
歌手（あ） タイトル

ＲＣサクセション（忌野清志郎） 雨上がりの夜空に

ＲＣサクセション（忌野清志郎） サラリーマン

ＲＣサクセション（忌野清志郎） スローバラード  

ＲＣサクセション（忌野清志郎）タイマーズ デイドリームビリーバー

ＲＣサクセション（忌野清志郎） トランジスタ・ラジオ

AI Story

AI Belive

AI みんながみんな英雄

愛内里菜 Close Your Heart

相川七瀬 トラブルメイカー

相川七瀬 夢見る少女じゃいられない

aiko ウミウサギ

aiko カブトムシ

aiko ボーイフレンド

アイ・ジョージ 赤いグラス                                                  

アイ・ジョージ 硝子のジョニー   

あいみょん 君はロックを聴かない

あいみょん 裸の心

あいみょん マリーゴールド

あおい輝彦 あなただけを                                                

あおい輝彦 センチメンタル・カーニバル  

青い三角定規 太陽がくれた季節  

葵司郎＆日野美歌 男と女のラブゲーム                         

青江三奈 伊勢佐木町ブルース                                          

青木光一 柿の木坂の家

青山和子 愛と死をみつめて

赤い鳥 翼をください  

赤木圭一郎 霧笛が俺を呼んでいる  

あがた森魚 赤色エレジー

秋岡秀治 男の酒

秋川雅史 千の風になって

秋庭豊とアローナイツ ぬれて大阪  

秋庭豊とアローナイツ 献身   

秋元順子 愛鍵（あいかぎ）

秋元順子 愛のままで

秋元順子 雨の旅人

秋元順子 哀しみのコンチェルト

秋元順子 ティアモ〜風が吹いて〜

秋元順子 ROSE

アグネス・チャン 草原の輝き

邦楽歌手順



アグネス・チャン ひなげしの花

麻丘めぐみ 私の彼は左きき

朝丘雪路 ベッドで煙草を吸わないで  

ASIAN KUNG-FU GENERATION 君という花

ASIAN KUNG-FU GENERATION リライト（「鋼の錬金術師」オープニングテーマ）

ACID BLACK CHERRY 愛してない

ACID BLACK CHERRY 君がいない　あの日から

ACID BLACK CHERRY SPELL MAGIC

ASKA 伝わりますか

ASKA はじまりはいつも雨

アダモ 雪が降る  

中孝介 花

渥美清 男はつらいよ                                 

渥美二郎 哀愁

渥美二郎 釜山港へ帰れ   

渥美二郎 夢追い酒

阿部真央 I Wanna See You

阿部真央 貴方の恋人になりたいのです

阿部真央 伝えたいこと

阿部真央 ふりぃ

阿部真央 モットー

天地真理 恋する夏の日

天地真理 ひとりじゃないの

あみん 待つわ  

安室奈美恵 CAN YOU CELEBRATE？ 

安室奈美恵 Sweet 19 Blues

安室奈美恵 Say The Word

安室奈美恵 Try Me

安室奈美恵 Don't Wanna Cry

安室奈美恵 Hero　ヒーロー

安室奈美恵 Finally

安室奈美恵 Baby Don't Cry

安室奈美恵 Love Story

絢香 I Believe

絢香 愛を歌おう

絢香 おかえり

絢香 空と君のあいだに

絢香 手をつなごう

絢香 にじいろ

絢香 Why

絢香 三日月

絢香 みんな空の下



絢香 Melody（メロディ）

絢香 Real Voice

絢香×コブクロ あなたと

絢香×コブクロ WINDING ROAD（ワインディングロード）

荒井由実　（「松任谷由実」もご覧ください） １２月の雨

荒井由実　（「松任谷由実」もご覧ください） 卒業写真  

荒井由実　（「松任谷由実」もご覧ください） ひこうき雲  

荒井由実　（「松任谷由実」もご覧ください） ルージュの伝言  

荒井由実　（「松任谷由実」もご覧ください） あの日に帰りたい                                           

荒井由実　（「松任谷由実」もご覧ください） 海を見ていた午後                                           

荒井由実　（「松任谷由実」もご覧ください） かげりゆく部屋 

荒木一郎 空に星があるように  

荒木一郎 いとしのマックス                                           

荒木一郎 今夜は踊ろう 

荒木とよひさ ちょっとイイ女

嵐 Troublemaker

嵐 One Love

アラジン 完全無欠のロックンローラー

Alan 懐かしい未来

アリス 今はもう誰も                                                

アリス 帰らざる日々                               

アリス 秋止符  

アリス ジョニーの子守唄  

アリス チャンピオン  

アリス 遠くで汽笛を聞きながら  

アリス 冬の稲妻  

アルフィー 星空のディスタンス  

アルフィー メリーアン  

Alexandros ワタリドリ

淡谷のり子 別れのブルース

アンジェラ・アキ 愛の季節

アンジェラ・アキ Again

アンジェラ・アキ サクラ色

アンジェラ・アキ This Love

アンジェラ・アキ 手紙

あんしんパパ はじめてのチュウ（「キテレツ大百科」より）

安全地帯 蒼いバラ

安全地帯 碧い瞳のエリス                                             

安全地帯 あなたに

安全地帯 風

安全地帯 悲しみにさよなら 

安全地帯 消えない夜



安全地帯 恋の予感 

安全地帯 じれったい  

安全地帯 出逢い

安全地帯 熱視線  

安全地帯 プルシアンブルーの肖像

安全地帯 Ｆｒｉｅｎｄ  

安全地帯 真夜中すぎの恋  

安全地帯 ワインレッドの心  

アンダーグラフ ツバサ

安藤裕子 のうぜんかつら（リプライズ）

安藤裕子 隣人に光が射すとき

安藤まり子 毬藻の唄

杏里 オリビアを聴きながら                     

杏里 悲しみがとまらない 

杏里 CAT'S EYE 

杏里 ＳＵＭＭＥＲ ＣＡＮＤＬＥＳ 

アン・ルイス ああ無情                                                    

アン・ルイス Ｗｏｍａｎ     ウーマン                               

アン・ルイス グッドバイ・マイ・ラブ  

アン・ルイス リンダ  

アン・ルイス 六本木心中  

歌手（い） タイトル

家入レオ Shine

ザ・イエローモンキー JAM

ザ・イエローモンキー SPARK

ザ・イエローモンキー バラ色の日々

ザ・イエローモンキー Love Communication

ザ・イエローモンキー Love　Love　Show

いきものがかり 今走り出せば

いきものがかり ＹＥＬＬ（エール）

いきものがかり ありがとう

いきものがかり くちづけ

いきものがかり 心の花を咲かせよう

いきものがかり SAKURA

いきものがかり 熱情のスペクトラム

いきものがかり 笑ってたいんだ

池田一男 最後の恋人

諫山美央 月のワルツ（「みんなのうた」より）

井沢八郎 ああ上野駅                                                 

石川さゆり ああ…あんた川

石川さゆり 天城越え                                                      

石川さゆり ウイスキーがお好きでしょ



石川さゆり 北の女房 

石川さゆり 津軽海峡冬景色  

石川ひとみ まちぶせ

石川優子／チャゲ ふたりの愛ランド  

いしだあゆみ ブルーライトヨコハマ  

石原詢子 港ひとり

石原裕次郎 赤いハンカチ                                               

石原裕次郎 粋な別れ                                                     

石原裕次郎 おれの小樽

石原裕次郎 俺はお前に弱いんだ                       

石原裕次郎 俺は待ってるぜ                             

石原裕次郎 北の旅人

石原裕次郎 狂った果実

石原裕次郎 恋の町札幌  

石原裕次郎 錆びたナイフ  

石原裕次郎 サヨナラ横浜  

石原裕次郎 幸せはここに  

石原裕次郎 泣かせるぜ  

石原裕次郎 ブランデーグラス  

石原裕次郎 港町 涙町 別れ町  

石原裕次郎 夜霧の慕情

石原裕次郎 夜霧よ今夜も有難う  

石原裕次郎 わが人生に悔いはなし

石原裕次郎＆牧村旬子 銀座の恋の物語  

石嶺聡子 花

泉ちどり おんな舟

泉谷しげる 春夏秋冬 

市川由紀乃 命咲かせて

市川由紀乃 桟橋時雨

市川由紀乃 風の海峡

五木ひろし 凍て鶴

五木ひろし 九頭竜川

五木ひろし 恋歌酒場

五木ひろし 桜貝

五木ひろし 細雪

五木ひろし 幸せさがして  

五木ひろし そして…めぐり逢い   

五木ひろし 千曲川  

五木ひろし 月物語

五木ひろし 東京ロマンス

五木ひろし 長良川艶歌  

五木ひろし 暖簾



五木ひろし 博多アラモード

五木ひろし 夜明けのブルース

五木ひろし よこはま たそがれ  

五木ひろし＆木の実ナナ 居酒屋                                                       

五つの赤い風船 これがボクらの道なのか

五つの赤い風船 遠い世界に

五輪真弓 合鍵

五輪真弓 恋人よ 

五輪真弓 密会

井出綾香 ヒカリ

伊東ゆかり 小指の思い出  

伊藤由奈 Precious

稲垣潤一 クリスマスキャロルの頃には 

稲垣潤一 ドラマティック・レイン  

因幡晃 わかって下さい  

井上あずみ 君をのせて（天空の城「ラピュタ」より）

井上あずみ さんぽ（「となりのトトロ」より）

井上ひろし 別れの磯千鳥  

井上陽水 青空ひとりきり

井上陽水 新しいラプソディー                                      

井上陽水 いっそセレナーデ                                          

井上陽水 いつのまにか少女は

井上陽水 帰れない二人

井上陽水 傘がない 

井上陽水 氷の世界  

井上陽水 心もよう 

井上陽水 ジェラシー  

井上陽水 少年時代  

井上陽水 断絶

井上陽水 Tokyo

井上陽水 夏まつり

井上陽水 能古島の片思い

井上陽水 東へ西へ  

井上陽水 My House

井上陽水 Make-up Shadow

井上陽水 夢の中へ  

井上陽水 リバーサイドホテル  

井上陽水／安全地帯 夏の終わりのハーモニー  

今井美樹 年下の水夫

今井美樹 PIECE OF MY WISH 

今井美樹 瞳がほほえむから  

今井美樹 PRIDE



今井美樹 Flowers

イルカ 雨の物語

イルカ 海岸通

イルカ なごり雪  

岩崎宏美 聖母たちのララバイ  

岩崎良美 タッチ

岩波理恵 こんな夜はせつなくて

Indigo, The Brand New Day

Indigo, The Blue

歌手（う） タイトル

ヴィーナス キッスは目にして                                       

WINK 愛がとまらない                                             

w-inds キレイだ

UVERworld 儚くも永久のカナシ

上田正樹 悲しい色やね 

上田正樹 わがまま  

植村花菜 トイレの神様

宇多田ヒカル Automatic

宇多田ヒカル 二時間だけのバカンス feat.椎名林檎

宇多田ヒカル 花束を君に

宇多田ヒカル First Love

宇多田ヒカル Flavor Of Life

宇多田ヒカル 真夏の通り雨

内田あかり イヴのいる港町

内田あかり 今夜だけ

内田あかり 最愛の恋人

内田裕也 きめてやる今夜

内山田洋とクールファイブ 噂の女

内山田洋とクールファイブ 恋唄  

内山田洋とクールファイブ そして神戸  

内山田洋とクールファイブ 東京砂漠  

内山田洋とクールファイブ 長崎は今日も雨だった  

内海美幸 酔っぱらっちゃった  

梅沢富美男 夢芝居  

ウルフルズ 明日があるさ（ジョージアでいきましょう編）

ウルフルズ あんまり小唄

ウルフルズ 暴れだす

ウルフルズ ガッツだぜ

ウルフルズ バンザイ～好きでよかった～

歌手（え） タイトル

H２O 想い出がいっぱい

HY ３６６日



HY NAO

瑛人 香水

ARB 魂こがして

AKB48 会いたかった

AKB48 GIVE ME FIVE !

AKB48 恋するフォーチュンクッキー

AKB48 365日の紙飛行機

AKB48 フライングゲット

AKB48 Hate

AKB48 ヘビーローテーション

AKB48 ポニーテールとシュシュ

EXILE EXIT

EXILE If ～ I Know

EXILE Choo Choo Train

EXILE Ti Amo

EXILE 時の描片～トキノカケラ

EXILE 道

EXILE Rising Sun

EXILE Lovers Again

エゴ・ラッピン Crazy Fruits

エゴ・ラッピン 色彩のブルース

Ｘ－ＪＡＰＡＮ Endless Rain

Ｘ－ＪＡＰＡＮ 紅（くれない）

Ｘ－ＪＡＰＡＮ Jade（ジェイド）

Ｘ－ＪＡＰＡＮ Tears

Ｘ－ＪＡＰＡＮ Forever Love

Ｘ－ＪＡＰＡＮ Rusty Nail

エト邦枝 カスバの女

Ｅｖｅｒｙ Ｌｉｔｔｌｅ Ｔｈｉｎｇ Azure Moon

Ｅｖｅｒｙ Ｌｉｔｔｌｅ Ｔｈｉｎｇ Ｔｉｍｅ ｇｏｅｓ ｂｙ  

ＥＰＯ うふふふ                                                     

ＥＰＯ Down Town（俺たちひょうきん族エンディングテーマ）

Aimer 凍えそうな季節から

江利チエミ 酒場にて

エレファントカシマシ 俺たちの明日

エレファントカシマシ 風に吹かれて

エレファントカシマシ 悲しみの果て

エレファントカシマシ 今宵の月のように 

歌手（お） タイトル

大泉逸郎 人生横丁

大川栄策 さざんかの宿  

大川栄策 昭和放浪記



大石まどか もどり橋

大木伸夫 涙の酒

扇ひろ子 哀愁海峡

大黒摩季 あなただけ見つめている（「スラムダンク」テーマ）

大黒摩季 夏が来る

大黒摩季 ららら

大沢誉志幸 そして僕は途方に暮れる  

太田裕美 木綿のハンカチーフ  

大瀧詠一 A面で恋をして

大瀧詠一 君は天然色

大瀧詠一 恋するカレン 

大瀧詠一 さらばシベリア鉄道 

大瀧詠一 幸せな結末 

大津美子 ここに幸あり  

大塚愛 さくらんぼ

大塚愛 Heart

大月みやこ 女の哀愁

大月みやこ 女の駅                                       

大月みやこ 儚な川

大月みやこ 母なる海よ

大月みやこ 紅の傘

大橋純子 シルエットロマンス  

大橋純子 たそがれマイラブ

大原櫻子 瞳

欧陽菲菲 雨の御堂筋                                                   

欧陽菲菲 LOVE IS OVER ラブ・イズ・オーヴァー

尾形大作 無錫旅情  

岡林信康 山谷ブルース  

岡靖夫 憧れのハワイ航路                                           

岡晴夫 東京の花売り娘  

岡本真夜 TOMORROW

岡本真夜 ハピハピバースディ

岡本真夜 ＦＯＲＥＶＥＲ  

小川和子＆谷村新司 忘れていいの  

荻野目洋子 ダンシング・ヒーロー   

荻野目洋子 六本木純情派  

奥田民生 愛のために                                                   

奥田民生 イージューライダー

奥田民生 風は西から

奥田民生 さすらい

奥村チヨ 恋の奴隷

小椋佳 さらば青春  



小椋佳 少しは私に愛を下さい

小椋佳 めまい

尾崎紀世彦 さよならをもう一度  

尾崎紀世彦 また逢う日まで  

尾崎 豊 Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ                                         

尾崎 豊 Ｏｈ  Ｍｙ  Ｌｉｔｔｌｅ  Ｇｉｒｌ                       

尾崎 豊 シェリー

尾崎 豊 十五の夜

尾崎 豊 十七歳の地図

尾崎 豊 卒業  

尾崎 豊 Forget me not

尾崎 豊 僕が僕であるために  

小田和正 言葉にできない

小田和正 たしかなこと

小田和正 ラヴ・ストーリーは突然に  

織田哲郎 ボンバーガール

オックス スワンの涙

鬼束ちひろ 月光

鬼束ちひろ Sign

鬼束ちひろ 私とワルツを

おニャン子クラブ セーラー服を脱がさないで  

小野さとる よこはまチャチャ

Official髭男dism Pretender

オフコース 愛を止めないで                                             

オフコース Yes No

オフコース 一億の夜を越えて

オフコース さよなら  

おぼたけし 美しき狼たち（「あしたのジョー」より）

オルリコ あなたのとなりには

オルリコ 水辺のあなたに

ORIGINAL LOVE オリジナルラブ 接吻（せっぷん）

ORIGINAL LOVE オリジナルラブ プライマル

オレンジレンジ 花

陰陽座 甲賀忍法帖 （「バジリスク」オープニングテーマ）

陰陽座 黒衣の天女

歌手（か） タイトル

GARDEN アドバンス・アドベンチャー（「ポケットモンスター」より）

ザ・カーナビーツ 好きさ好きさ好きさ  

海援隊 贈る言葉                                      

海援隊 人として

甲斐バンド 安奈                                                          



甲斐バンド HERO（ヒーローになる時、それは今）  

甲斐バンド ポップコーンをほおばって

鏡五郎 修善寺の宿

鏡音リン 炉心融解

かぐや姫 妹                                                             

かぐや姫 おもかげ色の空

かぐや姫 神田川 

影山ヒロノブ HEATS

風見慎吾 僕笑っちゃいます  

柏原芳恵 ハローグッバイ  

春日八郎 赤いランプの終列車                                       

春日八郎 あん時ゃどしゃ降り

春日八郎 お富さん                                       

春日八郎 別れの一本杉  

風 ささやかなこの人生

風 ２２才の別れ  

勝新太郎 いつかどこかで                                             

勝新太郎 座頭市  

葛城ユキ ボヘミアン  

加藤いづみ 好きになってよかった

加藤登紀子 愛のくらし                                                  

加藤登紀子 黒の舟唄  

加藤登紀子 知床旅情  

加藤登紀子 百万本のバラ  

加藤登紀子 リリーマルレーン  

加藤ミリヤ & 清水翔太 Love Forever

角川博 蒼い糸

角川博 蜻蛉の恋（かげろうのこい）

門倉有希 ノラ

KANA バーボンダブルで

KANA 微笑みを想い出すまで

カナブーン シルエット（アニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」主題歌）

加納ひろし 故郷ありがとう

華原朋美 I'm Proud

華原朋美 夢破れて

かまやつひろし 我が良き友よ  

上條恒彦 だれかが風のなかで

雅夢 愛はかげろう                                                

佳山明生 氷雨  

加山雄三 蒼い星くず                                                  

加山雄三 美しいヴィーナス                                           

加山雄三 海・その愛                                                  



加山雄三 お嫁においで                                 

加山雄三 君といつまでも 

加山雄三 恋は紅いバラ 

加山雄三 光進丸 

加山雄三 座・ロンリーハーツ親父バンド

加山雄三 旅人よ  

加山雄三 ぼくの妹に  

加山雄三 幻のアマリリア  

加山雄三 夕日は赤く

加山雄三 夜空の星  

加山雄三 夜空を仰いで  

加山雄三・谷村新司 サライ  

KARA Mister（ミスター）

辛島　美登里 愛すること

辛島　美登里 サイレント・イブ

Kalafina 輝く空の静寂には

Kalafina heavenly blue

狩人 あずさ2号                                                   

河島英五 酒と涙と男と女

河島英五 時代おくれ  

川中美幸 花ぼうろ

川中美幸 ふたり酒  

川中美幸 麗人麗歌

川野夏美 女の空港

川野夏美 悲別〜かなしべつ

川野夏美 歌手〜singer〜

川村カオリ ＺＯＯ

河村隆一 BEAT

河村隆一 Love is…

ＫＡＮ 愛は勝つ                                                     

ＫＡＮ 永遠                                                          

ＫＡＮ 今年もこうして二人でクリスマスを祝う

ＫＡＮ 今度君に会ったら

ＫＡＮ scene

ＫＡＮ よければ一緒に

冠二郎 酒場

冠二郎 ブラボー酔虎伝

冠二郎 炎（ほのお）

歌手（き） タイトル

氣志團 涙BOY 涙GIRL

氣志團 勇気



氣志團 マイウェイ

氣志團 One Night Carnival（ワンナイト・カーニバル）

岸洋子 恋心  

来生たかお Good Bye Day 

来生たかお 夢の途中  

来生たかお＆桃井かおり ねじれたハートで  

北島三郎 加賀の女

北島三郎 北の漁場 

北島三郎 兄弟仁義  

北島三郎 比叡の風

北島三郎 まつり  

北島三郎 与作  

北島三郎 男の劇場

きただにひろし ウィーアー！（「ONE PIECE」より）

北原ミレイ 石狩挽歌                                                     

北原ミレイ 風の午後

北原ミレイ 涙の翼

北原ミレイ マゼンダの黄昏に

北原ミレイ 港のリリー

北山修・加藤和彦 あのすばらしい愛をもう一度                              

吉川晃司 サヨナラは八月のララバイ  

吉川晃司 モニカ  

吉川晃司 ユー・ガッタ・チャンス  

吉川晃司 ラ・ヴィアンローズ  

キム・ヨンジャ 情恋歌

木村友衛 浪花節だよ人生は  

木村カエラ untie

木村カエラ Yellow

木村カエラ 1115

木村カエラ L.drunk

木村カエラ Jasper

木村カエラ SWINGING LONDON

木村カエラ STARｓ

木村カエラ Snowdome

木村カエラ 誰

木村カエラ TREE CLIMBERS

木村カエラ Twinkle

木村カエラ dolphin

木村カエラ Butterfly

木村カエラ happiness!!!

木村カエラ Beat

木村カエラ Magic Music



木村カエラ マスタッシュ

木村カエラ You

木村カエラ You Know You Love Me?

木村カエラ リルラリルハ

木村カエラ Level 42

木村カエラ ワニと小鳥

きゃりーぱみゅぱみゅ インベーダー

きゃりーぱみゅぱみゅ PON PON PON

キャロル 彼女は彼のもの 

キャロル ハニーエンジェル  

キャロル ファンキーモンキーベイビー  

キャロル 二人だけ  

キャロル ルイジアンナ  

キャンディーズ あなたに夢中

キャンディーズ 暑中お見舞い申し上げます  

キャンディーズ 年下の男の子 

キャンディーズ 春一番  

キャンディーズ 微笑がえし 

キャンディーズ やさしい悪魔

桐谷健太 海の声(au CM曲)

キリンジ エイリアンズ

Kiroro 長い間

Kiroro 冬のうた

Kiroro ベストフレンド

Kiroro 未来へ

ＫＩＮＫＩ・ＫＩＤＳ いのちの最後のひとしずく

ＫＩＮＫＩ・ＫＩＤＳ 愛されるより愛したい                                     

ＫＩＮＫＩ・ＫＩＤＳ 青の時代

ＫＩＮＫＩ・ＫＩＤＳ 硝子の少年 

ＫＩＮＫＩ・ＫＩＤＳ ボクの背中には羽根がある

ＫＩＮＫＩ・ＫＩＤＳ もう君以外愛せない

KING（キング） 心を込めて

キング・トーンズ グッドナイト・ベイビー

King Gnu キングヌー 白日

筋肉少女帯 踊るダメ人間

歌手（く） タイトル

クールス COOLS 紫のハイウェイ

クック・ニック＆チャッキー かわいい人よ

工藤静香 嵐の素顔                                                     

工藤静香 恋一夜

工藤静香 黄砂に吹かれて 

久保浩 十九の春  



久保田早紀 異邦人                                                        

久保田利伸 Ｍｉｓｓｉｎｇ  

久保田利伸 Ｌａ・Ｌａ・Ｌａ Ｌｏｖｅ Ｓｏｎｇ  

クミコ サヨナラをあげる

倉木 麻衣 Stand Up

グラシェラ・スサーナ アドロ                                                        

グラシェラ・スサーナ 時計

Class 夏の日の１９９３

GReeeeN アリアリガトウ

GReeeeN キセキ

GReeeeN 愛唄

クリスタルキング 愛をとりもどせ！～北斗の拳のテーマ～

クリスタルキング 大都会  

クリス・ハート I Love You

クリス・ハート スタートライン

クリス・ハート home

栗林みな実 あなたが…いない

GLIM SPANKY（グリム・スパンキー） 大人になったら

GLAY Winter,again

GLAY 口唇（くちびる）

GLAY ここではないどこかへ

GLAY ずっと２人で

GLAY Ｓｐｅｃｉａｌ Ｔｈａｎｋｓ

GLAY とまどい

GLAY However

GLAY 春を愛する人

GLAY 誘惑

クレイジー・ケン・バンド Ｇ・Ｔ

クレイジー・ケン・バンド タイガー＆ドラゴン

グレープ 精霊流し

ｇｌｏｂｅ ＤＥＰＡＲＴＵＲＥＳ  

黒木憲 霧にむせぶ夜 

黒沢明とロス・プリモス 信濃川慕情  

黒沢明とロス・プリモス 城ヶ崎ブルース  

黒沢明とロス・プリモス たそがれの銀座  

黒沢明とロス・プリモス ぬれて横浜  

黒沢明とロス・プリモス ラブ・ユー東京  

黒沢明とロス・プリモス 君からおゆきよ  

桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） 明日晴れるかな

桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） 明日へのマーチ

桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） 悲しい気持ち 

桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） 君にサヨナラを



桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） 白い恋人達

桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） Smile 〜晴れ渡る空のように〜

桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） 月

桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） 波乗りジョニー

桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） 祭りのあと

桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） 真夜中のダンディー

桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） ヨシ子さん

桑田 佳祐　（「サザンオールスターズ」もご覧下さい） 若い広場

桑田佳祐＆Ｍｒ・Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 奇跡の地球（きせきのほし） 

KUWATA BAND （「サザンオールスターズ」もご覧下さい） スキップビート  

KUWATA BAND （「サザンオールスターズ」もご覧下さい） ＢＡＮ ＢＡＮ ＢＡＮ  

KUWATA BAND （「サザンオールスターズ」もご覧下さい） ONE DAY

桑名正博 セクシャルバイオレットNo.1

桑名正博 月のあかり

桑名正博 夜の海

歌手（け） タイトル

K Only Human

桂 銀淑 愛ひとつ 夢ひとつ                                          

桂 銀淑 大阪暮色                                                     

桂 銀淑 悲しみの訪問者

桂 銀淑 すずめの涙  

桂 銀淑 花のように鳥のように

桂 銀淑 ベサメ・ムーチョ

桂 銀淑 真夜中のシャワー  

桂 銀淑 酔いどれて  

ケイ潤子 時計

ケツメイシ さくら

ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ 最期の川

ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ PIECES OF A DREAM

ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ POINT OF NO RETURN

ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ YOU GO YOUR WAY

研ナオコ あばよ                                                         

研ナオコ かもめはかもめ 

研ナオコ 夏をあきらめて  

歌手（こ） タイトル

小泉今日子 艶姿ナミダ娘                                                

小泉今日子 あなたに会えてよかった                                  

小泉今日子 学園天国 

小泉今日子 木枯しに抱かれて 

小泉今日子 潮騒のメモリー

小泉今日子 渚のはいから人魚  

小泉今日子 なんてったってアイドル  



小泉今日子 優しい雨  

香西かおり 人形（おもちゃ）

香西かおり 恋紅葉  

香西かおり 酒の河

香西かおり 流恋草 （はぐれそう）  

香西かおり 無言坂  

倖田　來未 愛のうた

倖田　來未 キューティー・ハニー

倖田　來未 Moon Crying

郷ひろみ 哀愁のカサブランカ                                       

郷ひろみ 逢いたくてしかたない                                     

郷ひろみ 言えないよ                                                   

郷ひろみ 男の子　女の子

郷ひろみ お嫁サンバ                                    

郷ひろみ GOLD FINGER’９９

郷ひろみ ２億４千万の瞳  

郷ひろみ マイレディ  

郷ひろみ よろしく哀愁  

Go!Go!7188 浮舟

Go!Go!7188 こいのうた

ザ・ゴールデンカップス 長い髪の少女

ゴールデンボンバー 女々しくて

小金沢昇司 ひとひらの雪

小坂明子 あなた                                                        

越路吹雪 愛の讃歌                                      

越路吹雪 サントワ・マミー

越路吹雪 ラストダンスは私と

ゴダイゴ ガンダーラ 

ゴダイゴ 銀河鉄道９９９

ゴダイゴ ビューティフル・ネーム

ゴダイゴ モンキーマジック  

伍代夏子 霧笛橋

Cocco あなたへの月

Cocco ポロメリア

小林旭 熱き心に                                                     

小林旭 北へ  

小林旭 昔の名前で出ています  

小林明子 恋におちて 

小林麻美 雨音はショパンの調べ                                      

小林幸子 千本桜

小林幸子＆美樹克彦 もしかしてＰＡＲＴⅡ  

小比類巻かほる Ｈｏｌｄ Oｎ Mｅ  



コブクロ 赤い糸

コブクロ あなたと

コブクロ YELL

コブクロ 桜

コブクロ Saturday

コブクロ 蕾（つぼみ）

コブクロ 永遠にともに

コブクロ 流星

コブクロ 轍（わだち）

こまどり姉妹 浅草姉妹

米米ＣＬＵＢ 君がいるだけで 

米米ＣＬＵＢ Shake Hip!  

米米ＣＬＵＢ Ｓｕｒｅ Ｄａｎｃｅ  

米米ＣＬＵＢ ロマン飛行  

小柳 ゆき 愛情

小柳 ゆき あなたのキスを数えましょう

小柳 ゆき my all

小柳ルミ子 今さらジロー                                                

小柳ルミ子 お久しぶりね                                 

小柳ルミ子 瀬戸の花嫁  

コロンビアローズ 東京のバスガール

近藤真彦 愚か者                                       

近藤真彦 ギンギラギンにさりげなく 

近藤真彦 情熱・熱風・せれなーで

近藤真彦 スニーカーぶる～す 

近藤真彦 ハイティーン・ブギ

近藤真彦 ブルージーンズ・メモリー  

近藤真彦 夕焼けの歌

COMPLEX 恋をとめないで

COMPLEX Be My Baby

歌手（さ） タイトル

サーカス Ｍｒ．サマータイム  

ＺＡＲＤ 永遠                                                          

ＺＡＲＤ 君がいない 

ＺＡＲＤ 負けないで  

ＺＡＲＤ 揺れる想い

西郷輝彦 星のフラメンコ  

西城秀樹 傷だらけのローラ 

西城秀樹 ギャランドゥ 

西城秀樹 情熱の嵐

西城秀樹 抱きしめてジルバ  

西城秀樹 激しい恋



西城秀樹 ブルースカイブルー

西城秀樹 ＹＯＵＮＧ ＭＡＮ  

財津和夫 Ｗａｋｅ Ｕｐ

斉藤和義 歩いて帰ろう

斉藤和義 歌うたいのバラッド

斉藤和義 ずっと好きだった

斉藤和義 やさしくなりたい

酒井法子 碧いうさぎ

堺正章 さらば恋人 

堺正章 二十三夜  

堺正章 街の灯り  

榊原郁恵 夏のお嬢さん

坂本 九 見上げてごらん夜の星を  

坂本 九 上を向いて歩こう                                          

坂本冬美 風うた

坂本冬美 また君に恋してる

坂本冬美 夜桜お七

佐良直美 いいじゃないの幸せならば

桜井くみ子 ちょっと待って下さい

桜高軽音部 Don't Say Lazy （「けいおん」エンディングテーマ）

ささきいさお 宇宙戦艦ヤマト

ささきいさお 真っ赤なスカーフ（「宇宙戦艦ヤマト」エンディングテーマ）

佐々木勉 あなたのすべてを                                           

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） I am Your Singer

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 愛と欲望の日々

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 彩～Aja～

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） いとしのエリー                                            

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） いなせなロコモーション

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 嫌なことだらけの世の中

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 海

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 栄光の男                                     

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） エロティカ・セブン                                       

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） Oh!クラウディア

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 女呼んでブギ

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 勝手にシンドバット 

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 希望の轍

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 君こそスターだ

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 恋のジャックナイフ

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 心を込めて花束を

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） この青い空みどり～Blue In Green

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） Sea Side Woman Blues

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） C調言葉に御用心 



サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 栞のテーマ  

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） シュラバ☆ラ☆バンバ

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 太陽は罪な奴

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 闘う戦士たちへ愛を込めて

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 旅姿六人衆

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） チャコの海岸物語  

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） TSUNAMI                                       

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 東京VICTORY

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 涙のアベニュー

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 涙の海で抱かれたい

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 涙のキッス  

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 匂艶ナイトクラブ

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） Ｂｙｅ Ｂｙｅ Ｍｙ Ｌｏｖｅ  

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） ピースとハイライト

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） BOHBO No.5

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 蛍（ほたる）

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） Ｈｏｔｅｌ Ｐａｃｉｆｆｉｃ

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） My Foreplay Music

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） 真夏の果実 

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） マンピーのＧ☆ＳＰＯＴ  

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） ミス・ブランニューデイ  

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） みんなのうた

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） メロディ  

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） Ｙａ Ｙａ　～あの時を忘れない～

サザンオールスターズ　（「桑田佳祐」もご覧ください） Love Affair～秘密のデート

指田郁也 花になれ

さだまさし　（「グレープ」もご覧下さい） 案山子

さだまさし　（「グレープ」もご覧下さい） 関白宣言  

サディスティック・ミカ・バンド タイムマシンにお願い

さとう宗幸 青葉城恋唄                                                  

佐野元春 アンジェリーナ                                             

佐野元春 ガラスのジェネレーション 

佐野元春 ＳＯＭＥＤＡＹ 

佐野元春 ＹＯＵＮＧ ＢＬＯＯＤＳ  

ザ・サベージ いつまでもいつまでも

佐良直美 世界は二人のために  

ＳＡＬＬＹ バージンブルー  

猿岩石 白い雲のように  

沢田研二 Oh!　ギャル

沢田研二 カサブランカダンディ 

沢田研二 勝手にしやがれ 

沢田研二 危険なふたり 



沢田研二 君をのせて

沢田研二 酒場でDABADA

沢田研二 サムライ

沢田研二 ス・ト・リ・ッ・パ・ー  

沢田研二 ダーリング

沢田研二 追憶

沢田研二 ＴＯＫＩＯ  

沢田研二 時の過ぎゆくままに  

沢田研二 LOVE〜抱きしめたい

沢田知可子 会いたい

沢たまき ベッドで煙草を吸わないで

三条ひろみ ホテル・エトランゼ

三代目 J-Soul Brothers 花火

歌手（し） タイトル

CCB Romanticが止まらない

椎名恵 LOVE IS ALL

椎名林檎　（「東京事変」もご覧ください） カーネーション

椎名林檎　（「東京事変」もご覧ください） 歌舞伎町の女王

椎名林檎　（「東京事変」もご覧ください） 罪と罰

椎名林檎　（「東京事変」もご覧ください） 本能

椎名林檎　（「東京事変」もご覧ください） 丸の内サティスティック

Ｊ－ＷＡＬＫ 何も言えなくて 夏  

Ｊ－ＷＡＬＫ ＲＥＬＡＸ  

generations Always with you

シェネル Believe（ビリーヴ）

ジェリー藤尾 遠くへ行きたい

JITTERIN'JINN　ジッタリンジン サヨナラ

ZIGGY GLORIA 

SHISHAMO 君と夏フェス

シド ENAMEL（エナメル）　〜　「黒執事 Book of Circus」より

篠原涼子 愛しさとせつなさと心強さと

しばたはつみ マイ・ラグジュアリー・ナイト

柴矢 裕美 おさかな天国

嶋　大輔 男の勲章

島谷 ひとみ 亜麻色の髪の乙女

島谷 ひとみ 元気を出して

島津亜矢 愛染かつらをもう一度

島津亜矢 お吉（おきち）

島津亜矢 おつう

島津亜矢 帰らんちゃよか

島津亜矢 独楽（こま）

島倉千代子 人生いろいろ  



島倉千代子 東京の人よさようなら

清水健太郎 失恋レストラン  

清水翔太 花束のかわりにメロディーを

清水翔太 HOME

清水まり子 父娘坂（おやこざか）

シモンズ 恋人もいないのに

子門真人 およげ！たいやきくん                       

子門真人 ガッチャマンの歌

ザ・ジャガーズ 君に会いたい

SHAKALABBITS ROLLIE

ジャニーズ 涙くんさよなら

シャネルズ トゥナイト

シャネルズ 街角トワイライト  

シャネルズ ランナウェイ  

SIAM SHADE 三分の一の純情な感情（「るろうに剣心」より）

シャ乱Ｑ いいわけ                                                      

シャ乱Ｑ こんなにあなたを愛しているのに

シャ乱Ｑ シングルベッド  

シャ乱Ｑ ずるい女 

シャ乱Ｑ 空を見なよ  

シャ乱Ｑ パワーソング  

ジャングルスマイル 抱きしめたい

ジャンヌダルク 月光花（「ブラックジャック」より）

ジャンヌダルク 闇の月をあなたに

ジャンヌダルク Love Is Here

修二と彰 青春アミーゴ

羞恥心 羞恥心

JUJU 奇跡を望むなら

JUJU この夜を止めてよ

JUJU 空

JUJU 東京

JUJU また明日

JUJU やさしさで溢れるように

JUJU ラスト・シーン

JUDY　AND　MARY クラシック

JUDY　AND　MARY そばかす

ジュディ・オング 魅せられて  

朱里エイコ 北国行きで

朱里エイコ 白い小鳩

JUN SKY WALKER(S) 明日が来なくても

城卓矢 骨まで愛して  

SHOGUN 男達のメロディー



東海林太郎 赤城の子守唄                                               

湘南乃風 睡蓮花

少年隊 仮面舞踏会 

少年隊 君だけに 

城之内早苗 佐渡炎歌

ジョー山中 人間の証明のテーマ

ジョー山中 ララバイ・オブ・ユー（戦国自衛隊のテーマ）

白川ゆう子 置き手紙

白川ゆう子 別れの理由

ジローズ 戦争を知らないこどもたち

神野美伽 おんなの波止場

神野美伽 もう一度恋をしながら

歌手（す） タイトル

水前寺清子 一本どっこの唄                                             

水前寺清子 三百六十五歩のマーチ  

ずーとるび 水虫の唄

ズーニーブー 白いサンゴ礁

Supercell 君の知らない物語（「化物語」より）

Super Fly 愛をからだに吹き込んで

Super Fly 愛をこめて花束を

Super Fly Alright!!

Super Fly タマシイレボリューション

Super Fly How Do I Survive ?

Super Fly ハローハロー

Super Fly beautiful

Super Fly フレア

Super Fly マニフェスト

Super Fly Wild Flower

菅原洋一 愛のフィナーレ                                             

菅原洋一 今日でお別れ  

菅原洋一 知りたくないの  

菅原洋一＆シルヴィア アマン                                                       

スキマスイッチ 奏～かなで～

スキマスイッチ ガラナ

スキマスイッチ キレイだ

杉本真人 あなたの背中に

杉本真人 Barスターライト

杉本真人 吾亦紅（われもこう）

杉山清貴 さよならのオーシャン  

杉山清貴＆オメガトライブ ふたりの夏物語  

杉良太郎 男の人生

杉良太郎 すきま風



鈴木聖美 Ｔａｘｉ  

鈴木聖美＆Ｒａｔｓ＆Ｓｔａｒ ロンリーチャップリン  

鈴木雅之 恋人 

スターダストレビュー 木れんの涙

スターダストレビュー もうチョットだけ何か足りない

菅田将暉 さよならエレジー

菅田将暉 まちがいさがし

ザ・スパイダース あの時君は若かった

ザ・スパイダース いつまでもどこまでも

ザ・スパイダース 風が泣いている

ザ・スパイダース 夕陽が泣いている  

SPEED White Love

SPEED My Graduation

スピッツ 俺のすべて

スピッツ 楓（かえで）

スピッツ スカーレット  

スピッツ 空も飛べるはず  

スピッツ チェリー

スピッツ 優しいあの子

スピッツ 夢じゃない  

スピッツ ロビンソン  

ＳＭＡＰ ありがとう

ＳＭＡＰ オレンジ

ＳＭＡＰ 世界に一つだけの花

ＳＭＡＰ どんないいこと

ＳＭＡＰ Free Bird

ＳＭＡＰ 夜空ノムコウ   

ＳＭＡＰ らいおんハート

歌手（せ） タイトル

聖鬼魔Ⅱ 蝋人形の館  

瀬川瑛子 命くれない                                                   

千昌夫 北国の春  

千昌夫 津軽平野  

千昌夫 星影のワルツ  

千昌夫 夕焼け曇  

歌手（そ） タイトル

Sowelu 誰より好きなのに

ZONE Secret　Base　君がくれたもの

Sophia 黒いブーツ

歌手（た） タイトル

ダーツ ケメ子の歌

ザ・タイガース 色つきの女でいてくれよ



ザ・タイガース 君だけに愛を

ザ・タイガース 銀河のロマンス 

ザ・タイガース シーサイド・バウンド

ザ・タイガース 花の首飾り  

ザ・タイガース 僕のマリー

ザ・タイガース モナリザの微笑  

大事MANブラザーズバンド それが大事

平浩二 バス・ストップ  

ダウンタウン・ブギウギバンド サクセス 

ダウンタウン・ブギウギバンド スモーキン・ブギ

ダウンタウン・ブギウギバンド 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ  

ダウンタウン・ブギウギバンド 身も心も  

ダ・カーポ 結婚するって本当ですか

高田みづえ そんなヒロシに騙されて  

高田みづえ 私はピアノ

高田浩吉 伊豆の佐太郎                                                

高橋　優 太陽と花

高橋　優 福笑い

高橋真梨子 あなたの空を飛びたい

高橋真梨子 オレンヂ

高橋真梨子 グランパ

高橋真梨子 ごめんね 

高橋真梨子 はがゆい唇  

高橋真梨子 ＦＯＲ ＹＯＵ  

高橋真梨子 桃色吐息  

高橋洋子 残酷な天使のテーゼ（新世紀エヴァンゲリオンのテーマ）

高山 厳 心凍らせて 

多岐川舞子 あんたの海峡

宝田 明 美貌の都

田川寿美 海鳴り

たくみ綾 夢でいいから

竹内まりや いのちの歌

竹内まりや 駅                                                             

竹内まりや けんかをやめて

竹内まりや 恋のひとこと

竹内まりや 純愛ラプソディ  

竹内まりや シングル・アゲイン  

竹内まりや 不思議なピーチパイ

竹内まりや 毎日がスペシャル

竹内まりや マンハッタンキッス

竹原ピストル Forever Young

館ひろし 朝まで踊ろう                                                



館ひろし 泣かないで  

タッキー＆翼 Venus

谷村新司 群青 

谷村新司 三都物語  

谷村新司 昴（すばる）  

谷村新司 ２２才  

谷村新司 ＦＡＲ ＡＷＡＹ  

田原俊彦 哀愁でいと                                                  

田原俊彦 恋はDO! 

田原俊彦 ごめんよ涙 

田原俊彦 抱きしめてＴＯＮＩＧＨＴ  

玉置浩二 田園  

玉置浩二 メロディ

田村直美 ゆずれない願い　〜　「魔法戦士レイアース」より

歌手（ち） タイトル

ちあきなおみ 紅い花

ちあきなおみ 喝采

ちあきなおみ 黄昏のビギン

ちあきなおみ 星影の小径

チェウニ アリベルチ・ヨコハマ

チェッカーズ Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ、ＳＡＹＯＮＡＲＡ               

チェッカーズ あの娘とスキャンダル                                      

チェッカーズ 俺たちのロカビリーナイト

チェッカーズ 哀しくてジェラシー

チェッカーズ 危険なラブモーション

チェッカーズ ギザギザハートの子守唄 

チェッカーズ ジュリアに傷心（ハートブレイク）  

チェッカーズ Ｓｏｎｇ ｆｏｒ Ｕ・Ｓ・Ａ  

チェッカーズ 涙のリクエスト  

チェッカーズ 星屑のステージ  

チェッカーズ You Love Rock'n Roll

チェッカーズ 夜明けのブレス  

チェッカーズ Room（ルーム）

チェリッシュ 白いギター

チェリッシュ てんとう虫のサンバ  

Char Wasted

Char からまわり

Char 気絶するほど悩ましい

Char 闘牛士

Char Natural Viberation

Char Never Ending Road

Char head Song



Char You're Like A Doll Baby

チャーリー・コーセイ ルパン三世「ワルサーP３８」

チャゲ&飛鳥 エピローグ

チャゲ&飛鳥 GUYS

チャゲ&飛鳥 ＳＡＹ ＹＥＳ  

チャゲ&飛鳥 なぜに君は帰らない

チャゲ&飛鳥 no no darlin'

チャゲ&飛鳥 万里の河  

チャゲ&飛鳥 ひとり咲き  

チャゲ&飛鳥 ムーンライト・ブルース  

チャゲ&飛鳥 モーニングムーン  

チャゲ&飛鳥 YAH　YAH　YAH

チャゲ&飛鳥 夢の番人

チャゲ&飛鳥 Ｌｏｖｅ Ｓｏｎｇ  

チャコールフィルター Happy Hungry Days

チャン・ウンスク 東京ドール

ＴＵＢＥ あー夏休み                                                  

ＴＵＢＥ 海の家

ＴＵＢＥ 風に揺れるTomorrow

ＴＵＢＥ ガラスのメモリーズ

ＴＵＢＥ きっとどこかで

ＴＵＢＥ 君となら

ＴＵＢＥ サマードリーム  

ＴＵＢＥ さよならイエスタデイ

ＴＵＢＥ シーズン・イン・ザ・サン 

ＴＵＢＥ Dance With You

ＴＵＢＥ ビコーズ・アイ・ラブ・ユー  

チューリップ 銀の指環 

チューリップ 心の旅 

チューリップ サボテンの花  

チューリップ 青春の影

チューリップ 虹とスニーカーの頃

チューリップ ぼくがつくった愛のうた

チューリップ 夢中さ君に

チョー・ヨンピル 思い出迷子                                    

チョー・ヨンピル 思い出迷子  ２                                  

歌手（つ） タイトル

ツイスト あんたのバラード                                          

ツイスト 性（さが） 

ツイスト 銃爪（ひきがね）  

ツイスト 燃えろいい女  

ツイスト 宿無し  



塚田三喜夫 五月のバラ

つのだひろ メリージェーン  

津山洋子＆大木英夫 新宿そだち  

鶴岡雅義と東京ロマンチカ 小樽のひとよ                                 

鶴田浩二 赤と黒のブルース

鶴田浩二 傷だらけの人生  

鶴田浩二 好きだった  

つるの剛士 にじ

歌手（て） タイトル

Day After Tomorrow Faraway

ｔｒｆ Ｓｕｒｖｉｖａｌ ｄＡｎｃｅ  

ｔｒｆ Ｍａｓｑｕｅｒａｄｅ  

ＤＥＥＮ このまま君だけを奪い去りたい 

TM Net Work Get Wild

ディック・ミネ 或る雨の午後

ディック・ミネ 人生の並木路  

ディック・ミネ 旅姿三人男  

ディック・ミネ 夜霧のブルース  

DISH// ねこ

Ｔ－ＢＯＲＡＮ 遠い恋のリフレイン

Ｔ－ＢＯＲＡＮ 離したくはない

Ｔ－ＢＯＲＡＮ Bye For Now

寺尾聰 ルビーの指環  

テレサ・テン 愛人                                                          

テレサ・テン 空港  

テレサ・テン つぐない  

テレサ・テン 時の流れに身をまかせ  

テレサ・テン 別れの予感  

天童よしみ あんたの花道

天童よしみ 美しい昔

天童よしみ 男の夜明け

天童よしみ 珍島物語

天童よしみ 道頓堀人情

ザ・テンプターズ エメラルドの伝説

ザ・テンプターズ おかあさん

ザ・テンプターズ 神様お願い！ 

ザ・テンプターズ 忘れ得ぬ君  

歌手（と） タイトル

土井裕子 冬の星座

Do As Infinity 真実の詩（「犬夜叉」より）

東京事変　（「椎名林檎」もご覧ください） キラーチューン

東京事変　（「椎名林檎」もご覧ください） 透明人間



東京スカパラダイスオーケストラ 美しく燃える森

東京スカパラダイスオーケストラ 銀河と迷路

東京スカパラダイスオーケストラ めくれたオレンジ

東方神紀 Ｓｔａｎｄ　Ｂｙ　Ｕ

東方神紀 どうして君を好きになってしまったんだろう

戸川よし乃 冬のすずめ

TOKIO advance アドバンス

TOKIO ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ　JAPAN

TOKIO 宙船（そらふね）

時任三郎 川の流れを抱いて眠りたい

徳永英明 輝きながら                                  

徳永英明 壊れかけのＲａｄｉｏ 

徳永英明 最後の言い訳

徳永英明 レイニーブルー

敏いとうとハッピー&ブルー 恋のキャンドル

敏いとうとハッピー&ブルー 他人じゃないの  

敏いとうとハッピー&ブルー 星降る街角  

敏いとうとハッピー&ブルー わたし祈ってます    

十田敬三 デビルマンの歌

殿さまキングス 恋は紅いバラ 

殿さまキングス なみだの操

鳥羽一郎 兄弟船  

鳥羽一郎 中仙道

怒髪天 オトナのススメ

怒髪天 ロクでナシ

トム・キャット ふられ気分でロックンロール

虎舞竜 ロード  

DREAMS COME　TRUE ア・イ・シ・テ・ルのサイン

DREAMS COME　TRUE あなたとトゥラッタッタ

DREAMS COME　TRUE WINTER SONG

DREAMS COME　TRUE うれしい！たのしい！大好き！

DREAMS COME　TRUE 笑顔の行方

DREAMS COME　TRUE 大阪LOVER

DREAMS COME　TRUE 決戦は金曜日 

DREAMS COME　TRUE さよならを待っている

DREAMS COME　TRUE 晴れたらいいね  

DREAMS COME　TRUE 未来予想図Ⅱ  

DREAMS COME　TRUE やさしいキスをして

DREAMS COME　TRUE Love Love Love

DREAMS COME　TRUE　feat.FUZZY CONTROL その先へ

ドリフターズ いい湯だな

AAA さよならの前に



AAA LIFE

トワ・エ・モア 誰もいない海 

歌手（な） タイトル

内藤やす子 弟よ                                          

内藤やす子 思い出ぼろぼろ                              

内藤やす子 六本木ララバイ  

永井裕子 郡上八幡おんな町

永井裕子 そして、、、雪の中

中島美嘉 Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ

中島美嘉 桜色舞うころ

中島美嘉 一色

中島美嘉 Dear

中島美嘉 花束

中島美嘉 見えない星

中島美嘉 雪の華

中島美嘉 NANA グラマラススカイ　GLAMOROUS SKY　

中島みゆき 浅い眠り

中島みゆき 悪女                                                          

中島みゆき 糸

中島みゆき 命の別名

中島みゆき 命のリレー

中島みゆき India Goose

中島みゆき With

中島みゆき 銀の龍の背に乗って

中島みゆき くらやみ乙女

中島みゆき 化粧

中島みゆき 御機嫌如何

中島みゆき この空を飛べたら

中島みゆき サバイバルロード

中島みゆき 時代  

中島みゆき 水中花

中島みゆき 空と君のあいだに　〜　「家なき子」主題歌

中島みゆき 旅人のうた

中島みゆき 誕生

中島みゆき 地上の星

中島みゆき 掌

中島みゆき Night Wing

中島みゆき パラダイス・カフェ

中島みゆき ばりほれとんぜ

中島みゆき ひまわり"SUNWARD"

中島みゆき ふたつの炎

中島みゆき 麦の唄



中島みゆき 問題集

中島みゆき ライカM4

中条きよし うそ                                                           

中西保志 最後の雨 

中西保志 Ｌａｓｔ  Ｃａｌｌ  

中原めいこ 君たちキウイパパイヤマンゴーだね

中原理恵 東京ららばい  

長渕剛 愛してるのに

長渕剛 祈り

長渕剛 Amen エーメン

長渕剛 乾杯 

長渕剛 Good Bye 青春  

長渕剛 Close Your Eyes

長渕剛 幸せになろうよ

長渕剛 JAPAN

長渕剛 しゃぼん玉  

長渕剛 順子 

長渕剛 巡恋歌

長渕剛 素顔

長渕剛 少し気になったBreakFast

長渕剛 STAY DREAM

長渕剛 とんぼ  

長渕剛 夏祭り

長渕剛 Myself（マイセルフ）

長渕剛 RUN

長渕剛 ろくなもんじゃねえ  

長保有紀 城ヶ島雨情

中村あゆみ 翼の折れたエンジェル  

中村中 友達の詩

中村雅俊 俺たちの旅                                   

中村雅俊 恋人も濡れる街角 

中村雅俊 心の色 

中村雅俊 ただお前がいい  

中村雅俊 ふれあい  

中村美津子 河内おとこ節

中村美津子 ふたりの朝

中村美津子 夢の花咲かそう

中森明菜 飾りじゃないのよ涙は 

中森明菜 北ウィング 

中森明菜 禁区 

中森明菜 サザンウインド

中森明菜 少女Ａ  



中森明菜 スローモーション  

中森明菜 セカンド・ラブ  

中森明菜 ＴＡTＴＯＯ  

中森明菜 ＤＥＳＩＲＥ  

中森明菜 ミ・アモーレ  

中山美穂 幸せになるために  

中山美穂 HERO  

中山美穂 You're  My  Only  Shinin' Star  

中山美穂 ｗｉｔｈ ＭＡＹＯ 未来へのプレゼント  

中山美穂＆ＷＡＮＤＳ 世界中の誰よりきっと  

渚ゆう子 京都の恋  

渚ゆう子 京都慕情

夏川りみ ココロツタエ

夏川りみ 涙そうそう

羅勲児(ナ・フナ） 俺の恋・決めた恋

成世昌平 寿（ことぶき）

歌手（に） タイトル

新沼謙治 ふるさとは今もかわらず

新山詩織 ゆれるユレル

にしきのあきら 空に太陽がある限り

西田佐知子 アカシヤの雨が止む時                                     

西田佐知子 女の意地                                     

西田敏行 もしもピアノが弾けたなら  

西野カナ 会いたくて会いたくて

西野カナ トリセツ

ニックニューサー お祭りさわぎ                        

ニックニューサー サチコ  

歌手（の） タイトル

ＮＯＡ 今を抱きしめて                                             

乃木坂４６ インフルエンサー

野口五郎 私鉄沿線  

野口五郎 １９：００の街 

歌手（は） タイトル

パープルシャドウズ 小さなスナック

灰田勝彦 鈴懸の径  

ハイファイセット 冷たい雨

ハイファイセット フィーリング

ハイロウズ 青春

ハイロウズ 日曜日よりの使者

ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ AMBITIOUS

ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ 嵐の金曜日

ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ ONLY LOVE                   



ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ JEALOUSY

ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ Ｄｅｓｔｉｎｙ  

ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ 涙のバースデイ  

ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ ｆｆ（フォルティシモ）  

ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ ブリッジ  

荻原健一 大阪で生まれた女                                           

ＢＡＫＵＦＵーＳＬＵＭＰ 大きな玉ねぎの下で                                        

ＢＡＫＵＦＵーＳＬＵＭＰ 週刊東京少女Ａ

ＢＡＫＵＦＵーＳＬＵＭＰ せたがやたがやせ

ＢＡＫＵＦＵーＳＬＵＭＰ Ｒｕｎｎｅｒ  

ＢＡＫＵＦＵーＳＬＵＭＰ リゾ・ラバ  

箱崎伸一郎 熱海の夜                                                     

箱崎伸一郎 抱擁  

はしだのりひことクライマックス 花嫁

はしだのりひことシューベルツ 風 

元ちとせ ワダツミの木

橋幸夫＆吉永小百合 いつでも夢を                                                

橋幸夫＆安倍里津子 今夜は離さない

長谷川きよし 別れのサンバ  

旗照夫 あいつ                                                       

秦　基博 朝が来る前に

秦　基博 鱗（うろこ）

秦　基博 シンクロ

秦　基博 ひまわりの約束

back number 高嶺の花子さん

back number ハッピーエンド

back number クリスマスソング

初音ミク 恋は戦争

花は咲くプロジェクト 花は咲く

Honey L Days まなざし

Ｐｕｆｆｙ アジアの純真                                                

Ｐｕｆｆｙ これが私の生きる道 

Ｐｕｆｆｙ 渚にまつわるエトセトラ

ハプニングス・フォー あなたが欲しい

バブルガム・ブラザーズ ＷＯＮ'Ｔ ＢＥ ＬＯＮＧ                                

浜圭介と桂銀淑 北空港 

浜崎あゆみ M

浜崎あゆみ Carols

浜崎あゆみ ＮＥＶＥＲ ＥＶＥＲ

浜崎あゆみ Foregiveness

浜崎あゆみ Blue Bird

浜崎あゆみ HEAVEN（PFライブ・バージョン）



浜崎あゆみ You were・・・

浜崎あゆみ LOVE～Destiny

浜田省吾 終わりなき疾走

浜田省吾 片思い 

浜田省吾 悲しみは雪のように 

浜田省吾 J.BOY

浜田省吾 初恋

浜田省吾 MONEY

浜田省吾 もう一つの土曜日  

浜田省吾 路地裏の少年 

浜田麻里 Return To Myself

浜より子 浪曲夫婦節

林部智史 あいたい

原大輔 めぐり逢い紡いで

原田真二 キャンディー

原田悠里 木曽路の女

Bank Band 糸

Bank Band 歌うたいのバラッド

Bank Band with Salyu to U

ハン・ジナ サヨナラはくちづけのあとで

半田浩二 済州（チェジュ）エア・ポート 

バンバン 「いちご白書」をもう一度                                

BUMP OF CHICKEN カルマ

BUMP OF CHICKEN ダンデライオン  

BUMP OF CHICKEN 天体観測

BUMP OF CHICKEN 花の名

BUMP OF CHICKEN LAMP

歌手（ひ） タイトル

B'z 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない        

B'z Ａｌｏｎｅ                                                  

B'z いつかのメリークリスマス

B'z It's Show Time

B'z 愛しい人よ　Good Night・・・

B'z ultra soul（ウルトラソウル）

B'z 消えない虹

B'z さまよえる蒼い弾丸

B'z Pleasure 2008 ～人生の快楽～

B'z Love Phantom

ビートたけし 浅草キッド

ザ・ピーナッツ ウナ・セラ・ディ東京

ザ・ピーナッツ 恋のバカンス  

ザ・ピーナッツ 恋のフーガ 



ザ・ピーナッツ ふりむかないで

光GENJI 勇気１００％

氷川きよし 大井追っかけ音次郎

氷川きよし 櫻

氷川きよし 箱根八里の半次郎

氷川きよし 星空の秋子

ＢＥＧＩＮ 恋しくて 

ＢＥＧＩＮ 三線（さんしん）の花

ＢＥＧＩＮ 島人ぬ宝

Histeric Blue なぜ・・・

Histeric Blue 春～Spring～

ヒデとロザンナ 愛の奇跡

尾藤イサオ あしたのジョー

一青　窈 つないで手

一青　窈 ハナミズキ

一青　窈 もらい泣き

hitomi Samurai Drive

氷室京介 Kiss Me

平井  堅 アイシテル

平井  堅 even if

平井  堅 いとしき日々よ

平井  堅 大きな古時計

平井  堅 思いが重なるその前に

平井  堅 告白

平井  堅 センチメンタル

平井  堅 ノンフィクション

平井  堅 half of me

平井  堅 瞳をとじて

平井  堅 Precious Junk

平井  堅 Pop Star

平井  堅 僕は君に恋をする

平井  堅 魔法って言っていいかな？

平井  堅 Love Love Love

平井  堅 楽園

平井  堅  feat.安室奈美恵 グロテスク

平尾昌晃&畑中葉子 カナダからの手紙  

平野　綾 God Knows（「涼宮ハルヒの憂鬱」より）

平野　綾 HERO

平原綾香 ジュピター

平原綾香 スタートライン

平原綾香 マスカット

平松愛理 部屋とワイシャツと私



平山三紀 真夏の出来事  

ビリー・バンバン さよならをするために 

ビリー・バンバン 白いブランコ  

ヴィレッジ シンガーズ 亜麻色の髪の乙女

ヴィレッジ シンガーズ バラ色の雲  

ヒロシ&キーボー 三年目の浮気 

広島東洋カープ それ行けカープ

広瀬香美 ゲレンデがとけるほど恋したい

広瀬香美 ロマンスの神様  

弘田三枝子 人形の家

ピンキーとキラーズ 恋の季節  

ピンクレディー Ｓ・Ｏ・Ｓ                                                  

ピンクレディー サウスポー

ピンクレディー 渚のシンドバット  

ピンクレディー ペッパー警部 

ピンクレディー ＵＦＯ  

歌手（ふ） タイトル

Funky Monky Babys あとひとつ

Funky Monky Babys Always

Funky Monky Babys ヒーロー

FIELD OF VIEW DAN DAN 心魅かれてく （「ドラゴンボール」より）

フィンガー５ 恋のダイヤル６７００

THE BOOM 風になりたい

THE BOOM 島唄  

Fayray ひとりよりふたり

フォーク・クルセイダーズ イムジン河

フォーク・クルセイダーズ 悲しくてやりきれない 

フォーク・クルセイダーズ 戦争は知らない

フォーク・クルセイダーズ 水虫の唄

フォー・セインツ 小さな日記  

ふきのとう 白い冬

ふきのとう 風来坊

福沢恵介 野風憎～お前が二十歳になったら～  

福田こうへい 南部蝉しぐれ

福耳 惑星タイマー

福山雅治 Iｔ'ｓ  ｏｎｌｙ  ｌｏｖｅ                              

福山雅治 家族になろうよ

福山雅治 Gang ギャング

福山雅治 Good Night

福山雅治 最愛

福山雅治 桜坂

福山雅治 Squall スコール



福山雅治 それがすべてさ

福山雅治 ＨＥＬＬＯ  

福山雅治 Beautiful Day

藤井フミヤ Another Orion アナザーオリオン

藤井フミヤ Go The Distance

藤井フミヤ ＴＲＵＥ ＬＯＶＥ  

藤岡藤巻と大橋のぞみ 崖の上のポニョ

藤木　一恵 サニーディ

藤圭子 女のブルース

藤谷美和子・大内義昭 愛が生まれた日                                             

藤澤ノリマサ ダッタン人の踊り

藤澤ノリマサ Domani〜明日をつかまえて

藤澤ノリマサ VINCERO

藤澤ノリマサ 未来への道

藤田まこと 夜のララバイ

藤山一郎 青い山脈                                                    

藤山一郎 影を慕いて  

藤山一郎 東京ラプソディー  

藤山一郎 長崎の鐘  

布施明 愛の園                                                        

布施明 君は薔薇より美しい

布施明 霧の摩周湖  

布施明 シクラメンのかほり  

布施明 そっとおやすみ  

舟木一夫 高校三年生  

fumika Endless Road

フランク永井 おまえに                                      

フランク永井 君恋し  

フランク永井 霧子のタンゴ  

フランク永井 羽田発七時五十分  

フランク永井 有楽町で逢いましょう  

フランク永井 夜霧の第二国道  

フランク永井＆松尾和子 東京ナイトクラブ  

プリンセス・プリンセス Ｍ                                                             

プリンセス・プリンセス ジュリアン  

プリンセス・プリンセス 世界でいちばん熱い夏  

プリンセス・プリンセス Ｄｉａｍｏｎｄｓ  ダイアモンド

プリンセス・プリンセス １９ Glowing Up

古井戸 さなえちゃん

BLUE ENCOUNT Survivor（「機動戦士ガンダム」鉄面のオルフェンズ）

古内東子 誰より好きなのに

ブルーコメッツ 青い瞳



ブルーコメッツ ブルーシャトウ

ブルーハーツ 青空

ブルーハーツ 終わらない歌

ブルーハーツ 情熱の薔薇

ブルーハーツ ＴＲＡＩＮーＴＲＡＩＮ  

ブルーハーツ 人にやさしく

ブルーハーツ リンダリンダ  

FLOW CHA-LA HEAD-CHA-LA（ドラゴンボール神と神）より

ブロードサイド・フォー 星に祈りを

歌手（へ） タイトル

平和勝次とダークホース 宗右衛門町ブルース  

ペギー葉山 学生時代   

ペギー葉山 爪  

ペギー葉山 琵琶湖周航の歌  

ペギー・マーチ 忘れないわ  

ヘドバとダビデ ナオミの夢

ペドロ＆カプリシャス 五番街のマリーへ 

ペドロ＆カプリシャス ジョニーへの伝言  

ペドロ＆カプリシャス 別れの朝  

Penicillin ペニシリン ロマンス(New Ver.)

辺見まり 経験  

歌手（ほ） タイトル

BoA 七色の明日

BoA VALENTI

BoA Your Color

ＢＯＯＷＹ IMAGE DOWN

ＢＯＯＷＹ ＯＮＬＹ ＹＯＵ                            

ＢＯＯＷＹ CLOUDY HEART（クラウディ・ハート）

ＢＯＯＷＹ Dreamin'（ライブバージョン）

ＢＯＯＷＹ No NewYork

ＢＯＯＷＹ B・ＢＬＵＥ  

ＢＯＯＷＹ Ｍａｒｉｏｎｅｔｔｅ  

ＢＯＯＷＹ わがままジュリエット

星野　源 恋

星野　源 SUN

細川たかし 女のしぐれ

細川たかし 北酒場  

細川たかし 心のこり  

細川たかし 望郷じょんがら

細川たかし 矢切の渡し  

細川たかし 湯けむり情話

布袋寅泰 スリル



布袋寅泰 POISON

堀内孝雄 憧れ遊び

堀内孝雄 愛しき日々                                                  

堀内孝雄 ガキの頃のように 

堀内孝雄 影法師 

堀内孝雄 君の瞳は１００００ボルト 

堀内孝雄 恋唄綴り 

堀内孝雄 冗談じゃねえ

堀内孝雄 竹とんぼ

堀内孝雄＆桂 銀淑 都会の天使たち

堀江淳 メモリーグラス  

ポルノグラフィティ 愛が呼ぶほうへ

ポルノグラフィティ アゲハ蝶

ポルノグラフィティ サウダージ

ポルノグラフィティ メリッサ （「鋼の錬金術師」オープニングテーマ）

Whiteberry 夏祭り

本田美奈子 １９８６年のマリリン

歌手（ま） タイトル

Ｍｙ Ｌｉｔｔｌｅ Ｌｏｖｅｒ Ｈｅｌｌｏ Ａｇａｉｎ  

前川　清 男と女の破片

前川　清 恋唄

前川　清 花の時、愛の時

黛ジュン 天使の誘惑  

槙原敬之 遠く遠く

槙原敬之 どんなときも  

槙原敬之 Hungry Spider

槙原敬之 冬がはじまるよ

槙原敬之 もう恋なんてしない

牧村三枝子 みちづれ  

増位山太志郎 男の背中                                      

増位山太志郎 そんな女のひとりごと  

増位山太志郎 そんなナイト・パブ   

増位山太志郎 そんな夕子にほれました  

町田義人 戦士の休息

松尾和子 再会

松崎しげる 愛のメモリー                                                

松田聖子 青い珊瑚礁                                                  

松田聖子 蒼いフォトグラフ

松田聖子 赤いスィートピー                                          

松田聖子 あなたに逢いたくて                                        

松田聖子 輝いた季節へ旅立とう                    

松田聖子 風立ちぬ 



松田聖子 きっとまた逢える 

松田聖子 小麦色のマーメイド 

松田聖子 Ｓｗｅｅｔ　Ｍｅｍｏｒｉｅｓ 

松田聖子 制服

松田聖子 大切なあなた  

松田聖子 抱いて  

松田聖子 チェリーブラッサム

松田聖子 天使のウィンク  

松田聖子 夏の扉

松田聖子 瞳はダイヤモンド

松田聖子 瑠璃色の地球

松平　健 マツケンサンバ　２

松たか子 明日春が来たら

松たか子 イナーシア

松たか子 夢のしずく

松たか子 Let It Go（アナと雪の女王）

松任谷由実   「荒井由実」もご覧下さい 恋人はサンタクロース 

松任谷由実   「荒井由実」もご覧下さい ダンデライオン  

松任谷由実   「荒井由実」もご覧下さい 中央フリーウェイ

松任谷由実   「荒井由実」もご覧下さい ナビゲイター

松任谷由実   「荒井由実」もご覧下さい 真夏の夜の夢  

松任谷由実   「荒井由実」もご覧下さい 守ってあげたい  

松原健之 三日月が綺麗だから

松原健之 木蘭の涙

松村和子 帰ってこいよ                               

松本マサ子 この愛のすべてに

松山千春 大空と大地の中で

松山千春 かざぐるま

松山千春 季節の中で 

松山千春 君を忘れない

松山千春 銀の雨  

松山千春 恋 

松山千春 旅立ち  

松山千春 人生（たび）の空から  

松山千春 長い夜  

松山千春 ひとりじめ

松山千春 窓  

松山千春 良生ちゃんとポプラ並木

MANISH 煌めく瞬間に捕われて（「スラムダンク」より）

マルシア Yours〜時のいたずら〜

丸山圭子 どうぞこのまま

歌手（み） タイトル



MISIA 逢いたくていま

MISIA アイノカタチ

MISIA Everything

MISIA 記憶

MISIA キスして抱きしめて

MISIA つつみこむように

MISIA Believe

三浦大知 Bring it down

三浦宏とハニーシックス お嫁にゆけない私                            

三笠優子 世間さま

三門忠司 大阪流転

美川憲一 歌いつづけて

美川憲一 さそり座の女  

Ｍｉ－Ｋｅ 思い出の九十九里浜                         

三沢あけみ 島のブルース

水木一郎 マジンガーＺ

水木一郎 ルパン三世　愛のテーマ

Mr・Childreｎ 足音〜BeStrong

Mr・Childreｎ Another Story

Mr・Childreｎ イノセントワールド                                        

Mr・Childreｎ エソラ

Mr・Childreｎ Any

Mr・Childreｎ 終わりなき旅

Mr・Childreｎ CANDY

Mr・Childreｎ 口笛

Mr・Childreｎ CROSS ROAD 

Mr・Childreｎ Sign（サイン）

Mr・Childreｎ ３６５日

Mr・Childreｎ シーソーゲーム

Mr・Childreｎ しるし

Mr・Childreｎ 抱きしめたい

Mr・Childreｎ 掌（てのひら）

Mr・Childreｎ ＴＯＭＯＲＲＯＥＷ ＮＥＶＥＲ ＫＮＯＷＳ  

Mr・Childreｎ 名もなき詩

Mr・Childreｎ ＮＯＴ ＦＯＵＮＤ

Mr・Childreｎ HANABI（はなび）

Mr・Childreｎ Hallelujah（ハレルヤ）

Mr・Childreｎ 星になれたら

Mr・Childreｎ Round About～孤独の肖像

水樹奈々 ETERNAL BLAZE

水樹奈々 Orchestral Fantasia

水樹奈々&T.M.Revolution 革命デュアリズム（テレビアニメ『革命機ヴァルヴレイヴ』より）



水谷豊 カリフォルニア・コネクション

水原弘 君こそわが命  

水原弘 黒い花びら  

水原弘 たそがれのビギン

水森かおり 安芸の宮島

水森かおり 越後水原

水森かおり 鳥取砂丘

水森英夫 島

美空ひばり 愛燦燦                                                        

美空ひばり 一本の鉛筆

美空ひばり 悲しい酒  

美空ひばり 川の流れのように 

美空ひばり 車屋さん

美空ひばり 人生一路

美空ひばり 太鼓

美空ひばり 鼻唄マドロス

美空ひばり 真赤な太陽  

美空ひばり みだれ髪  

美空ひばり 港町十三番地  

美空ひばり 柔（やわら）

美空ひばり りんご追分

ミッシェルガンエレファント リボルバー・ジャンキーズ

南こうせつ 夢一夜  

南沙織 １７才  

南佳孝 スローなブギにしてくれ 

南佳孝 ブルーズでも歌って

南佳孝 モンローウォーク  

三橋美智也 哀愁列車                                                    

三橋美智也 一本刀土俵入り                                             

三橋美智也 おんな船頭唄                                

三橋美智也 古城  

都はるみ いのちのありか

都はるみ 大阪しぐれ                                                   

都はるみ 小樽運河

都はるみ 千年の古都

都はるみ 北の宿から  

都はるみ 好きになった人  

都はるみ 道頓堀川

都はるみ・岡千秋 浪花恋しぐれ  

都はるみ＆宮崎雅 ふたりの大阪   

三山ひろし お岩木山

三好鉄生 すごい男の唄  



三好鉄生 涙をふいて  

歌手（む） タイトル

村下孝蔵 踊り子                                        

村下孝蔵 初恋  

村木賢吉 おやじの海

村田英雄 王将                                                          

村田英雄 皆の衆  

村田英雄 無法松の一生

歌手（め） タイトル

May.J 本当の恋

May'n ＆ 中島愛 ライオン（マクロスFより）

米良美一 もののけ姫

歌手（も） タイトル

モーニング娘 Ｉ Ｗｉｓｈ

モーニング娘 ＬＯＶＥマシーン

ＴＨＥ ＭＯＤＳ 激しい雨が  

モップス 朝まで待てない

モップス たどり着いたらいつも雨ふり  

ももいろクローバーZ 行くぜっ！怪盗少女

杜けあき 愛あればこそ　〜　「ベルサイユのバラ」より

森進一 哀愁行路                                                     

森進一 命あたえて

森進一 襟裳岬                                                        

森進一 おふくろさん                                

森進一 女心（おんなごころ）

森進一 北の蛍  

森進一 恋月夜

森進一 それは恋  

森進一 冬のリヴィエラ  

森高千里 雨

森田健作 さらば涙と言おう  

森田公一とトップギャラン 青春時代 

森昌子 越冬つばめ

森昌子 おかあさん

森昌子 哀しみ本線日本海  

森本英也 ホテル  

森山直太朗 愛し君へ

森山直太朗 さくら

森山良子 あなたが好きで

森山良子 今日の日はさよなら

森雄二とサザンクロス 足手まとい                                                  



森雄二とサザンクロス 意気地なし                                                   

森雄二とサザンクロス 好きですサッポロ  

森雄二とサザンクロス トワイライト・サッポロ

モンゴル８００ 小さな恋の唄

もんた＆ブラザーズ ダンシング・オールナイト  

歌手（や） タイトル

八神純子 思い出は美しすぎて

八神純子 みずいろの雨

薬師丸ひろ子 Woman 〜 Wの悲劇

薬師丸ひろ子 セーラー服と機関銃  

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） アイ・ラブ・ユーＯＫ！                                  

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 赤いルビー

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） A DAY

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） アリよさらば                                                

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） Yes My Love

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） いつの日か

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） ウイスキーコーク

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） Ａｎｙｔｉｍｅ　Ｗｏｍａｎ

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 共犯者 

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） くちづけが止まらない

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 黒く塗りつぶせ

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 恋の列車はリバプール発

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） ゴールドラッシュ

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） コバルトの空

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） ＳＯＭＥＢＯＤＹ'Ｓ  ＮＩＧＨＴ  

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 時間よ止まれ  

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 背中越しのI Love You

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） チャイナタウン　

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 東京 ＴＯＫＹＯ  

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 逃亡者

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 止まらないHa～Ha～

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） トラベリング・バス

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 長い旅

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 夏の終り

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 苦い雨

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） ひき潮

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） PURE GOLD

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） Pretty Woman

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） Maria（マリア）

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） もうひとりの俺

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） 裸身

矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） ラストシーン



矢沢永吉　 （「キャロル」もご覧ください） レイニー・ウェイ

やしきたかじん あんた

やしきたかじん 天国はまだ待ってくれる

やしきたかじん 東京  

やしきたかじん 泣いたら負け

やしきたかじん 未練

やしきたかじん やっぱ好きやねん  

八代亜紀 愛の終着駅                                                  

八代亜紀 雨の慕情                                                      

八代亜紀 舟唄

柳ジョージ 青い瞳のステラ1962年夏…                             

柳ジョージ 雨に泣いている　Weeping In The Rain

柳ジョージ 同じ時代に

柳ジョージ コインランドリーブルース

柳ジョージ さらばミシシッピー

柳ジョージ 時は流れて

柳ジョージ Burning（バーニング）

柳ジョージ Fenceの向こうのアメリカ

柳ジョージ For Your Love

柳ジョージ プリズナー

柳ジョージ Ｈｅｙダーリン

柳ジョージ 酔って候

柳ジョージ Room　６０９

矢吹健 あなたのブルース                                           

矢吹健 うしろ姿                                                    

山川豊 ニューヨーク物語

山口百恵 いい日旅立ち                                                

山口百恵 イミテーションゴールド

山口百恵 秋桜 （コスモス）

山口百恵 さよならの向こう側 

山口百恵 プレイバック Ｐａｒｔ２  

山口百恵 横須賀ストーリー  

山口百恵 ロックンロール・ウィドゥ

山崎ハコ あなたの声

山下達郎 クリスマス・イヴ

山下達郎 高気圧ガール

山下達郎 土曜日の恋人（オレたちひょうきん族エンディングテーマ）

山下達郎 Your　Eyes

山下達郎 Ride　On　Time

山根康広 GET ALONG TOGETHER 

山本コータローとウィークエンド 岬めぐり  

山本譲二 奥入瀬                                                       



山本譲二 みちのくひとり旅  

山本リンダ どうにもとまらない  

山本リンダ ねらいうち

歌手（ゆ） タイトル

ＹＵＩ It's Happy Line

ＹＵＩ Good-bye Days

ＹＵＩ Happy Birthday To You You

ＹＵＩ Blue Wind

ＹＵＩ HELP

ＹＵＩ Laugh Away

憂歌団 嫌んなった（いやんなった）

憂歌団 おそうじオバチャン

憂歌団 胸が痛い

YUKI ワンダーライン

ゆず 栄光の架橋

ゆず 夏色

ゆず 虹（にじ）

ゆずおだ いつか

ゆずおだ クリスマスの約束

ユニコーン 大迷惑

ユニコーン 雪が降る街

歌手（よ） タイトル

横浜銀蝿 ぶっちぎりロックンロール                       

横浜銀蝿 横須賀ベイビー

吉幾三 俺ら東京さ行くだ                           

吉幾三 海峡

吉幾三 酒よ 

吉幾三 情炎

吉幾三 雪国  

吉田拓郎 明日に向かって走れ

吉田拓郎 永遠の嘘をついてくれ

吉田拓郎 今日までそして明日から

吉田拓郎 シンシア  

吉田拓郎 人生を語らず

吉田拓郎 外は白い雪のように

吉田拓郎 旅の宿  

吉田拓郎 爪（つめ）

吉田拓郎 春だったね

吉田拓郎 ペテン師

吉田拓郎 祭りのあと

吉田拓郎 落陽  

吉田美奈子 夢で逢えたら



米津玄師 馬と鹿

米津玄師 パプリカ

米津玄師 Loser

米津玄師 Lemon

より子 Break The Cocoon（「SPEED GRARHER」より）

歌手（ら） タイトル

LASTGASP Deternination

ラッツ&スター め組の人

RADWINPS 前前前世（「君の名は」movie.ver）

ラルク・アン・シェル Winter Fall

ラルク・アン・シェル STAY　AWAY

ラルク・アン・シェル Dive To Blue

ラルク・アン・シェル 夏の憂鬱

ラルク・アン・シェル Neo Universe

ラルク・アン・シェル HONEY

ラルク・アン・シェル flower

ラルク・アン・シェル Lies and Truth

ザ・ランチャーズ 真冬の帰り道  

歌手（り） タイトル

ザ・リガニーズ 海は恋してる

LiSA 紅蓮華（「鬼滅の刃」より）

LiSA シルシ

LiSA 炎（ほむら）（劇場版「鬼滅の刃」より）

LiSA Rising Hope（アニメ「魔法科高校の劣等生」主題歌）

竜鉄也 奥飛騨慕情                                    

ＬＩＮＤＢＥＲＧ 今すぐＫＩＳＳ ＭＥ                                       

歌手（る） タイトル

RUI 泪月（おぼろ）

RUI 月のしずく

ルースターズ Rosie

ルック シャイニン・オン君が哀しい 

歌手（れ） タイトル

RADIO FISH Perfect Human（パーフェクトヒューマン）

レベッカ フレンズ  

レベッカ ラズベリー・ドリーム

レミオロメン 粉雪

レミオロメン 三月九日

歌手（ろ） タイトル

ロス・インディオス コモエスタ赤坂  

ロス・インディオス＆シルヴィア それぞれの原宿  

ロス・インディオス＆シルヴィア 別れても好きな人  

ロス・プリモス 新潟ブルース  



歌手（わ） タイトル

ザ・ワイルドワンズ 思い出の渚

和田あき子 あの鐘を鳴らすのはあなた                               

和田あき子 だってしょうがないじゃない  

渡辺マリ 東京ドドンパ娘  

渡辺真知子 かもめが翔んだ日 

渡辺美里 悲しいね

渡辺美里 Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ  

和田宏とマヒナ・スターズ 泣かないで  

渡哲也 くちなしの花  

渡哲也 水割り  

ONE OK ROCK アンサイズニア

ONE OK ROCK The Beginning

ONE OK ROCK Wherever You Are

WANDS 世界が終わるまでは


