子 
★愛染流し �3��T8�｣�"���422匡112 

★越後粉雪・出雲崎 �33X���紕���447【ヨ4 

唐木麻衣 

aIways一名掴コナン天国へのカウントダウン～ �3�H�������426匡】11 

Can’tfo「getyourlove �3�⑨���"���430812 

Sec「etDfmyheart～名探偵コナン～ �#嶋ｺx�｣�2���410【亙13 

SimplyVJonderfuI～ClubEdit～ �3�Hｺx�｣�"���416回12 

StandUp �3�(胡�"���424匡112 

Staybymyside �#度胡�"���409匡】12 

冷たい海 �3�弌��"���421〔司12 

Delrc70USWay �3���11 ��413 ����

299 ��"� 鼎���12 

316 ��"� 鼎#��12 

Makemyday �33xｺx�c�����449回11 

Likeasta「inthenight �333������445811 

Love▲DayAfterTomorrow �#塗���2���408回13 

ReaChforthesky �3�yT8�｣�2���419〔盃13 

グラシエラ・スサーナ 
★アドロ 鼎H�佰�2���44回3 

★サ川の女王 鼎H胡B���44回4 

★時計 鼎Hｺx�｣R���44匡】5 

Class 

永遠の累彦頁 �#�h���繧���260【ヨ8 

夏の日の1993 涛X��8������248【∃11 

HoHday �#�H�ｸ謫�����258回11 

もう署を離さない 涛����縒���251B7 

クリエイシヨン 
ロンリー・ハート（Lone】yHeart）I67E）1P　　F216E）1 

クリスタルキング 
☆愛をとりもどせトト北斗の拳～ �#3H���������318【∋10 

大都会 ����x���絣���209【∋5 

GLAY 

332【∃10 � 鼎CH�������

」▼m7nLove �#s8���繧���357B8 

aBoy～ずつと忘れない～ �#Chｺx�｣�����330回11 

Yes，Summerdays �##亜������312〔勾10 

★Winte「，agaln �#s絢x�｣����362匡】8 

★抑nte「．again－Stud‡0VerSbn－ �#ス���������369【∋11 

★WayofD椚e「ence �3#H�ｸ欣����436〔召8 

★口唇 �#S8���������337【∋10 

313回9 � 鼎#X胡��

グロリアス �#38ｺx�｣�����317〔勾11 

287圧】7 � �3s���r�

★サバイ用レ～KAIKANフレーズ～ �#�8���������367【∃10 

★嫉妬（KURlD／PHANTOMmix） �3#8������435囲9 

ずっと2人で‥・～ハイカーマイス～ �#ォ��r���368〔司7 

★STAYTUNED �3�b�11 ��428 ����

303 ���� 鼎�R�10 

★SOULLOVE �#c��8 ��352 唐�

★とまとい �3�2�9 ��415 湯�

★HOVVEVER �#Shｺx�｣�����340回10 

★HAPPINESS �#�9.ｨ�｣r���405〔司7 

春を愛する人 �33����������442【∃11 

★BEWITHYOU �#sh���途���360【∃7 

BELOVED �#CXｺx�｣�2���329亡国13 

★ひとひらの自由 �3���9 ��430 湯�

★FightingSpir圧 �3#��9 ��433 湯�

★MERMAlD �3���9 ��413 湯�

331 ���� 鼎C2�10 

X手動式用リクエストナンバーの「P」はPLPシリーズです．



「

★…不人出演映像　☆…オリジナル映像



歌手名・タ　イト　ル

冥夜中のシャワー

ラ・ヒターナーLaGitana～

種壷艮淑メドレー

桂銀淑・浜圭介

大阪しのび逢い

恋・あなた次第

GEISHA GIRLS

★星空のふたり

CHEMlSTRY

ltTakesTvUO

若をさがしてた－NewJe「seyUnTted～

PJECES OFA DREAM

PointofNoRetu「n

YouGoYou「Way

けん♀♂lナん（研ナオコ＆志村けん）

銀座あたりでギン旦ギン！ギン！

☆まところよりところ

弦　哲也・緯世一美

かもめはかもめ

Tokyo見返り美人

夏をあきらめて

小泉今日子 
艶姿ナミグ娘 ����y?｣�2� �#����8��2�

あなたに会えてよかった 都����� �##�ｺx�ﾃ��

学園天国 鉄(���綯� 鉄(���綯�

キスを止めないで ��ﾆﾆﾈｺx�｣b� 田�胡b�

G00dMorn7ng－CaJl ��ﾆﾆﾈﾔﾈ�｣r� 田�ｺx�｣r�

Plll匡】8 ��60匡】8 

自分を見つめて 塔8ｺx�｣r� �#3Xｺx�｣r�

素敵なラブリーボーイ 塔(�����2� �#38�����2�

月ひとしずく �#�8���繧� �#cx���繧�

渚のはいから人魚 ��ﾆﾆﾈｺx�｣2� 田���2�

なんてったってアイドル ��ﾆﾆﾈｺx�ﾃR� 田�ｺx�｣R�

230【∃6 ��314日6 

FadeOut 鼎xｺs���� 鼎x胡���

formylife �#����"� 鼎�8ｺy?｣"�

MySweetHome �#�����繧� �#SX���唐�

水のルージュ ��ﾆﾆﾈｺx�｣"� 田�胡"�

見逃してくれよ！ 鉄X�����"� 鉄X�����"�

優しい雨 涛���8��"� �#C8��8��"�

歌手名・タ　イト　ル ��劔 リクエスト〃〇・修正憫」リクエス州0． 

ヤマトナデシコ七変化 ��ﾆﾆﾈｺx�｣B���60〔召4 

夜明lナのMEW ����H�����2���57【ヨ13 

小泉今日子メドレー 
めざせよ旦乙女　　　　　　IP120【ヨ8】　】217【∃8 

香西かおり 
★あなたへ �3#2�3 ��435 �2�

★雨酒場 鼎��1 ��41 ���

★雨膵橋 �#Sb�6 ��340 澱�

★浮雲 �#s(ｺx�｣R���356囲5 

★浮環草 �3��ｾh�｣b���413回6 

★宇治川哀歌 �#3hｺx�｣2���320囲3 

★越前恋歌 �#�X���紕���26984 

★人形（おもちゃ） �#S絢x�｣R���342匹〕5 

★恋筆紙 �#乖H8ィ���40584 

★恋舟 鉄����釘���20484 

恋紅葉 塔X�佰�"���237囲2 

226 �2� �3������2�

★恋慕川（しのびがわ） �#���3 ��255 �2�

★すき �#S��3 ��334 �2�

★楽しい人が好き �3�(��2���424回3 

68〔司3 � �#�絢s�2�

花挽歌 塔B�3 ��236 �2�

★母から母へ �#cb�4 ��350 釘�

329 迭� 鼎C��5 

★望郷十年 �#�2�3 ��367 �2�

★無言坂 涛��6 ��244 澱�

香西かおり＆高山　厳 

恋をちょうだい　　　　　l95【ヨ21　1248【∃2 

香西かおり・伍代夏子・坂本冬美・長山洋子・藤あや子 
心の糸　　　　　　　　　l221回61　1305匡I6 

小唄勝太郎 
明日はお立ちか　　　　　　l260直】111　1344回11 

小唄勝太郎・三島一声 
東京音頭　　　　　　　　l244屈81　1328匡】8 

香田　晋 
★雨じゃんじゃん 都��俶�����221〔司1 

★雨の小京都 �#C8ｺx�ﾃ����327区】1 

★何処（いずこ）へ �3�x�俶�2���419圧】3 

★うそつき �#3(����"���31682 

★お墓女房 �3#h��R���438囲5 

男同志 鉄�ｺx�｣����51回1 

★女のいのち �#塗����"���40引ヨ2 

★がんにんや �3�h���紕���428【∃4 

★北のいい女 �33h��B���448囲4 

★酒場の金魚 �#cx��"���351回2 

★シャボン玉フワリ �#ヨｺx�｣2���372【亙3 

★ちぎれ雲 �#sx���｣2���361【∋3 

★手酌酒 塔(����"���233【∃2 

229厨1 � �3�8ｺx�｣��

★ネオン舟 �#S8ｺx�｣����337回1 

ヤン累丸 鉄�����"���20482 

★ゆうやけ 田)�ﾓ����208t司9 

★雪次郎鵠 �#�s�����301【∃1 

★夢いちど �#�H����2���258B3 

★酔うだけ酔わせて �#c��佰�2���345〔司3 

★渡り鳥～北から南から～ 涛塔����253【∃1 

裔　英男 

★雪の降る町を　　　　　　l　98131　】9【∋13 

郷　ひろみ 
P 劔� 

哀愁のカサプフンカ　　　　　　103B6　　　　　68【∋6 劔凵ﾟ；1 



★…不人出潤映像　☆…オリジナル映像



★‥・本人出演映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タ　イト　ル ��

このみ磨新 
★風酒場　　　　　　　　　l51回11l　l51回11 

小鳩くるみ・大杉久美子 
☆アタックNR1－アタックN0．1～lP124匹】101　1234t司10 

小林明子 
P107 途� 田B�7 

こころの炎～SomewhereDUtthe「e～ 田"�6 ��208 澱�

心みだれて～SayitvJ汀hfbwers～ ����r�6 ��64 澱�

突実 ����r�5 ��64 迭�

小林　旭 

アキラのタンチョネ節 �#SX������339匡】9 

★熱手心に �3H胡r���34匡】7 

★あれから 涛r�6 ��250 澱�

腕に虹だけ �#���5 ��302 迭�

★お世話になったあの人へ �3B�4 ��34 釘�

乾いた花びら �#Cr�5 ��331 迭�

ギターを持った渡り鳥 �#SXｾh�｣�����339匡】10 

★北へ �3H��ﾓ����34匡】9 

恋の山手線 �3��胡R���412回5 

★ごめんね �3C�8ヲ���3489 

★酒挽歌 �3#���������44081 

★さすらい �3H��B���34〔司4 

自動李ショー畝 �#C弌�b���333胚〕6 

★純子 �3Hｺx�｣b���34【司6 

★昭手口恋眼 �3�I?｣"���426【∃2 

★惜別のロ月 �3H��8ビ���34Eけ 

244匡】10 � �3#亜����

★ついて来るかい �3Hｺx�｣����34回8 

どんでん �#s仄x�｣2���363回3 

★女房きどり �3B�5 ��34 迭�

★惚れた女が死んだ夜は �#SB�5 ��338 迭�

★水たまり �3B�6 ��34 澱�

★葺の名前で出ています �3B�8 ��34 唐�

★もう－慶一から出なおします �3H�俶迭���34屈5 

やどかりの敵 鉄欝8�ﾃ"���204回2 

雪散華 都x��8ビ���228【ヨ7 

夜の旅人 鉄�ｺx�｣�2���51回13 

私の名前が変わります �#ス���絣���369【ヨ5 

小林旭メドレー 
懐路　　　　　　　　　IP120【∃41　1217【∃4 

小林麻美 

雨音はショパンの調べ　　】P105匡】131　l66匡）13 

小林幸子 
★雨の屋台洒 �#�8��R���257〔盃5 

一夜かきり 涛����絣���24385 

命しらずの渡り鳥 �3�絢x�｣b���420回6 

天命燃ゆ 田H��8ビ���212【ヨ7 

★うしろかげ 嶋ｺx�ﾃB���8匡】4 

★越後情話 �#C#コ���326【ヨ5 

8【∋6 � 嶋��8ッ�

★女の円舞曲 嶋ﾔﾈ�｣����8因1 

風とLbLよlこ～ポケットモンスターミュウツー鴫！卜 �#s�?｣b���362【∃6 

恋塑 塔8ｺx�｣R���235匡】5 

★幸せ �#Sx���紕���341B4 

雪泣夜（せつないよ） �3#$S�"���43482 

★両月伝説 �#cIT8�｣b���348（司6 

★とまり木 嶋������8囲9 

★泣かせ雨 �#�(ｺx�｣b���404回6 

★泣かせやがってこのやろう 嶋�����B���8814 

★母ひとり �##8ｺx�｣B���307〔司4 

※手動式用リクエストナンバーの「P」はPLPシリーズです．



★・日本人出演映像　☆…オリジナル映像

ZARD 

変が見えない �##9T8�ﾃr� �3�x�ｸ謫r�

新しいドア～冬のひまわり～ �#s���8モ� �3c'H8モ�

216〔司8 ��270囲8 

恩もできない～中華一番旦～・ �#ch�俶唐� �3S�ｺx�｣��

痛いくらい若があふれているよ �#�ｺx�｣�� 鼎��ｺx�｣��

85810 ��237【∃10 

運命のルーレット担して－名探偵コナン～ �#s(���纈� �3Si?｣��

永遠 �#Sx��ﾓ�� �3C��ｸ謫��

Ohmylove �#�h胡r� �#c�ｺx�｣r�

256〔勾8 ��340回8 

99【∃7 ��253【ヨ7 

葛がいない 涛(ｾh�｣�� �#CX胡��

251【ヨ8 ��335【ヨ8 

GOODDAY �#syT8�ﾃ�� �3c�ｺx�｣��

G00d，byeMyLoneHness 田x���纈� �#�i63��

303匡】10 ��415囲10 

心を聞いて �#3�ｳ�� �3#(胡��

この愛に泳ぎ疲れても �#����r� �#SXｺx�ﾃr�

292匡】8 ��404（司8 

こんなにそばに居るのに �#�����縒� �#c8��8ビ�

228匡】7 ��312（司7 

218匡】7 ��302回7 

世界はきっと未来の中 �#オ?｣r� �3c����縒�

Don■tyouseeトドラコンボールGT～ �#C亜��� �33(�ｸ謫��

ハイヒール脱ぎ捨てて �##�ｺx�｣r� �3�HtSr�

不忠洛ね・・・ 都���8��"� �##������"�

PrOmisedyou �3�yT8�ﾃ�� 鼎�仄x�｣��

232圧）8 ��316匡）8 

MyBabyGrand～ぬくもりが欲しくて～ �#c(縦�� �3Chｺx�｣��

MrNDGAMES �#���ｸ謫��� �3cX枋���

負けないで 涛��刎途� �#CHｺs�r�

もう探さない 都hｺx�ﾃ��� �##xｺx�｣���

もう少しあと少レ‥ 涛x���纈� �#S����纈�

93【司8 ��246囲8 

THEYELLOWMONKEY 
★球根 �#chｺt��"� �3S����"�

★JAM �#3x�俶��B� �3#��俶��B�

－204－


