
★…本人出講映像　☆…オリジナル映像

歌手名・タ　イトル 偃�:韭駢��8ｨ4�5(6ｨ5�6t蹂�B�オートチ 修正欄 �8ｨ4�4x5�6t蹂�H�b�

★浮草情話 ��X����� ��Xｺx�ﾃ���

★浮雲 �#Sx��8�"� �3C�����"�

★浮舟の宿 �#c弌�"� �3S8��"�

★おしろい舟 �#�WH8ィ� �#S�#B�

★思い川 �#�8����"� �#cx����"�

★女の川 塔X���紕� �#3y?｣B�

★女の酒 ��Y���"� ��X���"�

★女の春秋 �3#Xﾔﾈ�｣b� 鼎3xｿﾃb�

★恋情話 鉄h���綯� �#��ッ�

★嵯峨野の女 都���B� �##�ｺx�｣B�

★すみだ川雨情 �#ォ���� �3c絢t鳴�

★鳩のいる港町 �#祷胡R� 鼎����R�

★母衣（ははごろも） �3��+ﾈ�｣R� 鼎#�ﾌSR�

★雪の華 �3h��R� �3hｺx�｣R�

MONGOL80D 
あなたに �3#亜��2� 鼎C��ｸ欣�2�

小さな恋のうた �3#������2� 鼎C������2�

琉球受歌 �33X�����2� 鼎Cy?｣�2�

もんた＆ブラザーズ 

ダンシング・オールナイト　【PllOl∃1l 剴c�������

矢井田　瞳 
★l’mHe「eSayingNothTng �3�茨｣�B� 鼎#�+ﾈ�ﾃ�B�

331【∃11 ��443日11 

316【∃13 ��428【∋13 

★Buzzstyre �3�絢x�｣�2� 鼎3����2�

★mysweetdarlin， �3�h�����2� 鼎����8��2�

★未完成のメロディ �33x胡�"� 鼎C倬S�"�

★印ngmybell �3#h�8�｣��� 鼎3亜����

★LookBackAgain �3�H�����2� 鼎#h���ﾃ�2�

野猿 

Se椚sh �#ベ��8��2� �3s����ﾃ�2�

Becool！ �#ス��8��"� �3c���8��"�

★RshRghtl �3�����纈� 鼎#8���纈�

yaenfront4menfeat，Saki 

Sta「　　　　　　　　l308【∃12l　l420【∃12 

薬師丸ひろ子 
WFndyBoy 鉄���8ィ� 鉄����紕�

風に乗って 田����ﾃ��� �#���������

P115回1 ��56匡】1 

探偵物語 ����X胡�� 田h胡��

メイン・テーマ ����Xｺx�ﾃ"� 田hｺx�｣"�

八坂有理 
★雪みなと　　　　　　　　l325BlOr　　r437【∋10 

矢沢永吉 

78匡〕13 ��229回13 

アイうブ・ユー．OK ����Y+ﾈ�｣b� 鉄h��b�

青空 �##(��8���� �3�h�������

ADAY ����Cコ� 鉄x���迭�

あの日のように �#c)�ﾓr� �3Chｺx�｣r�

204匡け ��258匡】7 

YESMYLOVE（愛はいつも） ����x������� 田I?｣���

愛しい風 鼎册8ﾙ��"� 鼎��ﾓ�"�

81匡】8 ��232匡】8 

286〔司7 ��370匡】7 

共犯者 ����x��8��2� 田H�����2�

鎖を引きちぎれ（S童ngleVersion） �33��俶湯� 鼎C8����

THETRUTH �3�(�ｸ謫�� 鼎�H����

51〔勾14 ��51（勾14 

時間よ止まれ　　　　　　　IP107【∃12 � 田I?｣�"�



歌手名・タ　イト　ル �h�(�w��8ｨ4�4x5�6t蹂�B��4��ｸ6x6���9�9ﾎ��エンジャー用 リクエスト肱 

StⅢ（Sing】eVersion） �#S仄x�｣r���343回7 

チャイナタウン �#s(���縒���356【∃7 

東京 涛�ｺy$����243回9 

逃亡者 ����r�9 ��209 湯�

長い旅 ����R�10 ��56 ����

ニューグランドホテル ����r�14 ��64 ��B�

BIGBEAT 都絢x�｣����229凰9 

PUREGOLD 鉄��11 ��204 ����

MARIA �#3��10 ��322 ����

夢の彼方 田��10 ��219 ����

71因12 � �##����"�

やしきたかじん 
★愛することを学ぶのに 鼎Xｺx�｣����45匡】1 

★あんた 鼎8ｺx�｣����43匡】1 

★】CHJZU 鼎8��"���43囲2 

大阪恋物語 �#s���8コ���354【ヨ5 

271匹〕4 � �3SXｺx�｣B�

東京 涛7H�紕���24684 

泣いたら負け（シングル・ヴァージョン） �#�弌�����303匡）1 

泣いてもいいか 塔8��������235【∋1 

なめとんか 田hｺx�｣����215匡】1 

惚れた弱み �#Shｺx�｣R���340〔勾5 

★未練～STILL～ 鼎8縦2���43回3 

★もしも夢が叶うならば �#3h������320直】1 

優しい女には琴がある �#����������303【∃1 

★やっぱ好きやねん 鼎8ｺx�｣B���43〔勾4 

八代亜紀 
★変の結滞駅 ��胡b���1回6 

★愛の執念 �����綯���1【∋6 

★愛の條件 ��ｺx�｣����1回1 

★愛ひとすじ ��ｺx�｣R���1回5 

愛を信じたい 都8��r���224回7 

★あかんたれ �#�2�4 ��257 釘�

1 迭� ���5 

★杏なたに逢いたい ���1 ��1 ���

★あなたに乾歪 �#s2�5 ��357 迭�

★母方につくします ��ﾔﾈ�｣2���1図3 

★おなたの背中に �3�(ｺx�｣b���414匡）6 

★雨の慕情 ��ｺx�｣r���1〔司7 

★あんたi重いに来い �#38��8ィ���317【∋4 

泡沫～UTAKATA～ �#CXｺx�｣R���329匡〕5 

★海猫 �������"���1tヨ12 

★疏月夜 �#滴���綯���406t∃6 

★女だから ��ｺx�｣�����1匡】10 

★おんなの涙 ���"���1【∃2 

★女の街角 ����B���1【ヨ14 

★おんなの夢 ��ｺx�｣�2���1鼠13 

1【∃8 � �����繧�

★カクテル 田x�ｸ欣R���216匡】5 

★風のブルース �#�����綯���365【ヨ6 

★哀しみよ借りで眠れ �33C�"���446【ヨ2 

★かもめの歌 鼎�ｺx�｣�����41〔勾11 

★カラス 涛�T8�ﾃb���244〔司6 

★グアム栗憫 �#�8ｺx�ﾃR���405匡〕5 

★恋歌 ����B���1匡14 

★恋瀬川 ��ｺx�｣�"���1〔勾12 

★恋の彩 ��?｣�2���1【ヨ13 

311t∋7 � 鼎#8���途�

266匡】6 � �3S�ｺx�｣b�

★下町夢しぐれ 鼎X�ｸ謫����45【勾8 
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★…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

※手動式用リクエストナンバーの「PJはPLPシリーズです。
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★…本人出沸映像　☆…オリジナル映像
「
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