
★…本人出演映像　☆‥オリジナル映像

歌手名・タイトル 偃鮎餾�ｭb�8ｨ4�4x5�6t蹂�B��4��ｸ6x6���9�8ﾞVﾂ�エンジャー用 リクエストHo． 

愚か者 ��ﾄ��7 ��68 途�

夢絆（きずな） ��ﾄ��11 ��68 ����

★北街角 ����9 �254 湯�

ギンギラギンにさりげなく ����2�9 ��68 湯�

268匡）10 � �3S(胡���

純情物語 ��ﾄ��13 ��68 ��2�

青春 ����2�10 ��68 ����

大将 ����2�＿12 ��68 ��"�

P103 唐� 田��8 

23 ���� �3�r�10 

Made盲nJapan ����I+ﾈ�｣�����57囲10 

夕焼けの歌 鼎WH8プﾂ��45【］7 

近藤宍彦メドレー 
おまえにコンプレックス　　IP119【∃10l　l213【∋10 

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～ ���#H��8ビ���234【∋7 

☆七色仮面の款～七色仮面～ �#3H������318匡】1 

COMPLEX 
1990 鉄x��8ヲ���202【∃9 

恋をとめないで 鉄(���紕���52【ヨ4 

BEMYBABY 鼎x������47回9 

ZARD 

空が見えない �##8胡r��307風7 

新しいドア～冬のひまわり～ �#s�?｣����362【∋8 

あなたを感じていたい �#�i+ﾈ�｣����270［勾8 

息もできない～中華一番1－° �#ch������350回8 

痛いくらい署があふれているよ �#�������401回8 
・85BlO � �#3tT牝��

運命のルーレット廻して～名探偵コナン～ �#s#ヲ���356【ヨ9 

永遠 �#Sxｿﾃ����341回9 

Ohmylove �#�hｺx�｣r���260回7 

256囲8 � �3C��ﾓ��

99【∃7 � �#S3ビ�

君がいない 涛)������245匡】9 

251【ヨ8 � �33Y?｣��

GOODDAY �#sx������361回8 

Good－byeMyLoneliness 田x��8ヲ���216【ヨ9 

303匡】10 � 鼎�Xｺx�｣���

心を開いて �#3�ﾓ����322回9 

この愛に泳ぎ疲れても �#����r���255匡】7 

292回8 � 鼎�H胡��

こんなにそばに居るのに �#�塔r���263【］7 

サヨナラは今もこの胸に居ます �##亜�r���312匡】7 

218囲7 � �3�(胡r�

世界はきっと未来の中 �#ォ���縒���368【ヨ7 

Don’tyouseeトドラコンボールGT～ �#C絢x�｣����332匡】8 

ハイヒール脱ぎ捨てて �##���r���304囲7 

不思議ね・・・ 都��8��"���221【ヨ12 

PrOmisedyou �3�xｺx�ﾃ���419囲9 

232回8 � �3�h�ｸ欣��

MyBabyGra［d～ぬくもりが欲しくて～ �#c(������3Ch�ｸ謫��

MINDGAMES �#��y#��������3cYYs���

負けないで 涛���r���244回7 

もう探さない 都h�������227匹〕10 

もう少し布と少し… 涛x���湯���250【ヨ9 

揺れる想い 涛8ｺx�｣����246匡）8 

THEYELLOWMONKEY 
★球根 �#chｺx�｣�"���350囲12 

★JAM �#3xｺx�｣�B���321回14 
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酒井法子 
221【∋10 �3�X�������

★鏡のドレス �#CX��8��"� �3#������"�

★涙色 �#Sx�ｸ謫��� �3C�uI����

★HereIam一泣きたい時は泣けばいい－ �#3hｺx�ﾃ��� �3#�+ﾈ�｣���

★横顔 �#s�胡��� �3SX�����

堺　正章 

60直）14 ��206囲14 

二十三夜 ����(���B� 鉄仄x�｣�B�

街の灯り ����X胡�B� 鉄hｺx�｣�B�

坂上二郎 
★なあ…友よ　　　　　　　l305【∃11r　　1417811 

坂本　九 

明日があるさ ���#(ｺx�｣"� �#s(ｺx�｣"�

★上を向いて歩こう �3I�ﾓ�� �3H����

★見上げてごらん夜の星を �3H��"� �3H��"�

坂本九＆パラダイス・キング 
悲しき60才（Mustafa） ���#X������ �#C�������

G∴ブルース ���#X��ﾓR� �#C�ｺx�ﾃR�

P125回1 ��240匡】1 

坂本スミ子 
★たそがれの御堂筋 �3�����2� �3���8�2�

★夜が明けて �#�����"� �#�����"�

坂本冬美 
★おぼれ太鼓 �#X�����B� �#X��8��B�

あばれ太鼓～無法一代入り～ �3����r� 鼎#(ｺx�｣r�

雨あがり 鉄X胡R� 鉄Xｺx�｣R�

★祝い酒 鼎�モ� 鼎���8モ�

★うずしお �##(ｺx�｣b� �3�h�ｸﾏ澱�

うりずんの憤 �33Xｺt釘� 鼎Cx��B�

★男侠（おとこき） �3#(��B� 鼎3H��B�

男の情話 鼎c��2� 鼎h�����2�

．男惚れ 塔�ィ� �#3(��8ィ�

278囲4 ��362匹〕4 

★恋は火の舞剣の舞 涛(ｿﾃR� �#CX��R�

．★大志（こころざし） �#S�?｣R� �33H���迭�
：能等はいらんかいね 鉄絢x�｣r� �#�I��r�

火の国の女 田�+ﾈ�｣�"� �#�絢x�｣�"�

★風鈴（ふうりん） �3�(���絣� 鼎�H���迭�

★ふたり咲き �#cx��2� �3S���2�

★船で帰るあなた �#��T8�｣R� �#SXｺx�cR�

★壁の提灯 �#3Y�ﾓR� �3���ｹ;コ�

★夜叉海峡 �#店��B� 鼎�x��B�

★夜桜お七 �#��+ﾈ�｣2� �#c8�ｸ謫2�

・★凛として �3��コ� 鼎#8���迭�

佐良直美 
★いいじやないの幸せならば �#��ﾓ�B� �#����B�

；★世界は二人のために �#�ｺx�｣�2� �#�胡�2�

．佐川ミツオ 

背広姿の渡り鳥　　　　　l249回91　1333匡〕9 
■佐川満男 

★今は幸せかい �3(�ｸ謫�� �3(胡��

★無情の夢 �3絢x�｣�"� �3亜��"�

佐川満男・永田カツコ 
かんにんしてや　　　　　　1305【∋91　l417【∋9 

崎谷健次郎 
もう一度夜を止めて　　　JP113匡〕3　L　　158匡】3 

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･��ﾃ�R� �#3Hｺx�｣�R�

≡71 
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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 修正糊 �4x985x88�ｹw��8ｨ4�4x5�6t蹂�B�

シャ・ラ・ラ �������8ビ� �#��ビ�

シュラメ廿ラi忙肌SH］LABA一山－BAMBA 塔#ビ� �#38��8ビ�

素敵なバーディー～NDNOBIRDY～ 涛H�ｸﾏ途� �#Cx胡r�

素敵な夢を叶えましょう �#s���8ビ� �3c8���縒�

257【∃8 ��341【ヨ8 

太陽は罪な奴 �#3弌�r� �3#8��r�

チヤコの海岸物語 �������8ビ� 田#ビ�

TSUNAMl �#塗胡�� 鼎�厭��｣��

P109【∃4 ��62【∃4 

涙のキッス 塔'H�繧� �#38��8モ�

匂艶THENJGHTCLUB ����弌�R� 田(��R�

ネオ・ブラボー日 都(��r� �##8ｺx*��

ByeByeMyLove（UaretheOne） ����仄s�b� 田(ｺt澱�

PARADISE �#s#モ� �3Scモ�

ブリプリ’65 鉄4T澱� 鉄3ッ�

BLUEHEAVEN �#c����縒� �3CSビ�

平和の琉歌 �#S�ｺxｨb� �33X����

ボディ・スペシャルⅡ �������8ヲ� 田(��8ヲ�

301【ヨ8 ��413【ヨ8 

真夏の果実 田(��8ヲ� �#�����纈�

222匡I8 ��306匡】8 

ミス・ブランニュー・デイ �������8ッ� 田(��8ッ�

みんなのうた ������ｸ謫B� 田(�8�｣B�

女神達への情歌（報道されないY型の彼方へ） 鼎h���� 鼎hｺx�｣��

メロディ ����仄x�｣�� 田(ｺx�｣��

YaYaあの時代を忘れない �����?｣�� 田(���繧�

YOU 鉄�63�� �#�X���纈�

LOVEAFF：ALR～秘密のデート �#cH���� �3C亜���

サザンクロス 

前橋ブルース　　　　　　l310匡〕8l　l422囲8 

ザ・ジャガーズ 
★キサナドゥーの伝説 �#(ｺx�｣�R� �#)�ﾓ�R�

★書に会いたい �#(���2� �#(���2�

★マドモアゼル・ブルース �#(胡�B� �#(ｺx�｣�B�

ザ・スパイダース 
★あの時君は苓かった �3Hｺx�｣�B� �3H���B�

34【ヨ13 ��34【∃13 

★風が泣いている �3H��8���� �3H�������

34【∃12 ��34812 

★夕陽が泣いている �3H胡�2� �3Hｺx�｣�2�

ザ・タイガース 
★青い鳥 �#)?｣Fﾂ��#(���釘�

★色つきの女でいてくれよ �#)?｣���##���

★君だけに愛を �#(����"� �##�"�

★銀河のロマンス �#(���纈� �#(���湯�

★シーサイド・バウンド �#)?｣b� �#(��8ッ�

22【∋3 ��22【∋3 

★花の首飾り �#(���繧� �#(���繧�

★僕のマリー �#(��8コ� �#(��8コ�

★モナリザの微笑 �##プﾂ��##ビ�

ザ・タイマーズ 
戸川一助両拍血叫肋㈹鮎伸・　L　53811　1531ヨ1 

さだまさし 
★案山子 �#8��R� �#8�ｸ謫R�

関白失脚 �#�(��b� �#ch胡b�

23回7 ��23囲7 

★寒北斗 �#8ｺx�｣2� �#8胡2�

★秋桜 �#8ｺx�｣b� �#9+ﾈ�｣b�

★天までとどけ �#8ｿﾃC���#9�ｸ�ﾃB�

★夢一色 �#c(��8サ｢��3Ccコ�



★…本人出演映像　☆…オリジナル映像 

歌手名・タイトル　し君誓昂。．仁志箭誤算諸 
ThePACIFISTSfeaturinEKenjiJammer 劔� 

日GHTFORAWIN～ジェフユナイテッド市原～lP126回10l　l252回10 

ザ・ピーナッツ 
★ウナ・セラ・ディ東京 �#��8 ��21 唐�

★銀色の道 �#��5 ��21 迭�

★恋のバカンス �#��7 ��21 途�

21 澱� �#��6 

THEBOOM 
帰ろうかな �#�h���絣���270【∃5 

220底〕9 � �3�IT3���

★島唄（オリジナル・ヴァージョン） 涛Xｺx�｣�����248回11 

ザ・フォーク・クルセダーズ 
イムジン河 �33����������442【］10 

帰って来た］州ライ～はじめ人間ギャートルズ～ ����h���"���203回12 

thebrilHantgreen 

愛の▼愛の塁 �#ベ�����"��371【∃12 

Th引■e刷belovethere一変のある場所－ �#s������B���355【∋14 

そのスピードで �#�����2���364回13 

272 ��"� �3Sb�12 

281 ��2� �3cR�13 

291 ��"� 鼎�2�12 

THEBLUEHEARTS 

キスして欲しい（トウ一・トウ一・トウー） ����x���������209E111 

情熱の雷帯 田�+ﾈ�ﾃ�����207匡）11 

46固13 � 鼎hｺx�｣�2�

人にやさしく �������8�"���211日2 

★夢 塔yT8�ﾃB���239囲4 

ラブレター ����X���"���56匡I12 

50回13 � 鉄����2�

THEPROJECT 
GO！REDSGOト浦和レッズ～IP126匡】21　【252回2 

ザ・ベイスターズ 
☆熱さ塁たちよ～横浜ベイスターズ～l237屈111　1321回11 

ザ・マイクハナサーズ 
いとしの海岸物語 鉄h�����B���201【ヨ14 

二人でカンパイ！ 鉄8ｺx�｣�2���53臨〕13 

ブルー・シャトウを君だけに 田8胡�2���210囲13 

ホンダラ・スークラ行進曲 田(�����2���208【∃13 

★わたしたちどうするの？ 鼎������2���41【∃13 

SomethingELse 

あいのうた �#ベ胡�2���371回13 

286回13 � �3s�zH�ﾃ�2�

ラストチャンス �#s弌��2���363匡〕13 

森　淑美 
浪花人生夫婦花　　　　　l51〔勾12l　l51匡】12 

さやま友香 
★海鳴り　　　　　　　　　l51囲2l　l51回2 

さやま友香（台詞）安部≡栽二 
★伝説の赤い玉　　　　　　l67匡】3i　l216匝】3 

SAYURJ（石川さゆり） 
ウイスキーがお好きでしょ　l67（司6l　l216回6 

ザ・ライターズ 

青い三角関係　　　　　　l64【∃4l　l21284 

SalafromVOCALAND 

★SPLENDlDLOVE　　　　l233匡】101　l317薗10 

SALLY 

バージンブルー　　　　　　ド108直）14 剪�63凰14 
P121回12 � �##(ｺx�ﾃ�"�

ザ・リガニーズ 

海は恋してる　　　　　　l42匡】1l　l42匡）1 

7　－ 劔凾ｻ†十 



★…本人出涙映像　☆‥・オリジナル映像

－208－



島虐千代子・目黒祐樹 
★ちょっとだけ…　　　　　l215回21　－269回2 

島倉千代子・守屋　浩 

星空に両手を　　　　　　l255囲14l　l339底】14 

しまざき由理 
★面影 ��x���B���17園14 

☆ハクシヨン大魔王のうた～ハクション大魔王～ ���#H��2���234囲3 

島谷ひとみ 
★亜麻色の髪の乙女 �3#袷ﾃ�����440匡111 

★市場に行こう �3�H���"���426回12 

334回12 � 鼎Ch���"�

★大阪の女 �#ド������370匡】1 

★シャンテイ �3#H���"��436【盃12 

★パピヨン～PaPilbn～ �3�8�����"���425【∃12 

★やさしいキスの見つけ方 �3#������"���432【∃12 

島津亜矢 
★相生（あいおい）～ふたりの矧まほどけない～ �#途�3 ��409 �2�

★愛染かつらをもう一度 都"�3 ��223 �2�

★空・たそがれ �#�R�1 ��269 ���

★憂苦世春秋 �#c弌�B���353回4 

224 �"� �3���2 

★梅川 �33��7 ��442 途�

★お梅 �33r�7 ��449 途�

★お堀 �#���1 ��364 ���

★奥尻はいま �#Sb�2 ��340 �"�

★おさん近松門左即ヨ原作「大経師音贋」より �3�8��B���415回4 

★お蕉～泉鏡花原作「婦系屈」より～ �##�����2���312【∃3 

★お初近松門左衛門原作憎根暗心中」より �#CX胡"���329【勾2 

★おりよう名作歌謡劇壇シリーズ「坂本第割より �#S�ﾓ2���343回3 

★女にや年はいらないよ �#C�����2���325【∃3 

★北海峡 �3�(����"���424【∋2 

★人生＝勝一敗 �#s仄s�B���363回4 

★道南夫婦船 �3�r�4 ��419【∃4 

★都会の雀 �#���2 ��365 �"�

★波 �3���5 ��431 迭�

93 ��� �#Cb�1 

★桃色鳩 �#�浦s����262匡〕1 

★夜桜挽花 �3#����紕���440【∋4 

島津悦子 
★憂愁歌 涛��2 ��251【ヨ2 

★安曇野（あずみの）の雨 �3�2�3 ��415 �2�

★紙の舟 都B�3 ��225 �2�

★こころ舟 塔�胡"���232囲2 

★時雨海峡 �#sh���紕���360t∃4 

★酔芙蓉 �##H��"���308回2 

★たそがれ酒場 �#��ｸ謫R���401回5 

★津和野川（つわのがわ） �3#(���釘���434【∋4 

★人妻しぐれ �#������"���2631ヨ2 

★深川情話 �33(ｾh�ﾃB���444囲4 

★蛍舞い �3�8ｺx�｣B���425回4 

★蛍選 �#cH��������348Bl 

★潜のかもめ �#塗����2���408【ヨ3 

★夫婦夢あかり �#3����｣2���322回3 

★雪の舟 塔c�����238【∃1 

★酔月情話 �#C8�ｸ欣"���327回2 

★酔花火 �#Sc�2���340【∋3 

島津悦子＆夏木ゆたか 
★男と女の別れ道　　　　　l337回5l　l449匡】5 

島津ゆたか 
★変・ケセラセフ　　　　　　　　50回4　　　　50回4 劔凵ﾟ7’ 
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★…本人出演映像　☆…オリジナル映像
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歌手名・タイトルトノ真空式乳「忘抗う雲穿認 
新川友梨 劔 

★瀬戸内恋みれん　　　　　l58811　120481 

ZNX 

★著の瞳の中から　　　　　」203日111　】257811 

SINGuKETALKJNG 
WithYou 塔8ｺx�｣��� �#3X胡���

離れずに暖めて 涛(������� �#CS����

慎吾ママ 

慎吾ママのおはロック �3�H�ｸ謫�B� 鼎�i���B�

．慎吾ママの学園天国～校門篇～ �3�亜��"� 鼎3��ﾘ欣�"�

新谷のり子 
フランシーヌの場合　　　IP122【∋101　l272【∋10 

人　長作 

★道頓堀人情（とんぼり）　l　3【∃7l　l3【ヨ7 

陣内大蔵 
心の扉　　　　　　　　l85回13J　l237回13 

神野美伽 
★男節 �33���R� 鼎C8胡R�

★男船 �8������� �3����

★男夢まつり 田�ﾓ�� �#���ｸ�ﾃ��

★女もつらいよ �#S#ィ� �33h���紕�

★帰れないんだよ �3�8胡R� 鼎�X�ｸﾏ迭�

3囲4 ��3〔萄4 

★恋唄流し �#3����紕� �3�H���紕�

★酔守口月 塔hｺx�ﾃB� �#3亜�B�

★春夏秋冬屋形船 鼎h�����"� 鼎i?｣�"�

★じょっぼり船 �8胡�"� �8ｺx�｣�"�

★人生夜汽車 鉄x��8ィ� �#�(���紕�

瀬戸内情歌 鉄(ｺx�｣�2� 鉄)���2�

★なにわ援歌 �#�X胡2� �#c儘ﾈ�｣2�

★浪花そだち 度���"� 度���"�

★浪花の春 �3#8��B� 鼎3X��B�

★浪花八景 �#�8ｺx�｣2� �#Sxｺx�｣2�

★なみだ川 度･��ﾃ�B� 度���B�

★波止場にて �3�����釘� 鼎#�?｣B�

★花ごころ �#滴��8�"� 鼎�iI#"�

★春の雨 �3(��b� �3(��b�

★岩山海峡 �#S�����2� �3C#�8�2�

★北海まつり船 塔(��2� �#38胡2�

★道 �#ヨ���紕� �3s#�8ィ�

★無我夢中 �3(縦R� �3(��R�

★夢勝負 �#cx����2� �3S�����2�

夜桜警議 �#��胡2� �3cX胡2�

★連絡船恋唄 度胡2� 度胡2�

l　　　　　す �� ��

SWEETBEATSWING＋H 閥�%R�

★Go伽drse（S購ETB［ATSW鵬†帥邦UVe瑚l226【ヨ9】　l310【ヨ9 

水前寺清子 
★いっぽんとっこの唄 塗��8�"� 塗����"�

266回3 ��350匡）3 

★三百六十五歩のマーチ～丸出だめ夫～ 塗���B� 塗�刎��B�

★涙を抱いた渡り鳥 �#������� �#���8���

★里陀羅華 都���8ィ� �##����釘�

水前寺清子＆武田鉄矢 
いきてゆく物語　　　　　　L306t∃41　14181∃4 

Z00 

AngeLicDream �#�8ｺx�｣��� �#cx�ｸ欣���

C∈「nival �#��������� �3�3������

Go「geous 塔(���� �#38ｺx�｣��

96【∋13 ��249【∋13 ���/2�

11－ 



★…本人出講映像　☆…オリジナル映像
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★…本人出沸映像　☆…オリジナル映像

リクエスト〈b・l鯵正欄リクエスト軋 

放浪カモメはどこまでも �#祷���纈� 鼎����8ヲ�

ホタル �#度��8���� 鼎���������

メモリーズ �3�8���"� 鼎�^?8�｣�"�

夢追い虫 �3�����纈� 鼎3�?｣��

夢じゃない �#S(ｺx�｣�� �33h胡��

★ロビンソン �##(ｺx�｣�(����ﾃ3�h胡�"�

SMAP 

青いイナスマ �#C(ｺx�｣���｢��3#hｺx�｣���

朝日を見に行こうよ �#s儺8�｣��� �3c9T8�ﾃ���

230【∃12 ��314日12 

KANSHAして �#�������2� �3�8��8��2�

209匡】13 ��263画13 

SHAKE �#Cx������� �33�����

しようよ �##I?｣�"� �3�ャ�"�

Smac �3�x����� 鼎#弌����

セロリ �#S8ﾌS�"� �33xｺx�｣�"�

たいせつ �#c��ｸ謫��� �3S(ｾc����

ダイナマイト �#S�胡��� �33X�����

たぶんオーライ �#�X��8��"� �#c���8��"�

＄10 �#3x�����2� �3#���8��2�

228〔司11 ��312匡）11 

はだかの王様～シフトクつよく～ �#3��ｸﾏ��"� �3#)�ｸ�｣�"�

Peacel �#S弌��2� �3C8ｺx�｣�2�

Fly �#ド������� �3s�63���

freebird �3#粘���� 鼎C��������

胸さわざを頼むよ �#38ﾌS�"� �3�x胡�"�

夜空ノムコウ �#cDT��"� �3C���8��"�

304【∃12 ��416【∃12 

LetltBe �#滴������� 鼎�h�������

スリー・キャッツ 

葉色いさくらんぼ　　　　　ド122【ヨ61　1272【∃6 

スワローズ応援隊 
☆育害のダイヤモントヤクルトスワローズ～1237回101　1321〔勾10 

瀬川瑛子 
★あなたが命 �#度�ｸ謫B���409【司4 

★雨、降りやまず �#cx���絣���351【∋5 

居酒屋「藤乃J 都I?｣R���225【∋5 

★命くれない 塗�������6〔勾10 

★憂さ世川 �#塔r���29tヨ7 

★海の城下町 田)T8�ﾃr���208匡】7 

★おしどり春秋 �338ｺx�｣2���445匡）3 

★おんなの忠臣蔵 都��6 ��221 澱�

★北物語 �#Sr�5 ��341 迭�

懲りない弘 �3�r�6 ��419 澱�

潮騒の町 田絢x�｣����218囲8 

昭和の女 塔��ｸ�SB���242〔勾4 

★人生つづら坂 塔Xｺx�｣b���237囲6 

★人生晴れたり曇ったり 鉄h��R���201回5 

★東京はぐれ偏 �3#8ｺx�ﾃ2���435回3 

とんぼり 田b�6 ��215 澱�

★長崎の夜はむらさき 澱�11 ��6 ����

★長崎夢情 �#ビ�5 ��371 迭�

★涙は女の化粧水 鉄��6 ��205 澱�

★春の海 鼎hﾌSb���46囲6 

★ふるさと景色 �#�R�5 ��259 迭�

★まさかの女 �#C��6 ��332 澱�

むすめ上州鵠 �#迭�3 ��407 �2�

夫婦つづり �##��4 ��305 釘�

★夢仕度 涛hｺx�ﾃX�������#C��ｸ謫R�

※手動式用リクエストナンバーの「PJはPLPシリーズです一。



★川本人出濱映像　☆・・・オリジナル映像
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