
ア ＲＣサクセション スローバラード 

   トランジスタラジオ 

   雨上がりの夜空に 

 AI ストーリー/ STORY 

 相川七瀬 夢見る少女じゃいられない 

 AIKO ボーイフレンド 

   カブトムシ 

 あいみょん 君はロックを聴かない 

   マリーゴールド 

 安室奈美恵 ｽｲｰﾄ 19 ﾌﾞﾙｰｽ/SWEET 19 BLUES 

 絢香 アイビリーブ/ I BELIEVE 

   三日月 

 アリス ジョニーの子守唄 

   チャンピオン 

   遠くで汽笛を聞きながら 

   冬の稲妻 

 THE ALFEE メリーアン 

 ANGIE 天井裏から愛をこめて 

 安全地帯 ワインレッドの心 

 杏里 オリビアを聞きながら 

   悲しみがとまらない 

 アンルイス あゝ無情 

   ウーマン/ WOMAN(アンルイス) 

   グッバイマイラブ 

   六本木心中 

イ 飯田久彦 ルイジアナ ママ 

 いきものがかり ありがとう 

 稲垣潤一 夏のクラクション 

 井上陽水 いっそセレナーデ 

   帰れない二人 

   少年時代 

   能古島の片思い 

   メイクアップ シャドウ/ MAKE-UP SHADOW 

   夢の中へ 

 今井美樹 プライド/ PRIDE 

 イルカ なごり雪 

 岩崎良美 タッチ 

ウ ヴィレッジ・シンガーズ 亜麻色の髪の乙女 

 上田正樹 悲しい色やね 

 宇多田ヒカル オートマチック/Automatic 

   ファーストラブ/ FIRST LOVE 

 浦島太郎（桐谷健太） 海の声 



 ウルフルズ 明日があるさ 

   ガッツだぜ 

   バンザイ～好きでよかった～ 

   笑えれば 

エ Ｈ2Ｏ 想い出がいっぱい 

 ARB さらば相棒 

   ヘビーデイズ/ HEAVY DAYS 

 AKB48 恋するフォーチュンクッキー 

 EXILE チューチュートレイン/CHOO CHOO TRAIN 

 EGO WRAPPIN' くちばしにチェリー 

   色彩のブルース 

 エディ藩 横浜ホンキートンクブルース 

 Every Little Thing フラジール/ FRAGILE 

 エレファントカシマシ 悲しみの果て 

   今宵の月のように 

オ 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 

 大塚愛 サクランボ 

 大橋純子 たそがれマイラブ 

 大黒摩季 ららら 

 欧陽菲菲 ラヴ・イズ・オーバー 

 荻野目洋子 ダンシング・ヒーロー 

 奥田民生 愛のために 

   イージーライダー 

   息子 

 尾崎紀世彦 また逢う日まで 

 尾崎豊 アイラブユー/ I LOVE YOU (尾崎豊) 

   十七歳の地図 

   オウマイリトルガール/OH MY LITTLE GIRL 

   シェリー 

 ⿁塚ちひろ 月光 

 オフコース 眠れぬ夜 

 ORIGINAL LOVE 接吻 

カ 甲斐バンド 安奈 

   裏切りの街角 

   きんぽうげ 

   ヒーロー/ ＨＥＲＯ 

 GAO サヨナラ 

 風 地平線の見える街 

 葛城ユキ ボヘミアン 

 加山雄三 海・その愛 

   旅人よ 



   夜空の星 

 河島英五 酒と泪と男と女 

キ 氣志團 ワンナイトカーニバル/ONE NIGHT CARNIVAL 

 吉川晃司 キス(KISS)に撃たれて眠りたい 

   せつなさを殺せない 

 キャロル ファンキーモンキーベイビー 

   ルイジアンナ 

 キャンディーズ 年下の男の子 

ク 久保田利信 ラ・ラ・ラ ラブソング/LA LA LA LOVE SONG 

 クリエイション ロンリーハート 

 GLAY ウィンターアゲイン/ Winter, again 

   ハウエヴァー/ HOWEVER 

   誘惑 

 クレイジーケンバンド タイガー＆ドラゴン 

   昼顔 

 桑田佳祐 悲しい気持ち（JUST A MAN IN LOVE） 

 桑名正博 セクシャルバイオレット No1 

   月のあかり 

コ 小泉今日子 木枯らしに抱かれて 

   あなたに会えてよかった 

   学園天国 

 倖田來未 キューティーハニー 

 郷ひろみ 哀愁のカサブランカ 

   ゴールドフィンガー99/GOLD FINGER’99 

   ２億４千万の瞳 

 越路吹雪 サントワマミー 

   ラストダンスは私に 

   ろくでなし 

 ゴールデンボンバー 女々しくて 

 ゴダイゴ ガンダーラ 

   銀河鉄道９９９ 

 小林明子 恋におちて 

 コブクロ さくら (コブクロ) 

   蕾 ～つぼみ～ 

   轍 ～わだち～ 

 米米クラブ 君がいるだけで 

   浪漫飛行 

 小柳ゆき あなたの KISS を数えましょう 

 近藤真彦 ギンギラギンにさりげなく 

   スニーカーぶる～す 

 近藤房之助＆織田哲郎 ボンバー・ガール/Bomber Girl 

 COMPLEX 恋を止めないで 



   ラブリング・マン/RAMBLING MAN 

サ ザ ピーナッツ 恋のバカンス 

 ザ・ヴィーナス キッスは目にして 

 ザ・カーナビーツ 好きさ好きさ好きさ 

 ザ・ゴールデン・カップス 愛する君に 

   ⾧い髪の少女 

   クールな恋 

 ザ・ジャガーズ 君に会いたい 

 ザ・タイガース 君だけに愛を 

   花の首飾り 

 ザ・テンプターズ エメラルドの伝説 

 ザ・ブルーハーツ 青空 

   情熱の薔薇 

   チェイン・ギャング 

   トレイントレイン/TRAIN-TRAIN 

   ラブレター 

   リンダリンダ 

 ザ・ワイルドワンズ 思い出の渚 

 ZARD 異邦人 

   負けないで 

 THE YELLOW MONKEY スパーク/ SPARK 

   太陽が燃えている 

   バーン/ BURN 

   ラブラブショー/ LOVE LOVE SHOW 

 斎藤和義 歩いて帰ろう 

   歌うたいのバラッド 

   ずっと好きだった 

   やさしくなりたい 

 堺正章 街のあかり 

   さらば恋人 

 坂本九 上を向いて歩こう 

 サザンオールスターズ いとしのエリー 

   いなせなロコモーション 

   オウ(Ｏｈ！)クラウディア 

   勝手にシンドバット 

   チャコの海岸物語 

   TSUNAMI 

   匂艶 THE NIGHT CLUB 

   真夏の果実 

   ミスブランニューデイ 

   みんなのうた 

 佐野元春 アンジェリーナ 



   ガラスのジェネレーション 

   サムデイ/ SOMEDAY 

 THE BOOM 風になりたい 

 沢田研二 お前がパラダイス 

   カサブランカダンディー 

   勝手にしやがれ 

   危険なふたり 

   ダーリング 

   トキオ/ TOKIO 

   時の過ぎ行くままに 

 サンハウス アイラブユー/ I LOVE YOU (サンハウス) 

   キングスネークブルース/KING SNAKE BLUES 

   爆弾 

   レモンティ 

シ 椎名林檎 正しい街 

   丸の内サディスティック 

   歌舞伎町の女王 

   本能 

 J-WALK ジャストビコーズ 

   何もいえなくて・・・夏 

 ZIGGY グロリア/ GLORIA 

 ジャッキー吉川とﾌﾞﾙｰｺﾒｯﾂ ブルーシャトウ 

 シャネルズ ランナウェイ 

 シャ乱 Q シングルベッド 

 シュガーベイブ ダウンタウン/ DOWN TOWN 

 JUDY AND MARY そばかす 

 JUN SKY WALKER(S)・ スタート/ START 

 SHOGUN 男達のメロディー 

ス SUPER BUTTER DOG サヨナラ COLOR 

 SUPERFLY 愛をこめて花束を 

 スガシカオ プログレス 

   夜空ノムコウ 

 スキマスイッチ 奏 

 鈴木聖美 タクシー/ TAXI 

   ロンリーチャップリン 

 スターダスト レビュー 今夜だけきっと 

   木蘭の涙 

 スピッツ 楓 

   空も飛べるはず 

   チェリー/  

   ロビンソン 

 SMAP 世界にひとつだけの花 



セ 聖飢魔Ⅱ 蝋人形の館 

ソ 反町隆史 ポイズン /POISON 

タ ダウンタウンブギウギバンド 身も心も 

 高橋真梨子 ごめんね・・・ 

   フォーユー/ FOR YOU… 

   桃色吐息 

 高橋洋子 残酷な天使のテーゼ 

 竹内まりや 駅 

   元気を出して 

 舘ひろし 朝まで踊ろう 

   泣かないで 

 玉置浩二 メロディ 

   田園 

チ ちあきなおみ 喝采 

 チェッカーズ ギザギザハートの子守唄 

   ジュリアに傷心 

   ソングフォーUSA/  SONG FOR U.S.A 

   涙のリクエスト 

   星屑のステージ 

 チャーリー・コウセイ ルパン三世のテーマその２ 

 チャゲ＆飛鳥 万里の河 

   ひとり咲き 

   ヤー ヤー ヤー/  YAH YAH YAH 

 TUBE シーズンインザサン 

 チューリップ 心の旅 

   サボテンの花 

   青春の影 

   夢中さ君に 

ツ ツイスト あんたのバラード 

   銃爪（ひきがね） 

   燃えろいい女 

   宿無し 

 つのだひろ メリージェーン 

テ T-BOLAN 離したくはない 

 DEEN このまま君だけを奪い去りたい 

 テレサテン 愛人 

   時の流れに身をまかせ 

ト 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ めくれたオレンジ 

 TOKIO 宙船 

 時任三郎 川の流れを抱いて眠りたい 

 徳永英明 壊れかけの RADIO 

   レイニーブルー 



 敏いとうとハッピー＆ブルー 星降る街角 

 Dreams Come True 決戦は金曜日 

   何度でも 

   未来予想図Ⅱ 

   ラブ・ラブ・ラブ/ LOVE LOVE LOVE 

ナ 中島美嘉 グラマラススカイ/GLAMOROUS SKY 

   雪の華 

 中島みゆき 悪女 

   時代 

 ⾧渕剛 乾杯 

   とんぼ 

   ろくなもんじゃねえ 

 中村あゆみ 翼の折れたエンジェル 

 中村雅俊 恋人も濡れる街角 

 中森明菜 飾りじゃないのよ涙は 

   北ウイング 

   デザイアー/ DESIRE 

   スローモーション 

 夏川りみ 涙そうそう 

ハ 萩原健一 ぐでんぐでん 

 BARBEE BOYS 目を閉じておいでよ 

 ハイファイセット 冷たい雨 

 ハウンドドッグ フォルテシモ/ ｆｆ 

 PUFFY これが私の生きる道 

   愛のしるし 

   アジアの純真 

 浜田省吾 アメリカ 

   ジェイボーイ/ J-BOY 

   もうひとつの土曜日 

   路地裏の少年 

   マネー/ MONEY 

 バンクバンド 糸 

 バンバン いちご白書をもう一度 

 Bamp of chiken 天体観測 

ヒ B'z アローン/ALONE 

   ウルトラソウル/ ultra soul 

 BEGIN 恋しくて 

   島人ぬ宝 

 一青窈 ハナミズキ 

 平山三紀 真夏の出来事 

 ピンキーとキラーズ 恋の季節 

 ピンクレディー ユーフォー/ UFO 



フ フォーククルセイダース あの素晴らしい愛をもう一度 

 ふきのとう・ 白い冬 

 福山雅治 桜坂 

   ハロー/ HELLO 

 藤井フミヤ トゥルーラブ/ TRUE LOVE 

 Flower やさしさで溢れるように 

 プリンセスプリンセス エム/ M 

   世界でいちばん熱い夏 

   ダイアモンド/ DIAMOND 

ヘ ペドロ＆カプリシャス 五番街のマリーヘ 

   ジョニーへの伝言 

ホ BOOWY オンリーユー/ ONLY YOU 

   ドリーミン/ DREAMIN' 

   ノーニューヨーク/ NO NEWYORK 

   バッドフィーリング/ BAD FEELING 

   マリオネット/MARIONETTE 

 堀江淳 メモリーグラス 

 BORO 大阪で生まれた女 

 WHITEBERRY 夏祭り 

マ MY LITTLE LOVER ハローアゲイン/HELLO AGAIN 

 槇原敬之 どんなときも 

 松崎しげる 愛のメモリー 

 松田聖子 ロックンルージュ/ ROCK'N ROUGE 

   青い珊瑚礁 

   赤いスイートピー 

   スイートメモリーズ 

 松任谷由実 あの日に帰りたい 

   卒業写真 

   真夏の夜の夢 

   守ってあげたい 

   やさしさに包まれたなら 

   ルージュの伝言 

 松山千春 大空と大地の中で 

   恋 

   ⾧い夜 

 黛ジュン 天使の誘惑 

ミ MR.CHILDREN イノセントワールド 

   終わりなき旅 

   クロスロード/CROSSROADS 

   シーソーゲーム 

 美空ひばり 川の流れのように 

   真っ赤な太陽 



 南佳孝 スローなブギにしてくれ 

   モンローウォーク 

 三好鉄生 涙をふいて 

モ 望月浩 機嫌を直してもう一度 

 モッズ 崩れ落ちる前に 

   ゴキゲン RADIO 

   トゥーパンクス/ TWO PUNKS 

   激しい雨が 

 モップス たどりついたらいつも雨降り 

 森高千里 私がオバさんになっても 

   渡良瀬橋 

 森山直太郎 さくら (森山直太郎) 

 MONGOL 800 小さな恋のうた 

 もんた＆ブラザース ダンシング・オールナイト 

ヤ 薬師丸ひろ子 セーラー服と機関銃 

 矢沢永吉 アイラブユー OK？/ I LOVE YOU OK? 

  ウイスキーコーク 

  サムバディズナイト/SOMEBODY'S NIGHT 

  時間よ止まれ 

  チャイナタウン 

  東京 

  止まらない Ha～Ha 

 やしきたかじん やっぱ好きやねん 

 柳ジョージ 青い瞳のステラ・・1962 年、夏 

  フェンスの向こうのアメリカ 

  酔って候 

 山口百恵 さよならの向こう側 

  プレイバック Part2 

  ロックンロール・ウィドウ 

  いい日旅立ち 

 山崎まさよし ﾜﾝﾓｱﾀｲﾑﾜﾝﾓｱﾁｬﾝｽ/ONE MORE TIME, ONE MORE CHANCE 

 山下久美子 バスルームから愛をこめて 

 山下達郎 スパークル/ SPARKLE 

 山根康広 ゲットアロングトゥゲザー/ GET ALONG TOGETHER 

 山本リンダ どうにもとまらない 

ユ YUI チェリー/ CHE.R.RY(YUI) 

 憂歌団 おそうじオバチャン 

  胸が痛い 

 ゆず 栄光の架橋 

  夏色 

 UNICORN 大迷惑 

  メイビーブルー/ MAYBE BLUE 



ヨ 吉田拓郎 シンシア 

  春だったね 

  祭りのあと 

   落陽 

   流星 

 米津玄師 レモン/Lemon 

ラ L'Ark～en～ Ciel ハニー/ ＨＯＮＥＹ 

 ランチャーズ 真冬の帰り道 

ル LE COUPLE ひだまりの詩 

 ルースターズ 恋をしようよ 

レ レッドウォーリアーズ ワインアンドローゼス/WINE＆ROSES 薔薇とワイン 

 レベッカ フレンズ 

 レミオロメン 粉雪 

   サンガツココノカ ３月９日 

ロ ロードオブメジャー 大切なもの 

ワ 和田アキ子 古い日記 

 WANDS 世界中の誰よりもきっと 

   もっと強く抱きしめたら 

 


