
あの紙ヒコーキ　くもり空わって 19

ワタリドリ ［Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ］

恋音と雨空 ＡＡＡ

さよならの前に AAA

ＪＡＰ ａｂｉｎｇｄｏｎ　ｂｏｙｓ　ｓｃｈｏｏｌ

Black Cherry Ａｃｉｄ　Ｂｌａｃｋ　Ｃｈｅｒｒｙ

みんながみんな英雄 ＡＩ

ハピネス ＡＩ

Ｓｔｏｒｙ ＡＩ

カブトムシ ａｉｋｏ

キラキラ ａｉｋｏ

ヘビーローテーション ＡＫＢ４８

恋するフォーチュンクッキー ＡＫＢ４８

３６５日の紙飛行機 ＡＫＢ４８

会いたかった ＡＫＢ４８

創聖のアクエリオン ＡＫＩＮＯ

Ｓｈａｎｇｒｉ－Ｌａ ａｎｇｅｌａ

シドニア ａｎｇｅｌａ

オリビアを聴きながら ＡＮＲＩ

Ｒｅ：Ｒｅ： ＡＳＩＡＮ　ＫＵＮＧ－ＦＵ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ

はなまるぴっぴはよいこだけ Ａ応Ｐ

全力バタンキュー Ａ応Ｐ

いつかのメリークリスマス Ｂ’ｚ

ｕｌｔｒａ　ｓｏｕｌ Ｂ’ｚ

今夜月の見える丘に Ｂ’ｚ

イチブトゼンブ Ｂ’ｚ

君が好きだと叫びたい ＢＡＡＤ

高嶺の花子さん ｂａｃｋ　ｎｕｍｂｅｒ

クリスマスソング ｂａｃｋ　ｎｕｍｂｅｒ

花束 ｂａｃｋ　ｎｕｍｂｅｒ

ヒロイン ｂａｃｋ　ｎｕｍｂｅｒ

ハッピーエンド ｂａｃｋ　ｎｕｍｂｅｒ

三線の花 ＢＥＧＩＮ

島人ぬ宝 ＢＥＧＩＮ

オジー自慢のオリオンビール ＢＥＧＩＮ

Ｃｕｔｉｅ　Ｐａｎｔｈｅｒ ＢｉＢｉ　～ｆｒｏｍ　μ’ｓ～

メリクリ ＢｏＡ

ＯＮＬＹ　ＹＯＵ ＢＯφＷＹ

Ｍａｒｉｏｎｅｔｔｅ～マリオネット～ ＢＯφＷＹ

天体観測 ＢＵＭＰ　ＯＦ　ＣＨＩＣＫＥＮ



Ｈｅｌｌｏ，ｗｏｒｌｄ！ ＢＵＭＰ　ＯＦ　ＣＨＩＣＫＥＮ

カルマ ＢＵＭＰ　ＯＦ　ＣＨＩＣＫＥＮ

車輪の唄 ＢＵＭＰ　ＯＦ　ＣＨＩＣＫＥＮ

ＳＡＹ　ＹＥＳ ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡ

ＹＡＨ　ＹＡＨ　ＹＡＨ ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡ

ＰＩＥＣＥＳ　ＯＦ　Ａ　ＤＲＥＡＭ ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ

カラフル ＣｌａｒｉＳ

コネクト ＣｌａｒｉＳ

夏の日の１９９３ ｃｌａｓｓ

ＬＯＶＥドッきゅん ＣＬＵＢ　ＰＲＩＮＣＥ

明治チェルシーの歌 ＣＭ　ソング

人間みな兄弟（サントリーオールド） ＣＭ　ソング

伊東に行くならハトヤ ＣＭ　ソング

明るいナショナル ＣＭ　ソング

どこまでも行こう ＣＭ　ソング

恋をとめないで ＣＯＭＰＬＥＸ

パパ泣かないで　Ｊｅｔ　Ｓｔｒｅａｍ ＣＲＡＺＹ　ＫＥＮ　ＢＡＮＤ

愛の世界 ＣＲＡＺＹ　ＫＥＮ　ＢＡＮＤ

箱根パノラマ・ゴーゴー ＣＲＡＺＹ　ＫＥＮ　ＢＡＮＤ

Ａｎｇｅｌ　ｍｅａｔ　ｐｉｅ Ｄ［ｄｉ：］

ｉｆ．．． ＤＡ　ＰＵＭＰ

ムーンライト伝説 ＤＡＬＩ

このまま君だけを奪い去りたい ＤＥＥＮ

君じゃない誰かなんて　～Ｔｅｊｉｎａ～ ＤＥＥＰ（ＣＯＬＯＲ）

おとなの掟 Ｄｏｕｇｈｎｕｔｓ　Ｈｏｌｅ

Ｇｒａｔｅｆｕｌ　Ｄａｙｓ Ｄｒａｇｏｎ　Ａｓｈ

ようかい体操第一 Ｄｒｅａｍ５

大阪ＬＯＶＥＲ ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

ＬＯＶＥ　ＬＯＶＥ　ＬＯＶＥ ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

ＨＡＰＰＹ　ＨＡＰＰＹ　ＢＩＲＴＨＤＡＹ ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

うれしい！たのしい！大好き！ ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

やさしいキスをして ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

何度でも ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

未来予想図Ⅱ ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

決戦は金曜日 ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ

Ｆｏｌｌｏｗ　Ｍｅ Ｅ－ｇｉｒｌｓ

名前のない怪物 ＥＧＯＩＳＴ

君らしく Ｅｍｕ

Ｆａｃｅ　ｔｈｅ　ｃｈａｎｇｅ

（Ｅｕｒｏｂｅａｔ　Ｍｉｘ）
Ｅｖｅｒｙ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｔｈｉｎｇ



Ｔｉｍｅ　ｇｏｅｓ　ｂｙ Ｅｖｅｒｙ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｔｈｉｎｇ

ｆｒａｇｉｌｅ Ｅｖｅｒｙ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｔｈｉｎｇ

道 ＥＸＩＬＥ

Ｃｈｏｏ　Ｃｈｏｏ　ＴＲＡＩＮ ＥＸＩＬＥ

Ｔｉ　Ａｍｏ ＥＸＩＬＥ

Ｌｏｖｅｒｓ　Ａｇａｉｎ ＥＸＩＬＥ

Ｍ＆Ａ ＥＸＩＬＥ

ＣＯＬＯＲＳ ＦＬＯＷ

ＧＯ！！！ ＦＬＯＷ

ｂｌａｃｋ　ｂｕｌｌｅｔ ｆｒｉｐＳｉｄｅ

ｏｎｌｙ　ｍｙ　ｒａｉｌｇｕｎ ｆｒｉｐＳｉｄｅ

ａｍｂｉｇｕｏｕｓ ＧＡＲＮｉＤＥＬｉＡ

ずっと２人で・・・ ＧＬＡＹ

春を愛する人 ＧＬＡＹ

HOWEVER ＧＬＡＹ

Winter again ＧＬＡＹ

ＤＥＰＡＲＴＵＲＥＳ ｇｌｏｂｅ

レナウン・ワンサカ娘 ＧＯ－ＢＡＮＧ’Ｓ

光るなら Ｇｏｏｓｅ　ｈｏｕｓｅ

Ｃａｎ　Ｄｏ ＧＲＡＮＲＯＤＥＯ

キセキ ＧＲｅｅｅｅＮ

愛唄 ＧＲｅｅｅｅＮ

ＨＥ★ＶＥＮＳ　ＧＡＴＥ ＨＥ★ＶＥＮＳ

ウィークエンダー Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ

春夏秋冬 Ｈｉｌｃｒｈｙｍｅ

ＧＲＯＷＩＮＧ　ＵＰ Ｈｉ－ＳＴＡＮＤＡＲＤ

ＳＵＭＭＥＲ　ＯＦ　ＬＯＶＥ Ｈｉ－ＳＴＡＮＤＡＲＤ

ＷＯＷ　ＷＡＲ　ＴＯＮＩＧＨＴ

～時には起こせよムーヴメント～
Ｈ－ｊｕｎｇｌｅ　ｗｉｔｈ　Ｔ

Ｓｏｎｇ　ｆｏｒ・・・ ＨＹ

３６６日 ＨＹ

ＡＭ１１：００ ＨＹ

ＮＡＯ ＨＹ

あなた ＨＹ

明日への扉 Ｉ　ＷｉＳＨ

ＴＨＥ　ＨＥＲＯ！！　～怒れる拳に火をつけろ～ ＪＡＭ　Ｐｒｏｊｅｃｔ

月光花 Ｊａｎｎｅ　Ｄａ　Ａｒｃ

ヴァンパイア Ｊａｎｎｅ　Ｄａ　Ａｒｃ

何も言えなくて・・・夏 ＪＡＹＷＡＬＫ

プレゼント ＪＩＴＴＥＲＩＮ’ＪＩＮＮ



Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ ＪＵＤＹ　ＡＮＤ　ＭＡＲＹ

そばかす ＪＵＤＹ　ＡＮＤ　ＭＡＲＹ

やさしさで溢れるように ＪＵＪＵ

好きな人がいること ＪＹ

君の銀の庭 Ｋａｌａｆｉｎａ

ｈｅａｖｅｎｌｙ　ｂｌｕｅ Ｋａｌａｆｉｎａ

Ｍａｇｉａ Ｋａｌａｆｉｎａ

愛は勝つ ＫＡＮ

Ｒｅａｌ　Ｆａｃｅ ＫＡＴ－ＴＵＮ

硝子の少年 ＫｉｎＫｉ　Ｋｉｄｓ

愛のかたまり ＫｉｎＫｉ　Ｋｉｄｓ

Ｂｅｓｔ　Ｆｒｉｅｎｄ Ｋｉｒｏｒｏ

イッサイガッサイ ＫＲＥＶＡ

ｗｉｎｔｅｒ　ｆａｌｌ Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌ

ｆｌｏｗｅｒ Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌ

ＨＯＮＥＹ Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌ

ひだまりの詩 Ｌｅ　Ｃｏｕｐｌｅ

紅蓮の弓矢 Ｌｉｎｋｅｄ　Ｈｏｒｉｚｏｎ

自由の翼 Ｌｉｎｋｅｄ　Ｈｏｒｉｚｏｎ

Ｒｉｓｉｎｇ　Ｈｏｐｅ ＬｉＳＡ

おジャ魔女カーニバル！！ ＭＡＨＯ堂

ペガサス幻想 ＭＡＫＥ－ＵＰ

Ｒａｉｓｅ　ｙｏｕｒ　ｆｌａｇ ＭＡＮ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＭＩＳＳＩＯＮ

射手座☆午後九時　Ｄｏｎ’ｔ　ｂｅ　ｌａｔｅ Ｍａｙ’ｎ

ｌｅｔ　ｇｏ ｍ－ｆｌｏ　ｌｏｖｅｓ　ＹＯＳＨＩＫＡ

オルフェンズの涙 ＭＩＳＩＡ

Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ ＭＩＳＩＡ

逢いたくていま ＭＩＳＩＡ

ＳＡＤ　ＳＯＮＧ ＭＯＪＯ　ＣＬＵＢ

終わりなき旅 Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

抱きしめたい Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

名もなき詩 Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

ＨＡＮＡＢＩ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

Ｓｉｇｎ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

イノセントワールド Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

しるし Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

シーソーゲーム～勇敢な恋の歌～ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

３６５日 Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

足音　～Ｂｅ　Ｓｔｒｏｎｇ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

Ｈｅｌｌｏ，　Ａｇａｉｎ　～昔からある場所～ ＭＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＬＯＶＥＲ



雑種天国 ＮＥＷＥＳＴ　ＭＯＤＥＬ

杓子定木 ＮＥＷＥＳＴ　ＭＯＤＥＬ

Ｒａｇｅ　ｏｎ ＯＬＤＣＯＤＥＸ

Ｗｈｅｒｅｖｅｒ　ｙｏｕ　ａｒｅ ＯＮＥ　ＯＫ　ＲＯＣＫ

Ｔｈｅ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ＯＮＥ　ＯＫ　ＲＯＣＫ

完全感覚Ｄｒｅａｍｅｒ ＯＮＥ　ＯＫ　ＲＯＣＫ

Ｃ．ｈ．ａ．ｏ．ｓ．ｍ．ｙ．ｔ．ｈ． ＯＮＥ　ＯＫ　ＲＯＣＫ

花 ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥ

以心電信 ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥ

イケナイ太陽 ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥ

接吻ＫＩＳＳ ＯＲＩＧＩＮＡＬ　ＬＯＶＥ

ＴＯＫＹＯ　ＧＩＲＬ Ｐｅｒｆｕｍｅ

ＦＬＡＳＨ Ｐｅｒｆｕｍｅ

Ｄａｙｄｒｅａｍ　ｃａｆｅ Ｐｅｔｉｔ　Ｒａｂｂｉｔ’ｓ

Ｄｉａｍｏｎｄｓ ＰＲＩＮＣＥＳＳ　ＰＲＩＮＣＥＳＳ

Ｍ ＰＲＩＮＣＥＳＳ　ＰＲＩＮＣＥＳＳ

世界でいちばん熱い夏 ＰＲＩＮＣＥＳＳ　ＰＲＩＮＣＥＳＳ

ポワゾンＫＩＳＳ ＱＵＡＲＴＥＴ　ＮＩＧＨＴ

ＰＥＲＦＥＣＴ　ＨＵＭＡＮ ＲＡＤＩＯ　ＦＩＳＨ

いいんですか？ ＲＡＤＷＩＭＰＳ

なんでもないや ＲＡＤＷＩＭＰＳ

前前前世 ＲＡＤＷＩＭＰＳ

あの娘のレター ＲＣサクセション

からたち野道 ＲＩＫＫＩ＋宮沢　和史

楽園ベイベー ＲＩＰ　ＳＬＹＭＥ

橋の下 ＲＯＳＡ　ＬＵＸＥＮＢＵＲＧ

ＲＰＧ ＳＥＫＡＩ　ＮＯ　ＯＷＡＲＩ

Ｗｈｙ　ｎｏｔ？ ＳＩＡＭ　ＳＨＡＤＥ

１／３の純情な感情 ＳＩＡＭ　ＳＨＡＤＥ

世界に一つだけの花 ＳＭＡＰ

ＳＨＡＫＥ ＳＭＡＰ

夜空ノムコウ ＳＭＡＰ

オレンジ ＳＭＡＰ

らいおんハート ＳＭＡＰ

ありがとう ＳＭＡＰ

セロリ ＳＭＡＰ

青いイナズマ ＳＭＡＰ

Ｗｈｉｔｅ　Ｌｏｖｅ ＳＰＥＥＤ

まっすぐに Ｓｐｉｎｎａ　Ｂ－ｉｌｌ

イマジネーション ＳＰＹＡＩＲ



マジＬＯＶＥ１０００％ ＳＴ☆ＲＩＳＨ

マジＬＯＶＥ２０００％ ＳＴ☆ＲＩＳＨ

マジＬＯＶＥレボリューションズ ＳＴ☆ＲＩＳＨ

ＳＰＬＡＳＨ　ＦＲＥＥ ＳＴＹＬＥ　ＦＩＶＥ

メルト ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ　ｆｅａｔ．初音ミク

愛をこめて花束を Ｓｕｐｅｒｆｌｙ

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｓｕｐｅｒｆｌｙ

ＳＷＯＲＤ　ＳＵＭＭＩＴ Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

ＨＯＴ　ＬＩＭＩＴ Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

離したくはない Ｔ－ＢＯＬＡＮ

エアーマンが倒せない Ｔｅａｍ．ねこかん［猫］

情熱の薔薇 ＴＨＥ　ＢＬＵＥ　ＨＥＡＲＴＳ

リンダ　リンダ ＴＨＥ　ＢＬＵＥ　ＨＥＡＲＴＳ

ＴＲＡＩＮ－ＴＲＡＩＮ ＴＨＥ　ＢＬＵＥ　ＨＥＡＲＴＳ

人にやさしく ＴＨＥ　ＢＬＵＥ　ＨＥＡＲＴＳ

青空 ＴＨＥ　ＢＬＵＥ　ＨＥＡＲＴＳ

ＪＡＭ ＴＨＥ　ＹＥＬＬＯＷ　ＭＯＮＫＥＹ

ｕｎｒａｖｅｌ ＴＫ　ｆｒｏｍ　凛として時雨

Ｇｅｔ　Ｗｉｌｄ ＴＭ　ＮＥＴＷＯＲＫ

宙船（そらふね） ＴＯＫＩＯ

ＬＯＶＥ　ＹＯＵ　ＯＮＬＹ ＴＯＫＩＯ

あー夏休み ＴＵＢＥ

シュガーソングとビターステップ ＵＮＩＳＯＮ　ＳＱＵＡＲＥ　ＧＡＲＤＥＮ

リニアブルーを聴きながら ＵＮＩＳＯＮ　ＳＱＵＡＲＥ　ＧＡＲＤＥＮ

ＳＨＡＭＲＯＣＫ ＵＶＥＲｗｏｒｌｄ

世界が終るまでは・・・ ＷＡＮＤＳ

夏祭り Ｗｈｉｔｅｂｅｒｒｙ

千本桜　ｆｅａｔ．初音ミク ＷｈｉｔｅＦｌａｍｅ

Ｒｕｓｔｙ　Ｎａｉｌ Ｘ　ｊａｐａｎ（Ｘ）

紅 Ｘ　ｊａｐａｎ（Ｘ）

Ｓｗａｌｌｏｗｔａｉｌ　Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ

～あいのうた～
ＹＥＮ　ＴＯＷＮ　ＢＡＮＤ

ＣＨＥ．Ｒ．ＲＹ ＹＵＩ

ＧＬＯＲＩＡ ＺＩＧＧＹ

ｓｅｃｒｅｔ　ｂａｓｅ　～君がくれたもの～ ＺＯＮＥ

輝夜の城で踊りたい μ’ｓ

夏色えがおで１，２，Ｊｕｍｐ！ μ’ｓ

ＳＵＮＮＹ　ＤＡＹ　ＳＯＮＧ μ’ｓ

僕たちはひとつの光 μ’ｓ

Ａｎｇｅｌｉｃ　Ａｎｇｅｌ μ’ｓ



僕らは今のなかで μ’ｓ

Ｍｕｓｉｃ　Ｓ．Ｔ．Ａ．Ｒ．Ｔ！！ μ’ｓ

Ｎｏ　ｂｒａｎｄ　ｇｉｒｌｓ μ’ｓ

それは僕たちの奇跡 μ’ｓ

Ｓｎｏｗ　ｈａｌａｔｉｏｎ μ’ｓ

Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　Ｒｕｓｈ μ’ｓ

ジャニスを聴きながら あおい　輝彦

アナーキー・シティ アナーキー

チャンピオン アリス

六本木心中 アン・ルイス

あゝ無情 アン・ルイス

手紙　～拝啓　十五の君へ～ アンジェラ・アキ

ツバサ アンダーグラフ

ありがとう いきものがかり

ＹＥＬＬ いきものがかり

気まぐれロマンティック いきものがかり

なごり雪 イルカ

今宵の月のように エレファントカシマシ

神田川 かぐや姫

アンマー かりゆし５８

とりあえずロックンロール カルメン・マキ＆ＯＺ

ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ

あったかいんだからぁ♪ クマムシ

私以外私じゃないの ゲスの極み乙女。

夏の思い出 ケツメイシ

涙 ケツメイシ

さくら ケツメイシ

バラード ケツメイシ

トモダチ ケツメイシ

女々しくて ゴールデンボンバー

桜 コブクロ

蕾 コブクロ

ここにしか咲かない花 コブクロ

赤い糸 コブクロ

ドリフの早口ことば ザ・ドリフターズ

ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー ザ・ピーナッツ

新宝島 サカナクション

希望の轍 サザンオールスターズ

真夏の果実 サザンオールスターズ

涙のキッス サザンオールスターズ



エロティカ・セブン～ＥＲＯＴＩＣＡ　ＳＥＶＥＮ～ サザンオールスターズ

ＬＯＶＥ　ＡＦＦＡＩＲ～秘密のデート～ サザンオールスターズ

ＴＳＵＮＡＭＩ サザンオールスターズ

いとしのエリー サザンオールスターズ

ＨＯＴＥＬ　ＰＡＣＩＦＩＣ サザンオールスターズ

勝手にシンドバッド サザンオールスターズ

トゥワイライト・サッポロ サザンクロス

青いベンチ サスケ

モノクロのキス シド

シングルベッド シャ乱Ｑ

奏 スキマスイッチ

全力少年 スキマスイッチ

ジョーカー すぎもと　まさと

空も飛べるはず スピッツ

ロビンソン スピッツ

楓 スピッツ

チェリー スピッツ

君こそヒーロー スワローズ応援隊

満月の夕（ゆうべ）

（９５　ＳＩＮＧＬＥ　ＶＥＲＳＩＯＮ）
ソウル・フラワー・ユニオン

ラブソングなんて似合わない タンバリまーくん★とカスタネッツ

ビリーブ タンポポ児童合唱団

ギザギザハートの子守唄 チェッカーズ

ジュリアに傷心 チェッカーズ

心の旅 チューリップ

サボテンの花 チューリップ

つぐない テレサ・テン

時の流れに身をまかせ テレサ・テン

ようこそジャパリパークへ どうぶつビスケッツ×ＰＰＰ

アンパンマンのマーチ ドリーミング

ＳＡＶＩＯＲ　ＯＦ　ＳＯＮＧ ナノ　ｆｅａｔ．ＭＹ　ＦＩＲＳＴ　ＳＴＯＲＹ

酒場にて ニック・ニューサー

ＳＩＬＥＮＣＥ ハウンド・ドッグ

マトリョシカ　ｆｅａｔ．初音ミク、ＧＵＭＩ ハチ

ペンパイナッポーアッポーペン（ＰＰＡＰ） ピコ太郎

スイートホーム大阪 ファニー・カンパニー

第九　歓喜（よろこび）の歌 ベートーベン

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 ポルノグラフィティ



いーあるふぁんくらぶ

ｆｅａｔ．ＧＵＭＩ、鏡音リン
みきとＰ

ＵＮＩＯＮですから！ ミヤギ　マモル

ＬＯＶＥマシーン モーニング娘。’１４

行くぜっ！怪盗少女 ももいろクローバーＺ

あなたに モンゴル８００

小さな恋のうた モンゴル８００

東京 やしき　たかじん

夏色 ゆず

栄光の架橋 ゆず

め組のひと ラッツ＆スター（シャネルズ）

狩りから稲作へ レキシ　ｆｅａｔ．足軽先生・東インド貿易会社マン

フレンズ レベッカ

粉雪 レミオロメン

3月9日 レミオロメン

黒いひとみの ロシア民謡

ステンカ・ラージン ロシア民謡

バイカル湖のほとり ロシア民謡

恋の青山・原宿・六本木　～ゆらり待夢～ ロス・インディオス

アモーレ東京 ロス・プリモス

吉原ラメント　ｆｅａｔ．重音テト 亜沙

三日月 絢香

にじいろ 絢香

ＷＩＮＤＩＮＧ　ＲＯＡＤ 絢香／コブクロ

ＣＡＮ　ＹＯＵ　ＣＥＬＥＢＲＡＴＥ？ 安室　奈美恵

ワインレッドの心 安全地帯

恋の予感 安全地帯

烈車戦隊トッキュウジャー 伊勢　大貴

少年時代 井上　陽水

ハナミズキ 一青　窈

クリスマスキャロルの頃には 稲垣　潤一

甲賀忍法帖 陰陽座

Ｆｉｒｓｔ　Ｌｏｖｅ 宇多田　ヒカル

花束を君に 宇多田　ヒカル

Ａｕｔｏｍａｔｉｃ 宇多田　ヒカル

ＣＨＡ－ＬＡ　ＨＥＡＤ－ＣＨＡ－ＬＡ 影山　ヒロノブ

越冬つばめ 円　広志

輪舞　－ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ－ 奥井　雅美

ラヴ・イズ・オーヴァー 欧陽　菲菲

ビバナミダ 岡村　靖幸



ＴＯＭＯＲＲＯＷ 岡本　真夜

残酷な天使のテーゼ 下川　みくに

氷雨 佳山　明生

サライ 加山　雄三／谷村　新司

Ｌｏｖｅ　Ｆｏｒｅｖｅｒ 加藤　ミリヤ×清水　翔太

はじめての僕デス 加藤　茶

涙そうそう 夏川　りみ

東京ほたる 夏木　えいじ

君がくれた夏 家入　レオ

夜明けのうた 河口　安子

酒と泪と男と女 河島　英五

恋愛サーキュレーション 花澤　香菜

Ｉ’ｍ　ｐｒｏｕｄ 華原　朋美

贈る言葉 海援隊

ふ・れ・ん・ど・し・た・い 学園生活部

愛のプリズン 監獄男子

聖母たちのララバイ 岩崎　宏美

月光 鬼束　ちひろ

十六夜涙 吉岡　亜衣加

異邦人 久保田　早紀

Ｍｉｓｓｉｎｇ 久保田　利伸

ＬＡ・ＬＡ・ＬＡ　ＬＯＶＥ　ＳＯＮＧ 久保田　利伸／ナオミ　キャンベル

オルフェ 宮野　真守

カノン 宮野　真守

ＳＴＡＮＤ　ＰＲＯＵＤ 橋本　仁

２億４千万の瞳 郷　ひろみ

メロディー 玉置　浩二

田園 玉置　浩二

海の声 桐谷　健太

赤い花　白い花 芹　洋子

波乗りジョニー 桑田　佳祐

白い恋人達 桑田　佳祐

明日晴れるかな 桑田　佳祐

奇跡の地球（ほし） 桑田　佳祐／Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

ｃｏｕｒａｇｅ 戸松　遥

哀愁　～かなしい街だね～ 五木　ひろし

愛情のワルツ 五木　ひろし

面影橋 五木　ひろし

抱擁 五木　ひろし

浮き草 伍代　夏子



駅 伍代　夏子

恋は渾沌の隷也 後ろから這いより隊Ｇ

愛のうた 倖田 來未

ＹＯＵ 倖田　來未

ガラスの十代 光ＧＥＮＪＩ

慟哭 工藤　静香

ロマンスの神様 広瀬　香美

ゲレンデがとけるほど恋したい 広瀬　香美

哀恋蝶 広野　ゆき

関西大学校歌 校歌

立命館大学校歌 校歌

清水市立商業高等学校校歌 校歌

Ｄｏｓｈｉｓｈａ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｓｏｎｇ 校歌

横浜商科大学校歌 校歌

嵐の明日 甲斐　よしひろ／ＫＡＩ　ＦＩＶＥ

潮騒 香西　かおり

春ですね 香西　かおり

岬宿 香西　かおり

アップル・シティ 高橋　真梨子

祥寺クイーン 高橋　真梨子

戦士の休憩 高橋　真梨子

黄昏の街から 高橋　真梨子

ＤＡＮＣＥはひとり 高橋　真梨子

とうりゃんせ 高橋　真梨子

虹の水 高橋　真梨子

ネイチャーＢＯＹ 高橋　真梨子

ノスタルジア　ａｇａｉｎ 高橋　真梨子

ｆｏｒ　ｙｏｕ・・・ 高橋　真梨子

桃色吐息 高橋　真梨子

魂のルフラン 高橋　洋子

Ｅｎｄｌｅｓｓ　Ｄｒｅａｍ 高見沢　俊彦

カナダ国歌 国歌

好きやねん大阪 黒木　はるみ

ＰＩＥＣＥ　ＯＦ　ＭＹ　ＷＩＳＨ 今井　美樹

ＰＲＩＤＥ 今井　美樹

おれは最低 佐野　元春

ＧＯＯＤ　ＶＩＢＲＡＴＩＯＮ 佐野　元春

サンチャイルド僕の友達 佐野　元春

ブルーの見解 佐野　元春

ボリビア　－野性的で冴えている連中 佐野　元春



ロックンロール・ハート 佐野　元春

六つの星 細川　たかし

さよなら　さよなら 坂本　九

トライアングラー 坂本　真綾

Ｂｅ　ｍｉｎｅ！ 坂本　真綾

色彩 坂本　真綾

ひとりぼっちのハブラシ 桜庭　裕一郎

花火
三代目　Ｊ　Ｓｏｕｌ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ

ｆｒｏｍ　ＥＸＩＬＥ　ＴＲＩＢＥ

R.Y.U.S.E.I. 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE

クリスマス・イブ 山下　達郎

いい日旅立ち 山口　百恵

さよならの向う側 山口　百恵

プレイバックＰａｒｔ２ 山口　百恵

Ｇｅｔ　Ａｌｏｎｇ　Ｔｏｇｅｔｈｅｒ

－愛を贈りたいから－
山根　康広

Ｏｎｅ　ｍｏｒｅ　ｔｉｍｅ，

Ｏｎｅ　ｍｏｒｅ　ｃｈａｎｃｅ
山崎　まさよし

アメリカ橋 山川　豊

ルビーの指環 寺尾　聰

あずさ２号 狩人

池上線 祝　友子

河内音頭 勝　新太郎

潮騒のメモリー 小泉　今日子

学園天国 小泉　今日子

あなたに会えてよかった 小泉　今日子

木枯しに抱かれて 小泉　今日子

恋におちて　－Ｆａｌｌ　ｉｎ　ｌｏｖｅ－ 小林　明子

仮面舞踏会 少年隊

長い夜 松山　千春

大空と大地の中で 松山　千春

恋 松山　千春

赤いスイートピー 松田　聖子

青い珊瑚礁 松田　聖子

ひこうき雲 松任谷　由実

真夏の夜の夢 松任谷　由実

卒業写真 松任谷　由実（荒井由実）

恋人がサンタクロース 松任谷　由実（荒井由実）

睡蓮花 湘南乃風

曖歌 湘南乃風

悲しい色やね 上田　正樹

ＳＴＡＲＴ：ＤＡＳＨ！！ 新田　恵海／内田　彩／三森　すずこ



北の酒場で 森　進一

あゝ人恋し 森　進一

マスカレイドミラージュ 森久保　祥太郎／蒼井　翔太／谷山　紀章

ＱＵＡＲＴＥＴ★ＮＩＧＨＴ 森久保　祥太郎／鈴木　達央／蒼井　翔太／前野　智昭

渡良瀬橋 森高　千里

あかね空 森山　愛子

さくら 森山　直太朗

女の酒 森若　里子＆秋吉　恵美

女の立場 森川　恵子

鱗 秦　基博

ひまわりの約束 秦　基博

サイレント・イヴ 辛島　美登里

Ｅｘｔｅｒｍｉｎａｔｅ 水樹　奈々

涙は明日に 杉田　二郎

ＳＵＮ 星野　源

恋 星野　源

Ｍｙ　Ｂｏｏ 清水　翔太

君が好き 清水　翔太

そんなに愛が欲しいのなら 西岡　たかし

吹雪 西沢　幸奏

Ｄａｒｌｉｎｇ 西野　カナ

トリセツ 西野　カナ

会いたくて　会いたくて 西野　カナ

歌うたいのバラッド 斉藤　和義

歩いて帰ろう 斉藤　和義

ずっと好きだった 斉藤　和義

天城越え 石川　さゆり

Ｅｔｅｒｎａｌ 赤西　仁（ＪＩＮ　ＡＫＡＮＩＳＨＩ）

あなたと二人づれ 川中　美幸

夢見る少女じゃいられない 相川 七瀬

野地の旅 相模　達夫＆相模　恵美子

ＰＡＳＳＩＮＧ　ＲＡＩＮ 草尾　毅

月明かりのＤＥＡＲＥＳＴ 蒼井　翔太／前野　智昭

初恋 村下　孝蔵

木綿のハンカチーフ 太田　裕美

愛の始発 大月　みやこ

逢いに来て 大月　みやこ

ら・ら・ら 大黒　摩季

炎えろ！近鉄バファローズ 大阪近鉄バファローズ大阪私設應援團

それが大事 大事ＭＡＮブラザーズバンド



孫 大泉　逸郎

星の河 大前　あつみ／サザンクロス

いかすぜ！この恋 大滝　詠一

五月雨 大滝　詠一

さくらんぼ 大塚　愛

プラネタリウム　 大塚　愛

勝手にしやがれ 沢田　研二

時の過ぎゆくままに 沢田　研二

会いたい 沢田　知可子

Ｓｔｉｌｌ　Ｓｔｉｌｌ　Ｓｔｉｌｌ 谷山　紀章＆宮野　真守

地獄の沙汰も君次第 地獄の沙汰オールスターズ

駅 竹内　まりや

雨に消えたさよなら 竹内　まりや

元気を出して 竹内　まりや

世界中の誰よりきっと 中山　美穂＆ＷＡＮＤＳ

ＤＥＳＩＲＥ　－情熱－ 中森　明菜

少女Ａ 中森　明菜

飾りじゃないのよ涙は 中森　明菜

セカンド・ラブ 中森　明菜

最後の雨 中西　保志

空色デイズ 中川　翔子

恋人も濡れる街角 中村　雅俊

糸 中島　みゆき

時代 中島　みゆき

地上の星 中島　みゆき

空と君のあいだに 中島　みゆき

悪女 中島　みゆき

星間飛行 中島　愛

ライオン 中島　愛／Ｍａｙ’ｎ

雪の華 中島　美嘉

ＧＬＡＭＯＲＯＵＳ　ＳＫＹ 中島　美嘉

ＯＲＩＯＮ 中島　美嘉

花宴 長山　洋子

乾杯 長渕　剛

とんぼ 長渕　剛

巡恋歌 長渕　剛

丸の内サディスティック 椎名　林檎

歌舞伎町の女王 椎名　林檎

ギブス 椎名　林檎

ドリーム／夢の１ポンド 帝国歌劇団



なんでだろう 哲智

秘密の扉から会いにきて 田村　ゆかり

恋のヒメヒメぺったんこ 田村　ゆかり

かくしん的☆めたまるふぉ～ぜっ！ 田中　あいみ

別れて　そして 渡辺　真知子

かもめが翔んだ日 渡辺　真知子

ＧＯＧＯジャイアンツ　（読売巨人軍応援歌） 渡辺　正典

Ｍｙ　Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 渡辺　美里

愛しちゃって馬鹿みたい 都　はるみ

ＴＲＵＥ　ＬＯＶＥ 藤井　フミヤ

Ａｎｏｔｈｅｒ　Ｏｒｉｏｎ 藤井　フミヤ

Ｓｏｕｐ 藤原　さくら

怪獣のバラード 童謡

壊れかけのＲａｄｉｏ 徳永　英明

レイニーブルー 徳永　英明

ブリキノダンス 日向電工

微笑みの爆弾 馬渡　松子

Ｒｕｎｎｅｒ 爆風スランプ

燃えよドラゴンズ 板東　英二

また逢う日まで 尾崎　紀世彦

卒業 尾崎　豊

Ｆｏｒｇｅｔ－ｍｅ－ｎｏｔ 尾崎　豊

僕が僕であるために 尾崎　豊

１５の夜 尾崎　豊

ＯＨ　ＭＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＧＩＲＬ 尾崎　豊

Ｉ　ＬＯＶＥ　ＹＯＵ 尾崎　豊

シェリー 尾崎　豊

哀愁のレンガ通り 美川　憲一

夜の川 美川　憲一

ＳＥＡＳＯＮＳ 浜崎　あゆみ

BLUE BIRD 浜崎 あゆみ

M 浜崎 あゆみ

悲しみは雪のように 浜田　省吾

もうひとつの土曜日 浜田 省吾

家族になろうよ 福山　雅治

桜坂 福山　雅治

プカプカ 福山　雅治

Ｓｑｕａｌｌ 福山　雅治

虹 福山　雅治

魔法って言っていいかな？ 平井　堅



瞳をとじて 平井　堅

Ｇｏｄ　ｋｎｏｗｓ．．． 平野　綾

君がいるだけで 米米ＣＬＵＢ

浪漫飛行 米米ＣＬＵＢ

やん衆かもめ 北島　三郎

デラシネ 堀内　孝雄

祝い華 本田　伝＆紅　しのぶ

花咲き魔神様 岬　りり加

愛媛思情 民謡

木更津キャッツアイのテーマｗｉｔｈ氣志團 木更津キャッツアイ

Ｃｉｒｃｌｅ 木村　カエラ

Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ 木村　カエラ

手をつないでいて 薬師丸　ひろ子

セーラー服と機関銃 薬師丸　ひろ子

Ｗｏｍａｎ　’Ｗの悲劇’より 薬師丸　ひろ子

Ｓａｋｕｒａ 嵐

愛を叫べ 嵐

Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ 嵐

Ｂｉｔｔｅｒｓｗｅｅｔ 嵐

ＧＵＴＳ！ 嵐

Ｌｏｖｅ　ｓｏ　ｓｗｅｅｔ 嵐

Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 嵐

Ｍｏｎｓｔｅｒ 嵐

Ｏｎｅ　Ｌｏｖｅ 嵐

ＷＩＳＨ 嵐

ラピスラズリ 藍井　エイル

シリウス 藍井　エイル

Ｔｈｉｓ　ｇａｍｅ 鈴木　このみ

ロンリー・チャップリン 鈴木　聖美／ラッツ＆スター

ＪＯＫＥＲ　ＴＲＡＰ 鈴木　達央／前野　智昭／宮野　真守／諏訪部　順一

Ｂｕｔｔｅｒ－Ｆｌｙ 和田　光司

サイレントマジョリティー 欅坂４６

Ｏｎｅ　Ｎｉｇｈｔ　Ｃａｒｎｉｖａｌ 氣志團

もう恋なんてしない 槇原　敬之

どんなときも。 槇原　敬之

遠く遠く 槇原　敬之


